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「SHISEIDO イブキ」より 20～30 代前半のライフスタイルに対応した 2 アイテム
2016 年 5 月 1 日（日）発売
～日中のテカリや乾燥に対応したミスト、たっぷり眠った朝のような明るい肌に導くマスク～

資生堂は、世界 88 の国と地域で展開している「SHISEIDO」の 20～30 代前半を対象としたスキ
ンケアライン「イブキ」より、ジェル状ミスト「クイック フィックス ミスト」と、夜用のジェル状マスク
「ビューティ スリーピング マスク」【全 2 品目 2 品種 2,500～3,500 円（税込 2,700～3,780 円）】を
2016 年 5 月 1 日(日）より世界各国で順次発売します。国内ではイセタンミラー11 店、タカシマヤ
スタイルメゾン 1 店、フルーツギャザリング 2 店、デパートオンラインショップ（12 系列）、資生堂の
総合美容サイト「ワタシプラス」で発売します（発売元：株式会社資生堂インターナショナル）。
◆ 「SHISEIDO イブキ」は、20～30 代前半の女性たちの肌悩み、ライフスタイル、嗜好に
対応したスキンケアラインとして 2013 年に誕生。
◆ 今回発売する 2 品は、ライフスタイルに起因する肌トラブルに着目して開発。「クイック フィ
ックス ミスト」は、日中の外部環境の変化による肌のテカリや乾燥をケア。「ビューティ ス
リーピング マスク」は、夜更かしなどで乱れがちな肌をたっぷり眠った朝のような肌に導く。
商品特長
「クイック フィックス ミスト」は、テカリや乾
燥などコンディションがくずれた肌にひと吹き
することで、みずみずしい肌に導く日中用のジ
ェル状ミストです。気になる時にいつでも使え
るよう、携帯しやすいパッケージに工夫してい
ます。「ビューティ スリーピング マスク」は、就
寝前に塗布すると、カプセル入りのジェルが一
晩中肌をラッピングするジェル状マスクです。
生活リズムの乱れによるお手入れ不足で起こ
クイック フィックス ミスト

ビューティ スリーピング マスク

るどんより肌を、たっぷり眠った朝のような、う
るおって輝く明るい肌へ導きます。
全 2 品目 2 品種

【商品一覧】
商品名

分類

容量

希望小売価格

資生堂 イブキ クイック フィックス ミスト

美容液

50mL

2,500 円（税込 2,700 円）

資生堂 イブキ ビューティ スリーピング マスク

美容液

80g

3,500 円（税込 3,780 円）

※お客 さまからのお問 い合わせは「資生 堂 インターナショナル お問 い合わせ先 フリーダイヤル0120-30-4710」でお受 けしています。

【商品概要】

※表示価格は希望小売価格です。
商品特長

商品名・容量・価格
資生堂 イブキ

日中のテカリや乾燥などの

クイック フィックス ミスト
＜美容液＞
50mL

肌コンディションがくずれた不快肌にひと吹き。
持ち歩きが可能で、使うたびにみずみずしくフレッシュな
肌にする、心地よいジェル状ミスト。

2,500 円（税込 2,700 円）

○肌にうるおいを補給して、角層を保護します。
－ファイトターゲット コンプレックス ※1 （保湿成分）配合
※1 トレハロース、セイヨウトチノキ種 子 エキス、セリン、グリセリン、 BG、
PEG-30 ダイズステロール、水 添 レシチン

○乾 燥 を防ぐと同 時にテカリのもととなる皮 脂 を吸 着すること
で、うるおいバランスを整え、フレッシュでスムーズな肌を持
続させます。
－マジョラムハーブ エキス ※2 （保湿成分）配合
使用 法
●ミストを顔から適度 に離 し、軽く目を閉
じて、ディスペンサー4～5 回 押しの量

※2 マヨラナ抽出 液 、グリセリン

－アンチ・シャイン成分 ※3（ 皮脂吸着成分）配合
※3

PEG/PPG-30/10 ジメチコン

を顔 全体 にスプレーします。
●スプレー後、気になる場合は軽 く手で
なじませます。

○ファンデーションのくずれやヨレを防 ぎ、メークしたての肌が
長続きします。
○ひんやりと心地よい感触が続きます。肌をひきしめ、べたつ
きのない肌に整えます。
○メーキャップの上からでも使えるので、いつでもどこでも、日
中の肌をリフレッシュできます。
○リラックス感のある香り。
○ノンコメドジェニックテスト済み。アレルギーテスト済み。
（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないと
いうわけではありません）
○携帯に便利な半円筒のパッケージ。 スマートフォンやタブレ
ットと一緒に持ちやすく、縦にも横に置ける形状です。

【商品概要】

※表示価格は希望小売価格です。

商品名・容量・価格
資生堂 イブキ
ビューティ スリーピング マスク
＜美容液＞

商品特長
忙しさや夜更かしによりお手入れ不足になりがちで、
うるおいと透明感を失った肌に。
眠る前にカプセル入りのジェルをたっぷりぬるだけで、
一晩中肌をラッピング。

80g

たっぷり眠った朝のような、

3,500 円（税込 3,780 円）

うるおって輝く、明るい肌へ導きます。
○肌にうるおいを補給して、角層を保護します。
－ファイトターゲット コンプレックス ※1（ 保湿成分）配合
※1 トレハロース、セイヨウトチノキ種 子 エキス、セリン、グリセリン、 BG、
PEG-30 ダイズステロール、水 添 レシチン

○みずみずしいジェルが肌 を一 晩 中 マスクし、美 容 成 分 を肌
使用 法
●就寝 前に、ジェルを手にとり、顔 全体
を包み込むようにやさしくなじませま
す。
●以下 のステップに従ってなじませること
で、より高 い満足 感が得られます。
・顔の中 心から外 側に向 けてゆっくり
と伸ばします。眼を閉じて香りをゆっ
くりと吸 い込 みながら手 を動 かしま
す〈イラスト 1〉。
・目頭から目 尻まで指を滑らせながら
眉の下 を指のはらでゆっくりと押 して
いきます〈イラスト 2〉。

に送り続けます。
○明るさを失いがちな肌にうるおいを与え、透明感のある肌へ
導きます。
－過酷な乾燥状態のサハラ砂漠で育つ、植物性の
プランクトン G エキス ※4 （保湿成分）配合
※4 プランクトンエキス、グリセリン

○睡眠中もリラックス感が続く、贅沢で心地よい香り。
○肌 に優 しい使 い心 地 で、すべての肌 タイプにご使 用 いただ
けます。
○ノンコメドジェニックテスト済み。アレルギーテスト済み。
（全てのかたにニキビができない、アレルギーが起きないと
いうわけではありません）

●ジェルは落 とさずそのままおやすみ
ください。

