2018-7
株式会社資生堂
資生堂ジャパン株式会社

まるでスキンケアのような軽い質感×大胆な発色の新「SHISEIDO メイクアップ」
2018 年 9 月 1 日（土）発売
～カラーアイテムから用具まで新しいラインナップ。メイクアップが生まれ変わる。～
資生堂は、世界 88 の国と地域で展開している「SHISEIDO」より、新メイクアップ【全 15 品目 124
品種・用具 6 種（各 1,000～4,800 円）】を、2018 年 9 月 1 日(土）から、世界各国で順次発売します。
国内では全国のデパートを中心とした約 320 店と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）。なお、伊勢丹新宿本店では 2018 年 8 月 15
日(水）、阪急うめだ本店では、2018 年 8 月 22 日（水）より先行発売します。
◆ 軽さ、クリアで大胆な発色、持続力を兼ね備えた新「SHISEIDO メイクアップ」。
◆ 日本品質ならではの、まるでスキンケアのような繊細で軽いテクスチャーが特長。「GELS」
「DEWS」「INKS」「POWDERS」の 4 つのテクスチャーによってアイテムをカテゴライズ。
◆ スリムなデザイン、漆のような赤のラインなど、「MODERN JAPAN」がテーマのパッケージ。

開発の背景
資 生 堂 は、現 在 、中 長 期 戦 略 VISION 2020 の一 環 である「センター・オブ・エクセレンス（ 以 下
COE）」構想の下、スキンケアは日本、メイクアップやデジタルは米州、フレグランスは欧州と、各カテ
ゴリーでグローバルに影響力を持つ最先端のエリアで戦略立案・商品開発などをリードし、世界に通
用する強いブランドを育成しています。
新「SHISEIDO メイクアップ」は、ニューヨークに拠点を置く「メイクアップ COE」による商品第一弾で
す。テーマは「VISIBLE FEELS INVISIBLE」。日本発 SHISEIDO ならではのまるでスキンケアのような
繊細で軽いテクスチャーと、ニューヨーク発ならではのクリアで大胆な発色を兼ね備え、なにもつけて
いないかのような軽いつけ心地で、美しい仕上がりが長時間続きます。従来のように、目もと・口もと
など使用部位ではなく、「GELS（ジェル）」「DEWS（デュウズ／しずく）」「INKS（インク）」「POWDERS（パ
ウダー）」の 4 つのテクスチャーによってアイテムをカテゴライズしているのも特長です。スリムなデザイ
ン、漆のような赤のラインなど、「MODERN JAPAN」をテーマにしたパッケージにもこだわっています。

※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0120-81-4710」でお受 けしています。

全 15 品目 124 品種用具 6 種

【商品一覧】
＜GELS（ジェル）＞
商品名
SHISEIDO
ヴィジョナリー ジェルリップスティック

分類
口紅

色数
全 28 色

容量
1.6g

希望小売価格
各 3,600 円
（税込 3,888 円）

口紅

全 10 色

2g

各 3,500 円
（税込 3,780 円）

リップグロス

1色

9mL

3,500 円
（税込 3,780 円）

分類
チークカラー
アイシャドウ
リップカラー

色数
全3色

容量
4.8g

希望小売価格
各 3,600 円
（税込 3,888 円）

分類
アイシャドウ
アイライナー
アイブロウ
リップグロス

色数
全 10 色

容量
0.8g

希望小売価格
各 2,200 円
（税込 2,376 円）

全 12 色

6mL

各 3,500 円
（税込 3,780 円）

SHISEIDO
マイクロライナーインク

アイライナー

全5色

0.08ｇ

各 3,500 円
（税抜 3,780 円）

SHISEIDO
アーチライナーインク

アイライナー

1色

0.4mL

3,500 円
（税込 3,780 円）

SHISEIDO
ブロウインクトリオ

アイブロウ

SHISEIDO
インペリアルラッシュ マスカラインク

マスカラ

1色

SHISEIDO
インペリアルラッシュ マスカラインク
ウォータープルーフ

マスカラ

1色

SHISEIDO
カラージェル リップバーム
SHISEIIDO
クリスタルジェルグロス

＜DEWS（デュウズ／しずく）＞
商品名
SHISEIDO
オーラデュウ プリズム

＜INKS（インク）＞
商品名
SHISEIDO
カジャルインクアーティスト
SHISEIDO
ラッカーインク リップシャイン

全4色

ペンシル
各 3,000 円
0.06g
（税込 3,240 円）
パウダー
0.25g
8.5g
3,800 円
（税込 4,104 円）
8.5g

3,800 円
（税込 4,104 円）

＜POWDERS（パウダー）＞
商品名

分類
チークカラー

色数
全8色

容量
5g

希望小売価格
各 4,000 円
（税込 4,320 円）

チークカラー

全8色

4g

各 4,000 円
（税込 4,320 円）

SHISEIDO
モダンマット パウダーリップスティック

口紅

全 24 色

4g

各 3,600 円
（税込 3,888 円）

SHISEIDO
エッセンシャリスト アイパレット

アイシャドウ

全8色

5.2g

各 4,000 円
（税込 4,320 円）

分類
化粧用具

品種数
1種

容量
―

希望小売価格
4,800 円
（税込 5,184 円）

化粧用具

1種

―

3,500 円
（税込 3,780 円）

化粧用具

1種

―

2,000 円
（税込 2,160 円）

化粧用具

1種

―

2,800 円
（税込 3,024 円）

化粧用具

1種

―

2,200 円
（税込 2,376 円）

化粧用具

1種

―

1,000 円
（税込 1,080 円）

SHISEIDO
ミニマリスト
ホイップパウダーブラッシュ
SHISEIDO
インナーグロウ チークパウダー

＜TOOLS（用具）＞
商品名
SHISEIDO
DAIYA FUDE
フェイスデュオ
SHISEIDO
MARU FUDE
マルチ フェイスブラシ
SHISEIDO
HASU FUDE
ファンデーションブラシ
SHISEIDO
NANAME FUDE
マルチ アイブラシ
SHISEIDO
YANE HAKE
プレシジョン アイブラシ
SHISEIDO
アイラッシュカーラー
※替えゴム（150 円（税込 162 円））
別売あり

【商品概要】
商品名・容量・価格

※表示価格は希望小売価格です。
商品特長

SHISEIDO
ヴィジョナリー
ジェルリップスティック
＜口紅＞

水が弾けるような軽い感触。
ほんのりつやのあるクリアな発色。
ひと塗りで美しさが続く。

全 28 色（店舗限定色 3 色）
1.6g
各 3,600 円（税込 3,888 円） ○軽く心地よく、均一に簡単に、唇を彩ります。
○ほんのりつやのあるセミ・サテンの仕上がりです。
○にじみに強いロングウェア処方。
○保湿効果を兼ね備えています。

※表示価格は希望小売価格です。

【商品概要】
商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO
カラージェル リップバーム
＜口紅＞
全 10 色 2g
各 3,500 円（税込 3,780 円）

独自の保湿処方で、
とろけるようなつけ心地とうるおい感を実現。
透明感と輝きのある発色。

○唇の上でとろけるような使い心地です。
○透明感と輝きのあるセミ・シアーな仕上がりです。
○トリートメント効果・保湿効果があります。

SHISEIIDO
クリスタルジェルグロス
＜リップグロス＞
1色

9mL

目を見張るような透明なつやを、唇に。
単品でも、メイクアップに重ねても。

3,500 円（税込 3,780 円）
○高い透明度とつやを保ちながら、フレキシブルで唇にぴったり
フィットします。
○唇あたりがやわらかく、なめらかなテクスチャーです。
○唇をよりふっくらと見せる効果があります。
○つけている間中心地よさが続きます。
○保湿効果を兼ね備えています。

※表示価格は希望小売価格です。

【商品概要】
商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO
オーラデュウ プリズム

肌、目もと、唇、どこにでも輝きのオーラを演出。

＜チークカラー・アイシャドウ

単品でも、メイクアップに重ねても。

・リップカラー＞
全3色

4.8g

各 3,600 円（税込 3,888 円）
○新感覚のテクスチャーが、簡単かつ均一に肌にとけこむように
なじみ、肌に輝きを与えます。
○輝くオーラのような輝きが、あらゆる肌色・肌質感にマッチ
します。
○ハイライトとして肌に、アイシャドウとして目もとに、トップコート
として唇に。思いのままに使えます。
○まるで光が踊るようなパールが、あらゆる角度から光を放ち
ます。
○何もつけていないかのように軽いつけ心地です。
○一日中輝きが持続するロングウェア処方。

指先 で適 量をとりま

ハイライトとして使 用 する場 合

す。

は、ほお骨の上にのせ、軽くた
たきこむよ うに してな じま せ ま
す。輝 きを足 したい場 合 は、さ
らに重ねます。

単 品 の アイ シャ ドウ として

口紅に重ねることで、仕上

使 用 する場 合 は、まぶた

がりのバリエーションが楽

全体になじませます。

しめます。

※表示価格は希望小売価格です。

【商品概要】
商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO
カジャルインクアーティスト
＜アイシャドウ・アイライナ

アイシャドウ、アイライナー、アイブロウとして自在に描け、
ぼかせる鮮やかな発色。

ー・アイブロウ＞
全 10 色 0.8g
各 2,200 円（税込 2,376 円）

○アイシャドウ、アイライナー、アイブロウとして使える
マルチペンシルです。
○鮮やかな発色が一日中続きます。
○クリーミーなテクスチャーで、肌にのばすとベルベットのような
なめらかな感触です。
○重ねても厚ぼったくならず、軽いつけ心地です。
○水、汗、よれ、くずれ、にじみに強いロングウェア処方。

SHISEIDO
ラッカーインク
リップシャイン

何もつけていないような軽いつけ心地。
色とつやが際立つ仕上がり。

＜リップグロス＞
全 12 色 6mL
各 3,500 円（税込 3,780 円）

○漆のような鮮やかな色とつやを与えます。
○べたつかず、軽いテクスチャーです。
○保湿効果を兼ね備えています。
○適 量 を抱 えこみ、唇 の形 にぴたりとフィットしながら塗 布 できる
チップです。

※表示価格は希望小売価格です。

【商品概要】
商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO
マイクロライナーインク

極細の軸先でなめらかに描け、どんな繊細なラインも可能。

＜アイライナー＞
全5色

リキッドのような濃厚発色。

0.08g

各 3,500 円（税込 3,780 円）
○ジェルベースの濃厚インクが、目もとにフレキシブルにのびて
フィットします。
○なめらかですべるような描き心地で、何もつけていないかの
ように軽い感触です。
○にじみやかすれのない、くっきりライン。
○リキッドアイライナーのような濃厚な発色です。
○水、汗、にじみに強いロングウェア処方。

SHISEIDO
アーチライナーインク
＜アイライナー＞
1 色 0.4mL

繊細に、大胆に。カーブしたブラシで自在に描け、
プロの仕上がりを実現。

3,500 円（税込 3,780 円）
○ほどよくコシのある極細の筆先が優れた操作性を実現します。
○インクのように濃密で、印象的な発色です。
○速乾性に優れています。
○水、汗、にじみに非常に強いロングウェア処方。

※表示価格は希望小売価格です。

【商品概要】
商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO
ブロウインクトリオ
描く、ぼかす、なじませる。

＜アイブロウ＞
全4色

ペンシルとパウダー2 つの質感と付属のブラシで、
自然な美しい眉に。

ペンシル 0.06g
パウダー0.25g
各 3,000 円（税込 3,240 円）

○眉の 1 本 1 本が自然に際立ち、肌になじみながら、美しく整え
られたバランスの良い眉に描けます。
○水、汗、にじみに強いロングウェア処方。

SHISEIDO
インペリアルラッシュ

より長く、豊かに、くっきりと。

マスカラインク

凛々しく印象的なまつ毛を演出。

＜マスカラ＞

つけたての仕上がりが一日中続く。

1 色 8.5g
3,800 円（税込 4,104 円）
SHISEIDO
インペリアルラッシュ

○1 本 1 本が濃く、くっきりと際立った印象的なまつ毛を演出
します。

マスカラインク
ウォータープルーフ
＜マスカラ＞

○肌あたりが優しいブラシと、軽くのびがいい質感で、驚くほどの
つけやすさ、重ねやすさを実現します。

1 色 8.5g
3,800 円（税込 4,104 円）

○深みのある黒発色。
○何もつけていないかのような軽いつけ心地です。

※表示価格は希望小売価格です。

【商品概要】
商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO
ミニマリスト
ホイップパウダーブラッシュ
＜チークカラー＞

ムースのようなテクスチャーが、肌の上でパウダーに変わる。
肌になじませやすい、ロングウェア処方。

全 8 色 5g
各 4,000 円（税込 4,320 円）
○何もつけていないかのように軽く、新感触のホイップ状ムースが
肌にとけこむようにのび、なじみます。
○自然な血色感が一日中続きます。
○肌が呼吸しているかのように肌の質感と一体化 します。
○肌の内面から自然にわきでるような血色感を与えます。
○ロングウェア処方。

SHISEIDO
インナーグロウ
チークパウダー

チークとして、ハイライトとして。肌に自然になじみ、

＜チークカラー＞

フレッシュに演出。

全 8 色 4g
各 4,000 円（税込 4,320 円）
○クリームのようなテクスチャーのパウダーが、セカンドスキンの
ように肌と一体化し、いきいきと立体的に演出します。
○粉っぽさのない美しい仕上がりが一日中持続します。
○チークとしてだけでなく、シェーディングやハイライトとしても
使えるカラーバリエーション。
○透明感のあるピュアな発色です。
○ロングウェア処方。

※表示価格は希望小売価格です。

【商品概要】
商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO
モダンマット
パウダーリップスティック

マットの概念を裏切る、心地よい使用感。
なめらかでリッチな発色。

＜口紅＞
全 24 色（店舗限定色 3 色）
4g

○独特のパウダークリーミーなテクスチャーが、唇の上でとろけて
マットに変わり、その仕上がりが一日中続きます。

各 3,600 円（税込 3,888 円）
○リッチな発色。
○唇にぴたっと均一にフィットする使用感 です。
○何もつけていないかのような軽い感触です。
○ロングウェア処方。

【商品概要】

※表示価格は希望小売価格です。

商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO
エッセンシャリスト
アイパレット
＜アイシャドウ＞

高発色パウダーがふわっと肌になじむ。
繊細パールからしっとりマットまで多彩な質感のアイパレット。

全 8 種 5.2g
各 4,000 円（税込 4,320 円）
○高発色、なのに何もつけていないかのように軽いつけ心地 。
○しっとりなめらかなパウダーが、うっとりするような使用性と
圧倒的な持続性を実現します。
○なじませやすく、肌と一体化するテクスチャーです。
○マットからパールリッチまで多彩な質感です。
○ロングウェア処方。

※表示価格は希望小売価格です。

【商品概要】
商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO
DAIYA FUDE
フェイスデュオ

まるで自分の手先のように使いこなせるツーウェイブラシ。

＜化粧用具＞

リキッド、クリーム、パウダータイプのフェイスメイクアップに、

1種

またクッションファンデーションに使用できる。

4,800 円（税込 5,184 円）

○多機能でカテゴリーを問わず、あらゆるテクスチャーに使用
できます。
○ブラシとジェルブレンダ―が一体となったベース用の用具です。
○熊野筆の技術を用いた筆職人による手作りです。
○肌触りにこだわった人工毛を使用しています。

SHISEIDO
MARU FUDE
マルチ フェイスブラシ
＜化粧用具＞

先のすぼんだフェイスブラシ。
やわらかい肌あたりでありながら、狙いどおりの仕上がりに。
リキッド、クリーム、パウダータイプの商品に使用できる。

1種
3,500 円（税込 3,780 円）
○チークやハイライター製品との組み合わせに最適です。
○熊野筆の技術を用いた筆職人による手作りです。
○肌触りにこだわった人工毛を使用しています。

※表示価格は希望小売価格です。

【商品概要】
商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO
HASU FUDE

斜めカットで細かな小回りもきく、

ファンデーションブラシ

多彩なファンデーションブラシ。

＜化粧用具＞

リキッド、クリーム、パウダー、クッションと、

1種

全てのファンデーションに使用でき、

2,000 円（税込 2,160 円）

パーフェクトな肌に仕上げる。

○自然な仕上がりからしっかりとした仕上がりまで自由自在
です。
○ミニマムなデザインで持ち運びにも最適です。
○熊野筆の技術を用いた筆職人による手作りです。
○肌触りにこだわった人工毛を使用しています。

SHISEIDO
NANAME FUDE
マルチ アイブラシ
＜化粧用具＞
1種
2,800 円（税込 3,024 円）

目もとにしっかりとフィットする、丸みをもった
斜め形状のアイカラーブラシ。
クリーム、パウダー、ジェルタイプのアイカラーを美しくなじませ、
目もとを立体的に。

○多機能であらゆるテクスチャーにも使用できます。
○熊野筆の技術を用いた筆職人による手作りです。
○肌触りにこだわった人工毛を使用しています。

※表示価格は希望小売価格です。

【商品概要】
商品名・容量・価格

商品特長

SHISEIDO
YANE HAKE
プレシジョン アイブラシ
＜化粧用具＞
1種
2,200 円（税込 2,376 円）

先端が屋根のようにとがった平筆型状の、
眉にも使えるアイブラシ。
細かい操作性に優れ、鮮明な表現も可能。
クリーム、パウダー、ジェルタイプの商品に使用できる。

○多機能であらゆるテクスチャーにも使用できます。
○適度なコシとしなやかさで狙った箇所をしっかりととらえ、
はっきりとした線からぼかした線まで自由自在。
○熊野筆の技術を用いた筆職人による手作りです。
○肌触りにこだわった人工毛を使用しています。

SHISEIDO
アイラッシュカーラー

どんなまつ毛も一気にグラマラスカールするアイラッシュカーラー。

＜化粧用具＞

替えゴム 1 個付き。

1種
1,000 円（税込 1,080 円）
○替えゴム 1 個付き。
●ご使用後はティッシュペーパーや乾いた布でよごれを
ふきとってください。

※ 替 え ゴ ム （ 150 円 （ 税 込
162 円））別売あり

■SHISEIDO ブランドサイト http://www.shiseido.co.jp/gb/

