
 
 

 
増える肌悩みを‘まるごとケア’ 

「アクアレーベル」の高機能化粧水・乳液が進化して登場 
～2019年 8月 21日（水）発売～ 

 

資生堂は、オールインワン売上 No.1※1のスキンケアブランド「アクアレーベル」より、進化した高機能化粧水

「アクアレーベル ホワイトケア ローション Ｍ」（医薬部外品）<販売名:アクアレーベル 化粧水 Ｗ (Ｒ）>他、化

粧水、乳液、クリームの新製品【全 21品目 21品種 ノープリントプライス】を 2019年 8月 21日（水）より発売し

ます。 
 

◆化粧水・乳液・クリームを使ったいつものお手入れで、「シミ予防・ハリ・乾燥」の肌悩みをまるごとケアできる

新製品を発売。 

◆女性の 3大肌悩み「シミ予防・ハリ・乾燥」に加え、気になる肌悩みにあわせて選べる 3つのラインナップ 

（美白ケア/エイジングケア/保湿・肌あれケア）を展開。 

◆資生堂独自の分析技術から発見された希少な成分である D-アミノ酸（D-グルタミン酸）を含む、ハリと透明

感のための美肌必須成分「チャージアミノ酸ＷＨ※2」と美白有効成分・肌あれ防止有効成分 m-トラネキサム

酸※3を化粧水・乳液・クリームの全品に配合。うるおって、クリアで弾む肌に導きます。 

◆化粧水、乳液の詰め替え用を新たに発売。 

＊美白とはメラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます。エイジングケアとは、年齢に応じたうるおいケアのことです。 

※1 インテージ SRI セルフオールインワンスキンケア市場 (洗顔・メイク落とし除く) 2013年 5月～2019年 4月推計販売規模(金額) 

ブランドランキング  

※2 （うるおい保持成分） D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン  ※3 トラネキサム酸 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ 

 

発売背景と商品特長 

「アクアレーベル」は、女性の肌悩みの上位に「シミ・ハリのなさ・乾燥」があげられていること、そして年齢とと

もに肌悩みが増えて複合化することに着目。一方、使用するスキンケアアイテムは増えていないことを捉えまし

た。そこで、年齢とともに増える肌悩みを、いつものお手入れでまるごとケアできる高機能化粧水・乳液・クリー

ムを発売します。 

3つのラインナップ（美白ケア／エイジングケア／保湿・肌あれケア）の化粧水・乳液・クリームのどれでも「シ

ミ予防・ハリ・乾燥」に対応し、さらに気になる悩みから選ぶことができます。「シミ予防・ハリ・乾燥」に加え、肌

の透明感が気になる方に向けた美白ケア、乾燥小じわが気になる方に向けたエイジングケア、うるおい不足や

肌あれが気になる方に向けた保湿・肌あれケアを展開します。化粧水は、使い心地の好みによって選べる 2 タ

イプ（みずみずしいしっとりタイプ／コクがあるしっとりタイプ）を配置します。美白ケア・エイジングケアはほんの

りフレッシュなローズの香り、保湿・肌あれケアは無香料です。また、パッケージを外装・本体共に高機能感と上

質感を表現した新デザインに刷新します。 

 

プロモーションと販売展開 

ＣＭモデルは、引き続き「杏（あん）」さんを起用し、2019年 8月下旬よりプロモーションを展開します。販売チ

ャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店です。あわせて、資生堂の総合美容サイト「ワタシプラス」他、EC

サイトでも販売します。 
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※お客さまからのお問い合わせは「資生堂お客さま窓口 フリーダイヤル 0120-81-4710」でお受けしています。 



【商品一覧】                                                 全 21品目 21品種 

商品名 分類 容量 品種 価格 

アクアレーベル ホワイトケア ローション Ｍ 

（医薬部外品）販売名：アクアレーベル 化粧水 Ｗ (Ｒ） 
薬用 化粧水 200mL 1種 

ノープリント 

プライス 

アクアレーベル ホワイトケア ローション Ｍ 

詰め替え用（医薬部外品）販売名：アクアレーベル 化粧水 Ｗ （Ｒ） 
薬用 化粧水 180mL 1種 

アクアレーベル ホワイトケア ローション ＲＭ 

（医薬部外品）販売名：アクアレーベル 化粧水 Ｗ (ＲＲ） 
薬用 化粧水 200mL 1種 

アクアレーベル ホワイトケア ローション ＲＭ 

詰め替え用（医薬部外品）販売名：アクアレーベル 化粧水 Ｗ （ＲＲ） 
薬用 化粧水 180mL 1種 

アクアレーベル ホワイトケア ミルク 

（医薬部外品）販売名：アクアレーベル 乳液 Ｗ 
薬用 乳液 130mL 1種 

アクアレーベル ホワイトケア ミルク 

詰め替え用（医薬部外品）販売名：アクアレーベル 乳液 Ｗ 
薬用 乳液 117mL 1種 

アクアレーベル ホワイトケア クリーム 

（医薬部外品）販売名：アクアレーベル クリーム Ｗ 

薬用 

クリーム 
50g 1種 

アクアレーベル バウンシングケア ローション Ｍ 

（医薬部外品）販売名：アクアレーベル 化粧水 Ａ (Ｒ） 
薬用 化粧水 200mL 1種 

アクアレーベル バウンシングケア ローション Ｍ 

詰め替え用（医薬部外品）販売名：アクアレーベル 化粧水 Ａ (Ｒ） 
薬用 化粧水 180mL 1種 

アクアレーベル バウンシングケア ローション ＲＭ 

（医薬部外品）販売名：アクアレーベル 化粧水 Ａ (ＲＲ） 
薬用 化粧水 200mL 1種 

アクアレーベル バウンシングケア ローション ＲＭ 

詰め替え用（医薬部外品）販売名：アクアレーベル 化粧水 Ａ (ＲＲ） 
薬用 化粧水 180mL 1種 

アクアレーベル バウンシングケア ミルク 

（医薬部外品）販売名：アクアレーベル 乳液 Ａ 
薬用 乳液 130mL 1種 

アクアレーベル バウンシングケア ミルク 

詰め替え用（医薬部外品）販売名：アクアレーベル 乳液 Ａ 
薬用 乳液 117mL 1種 

アクアレーベル バウンシングケア クリーム 

（医薬部外品）販売名：アクアレーベル クリーム Ａ 

薬用 

クリーム 
50g 1種 

アクアレーベル バランスケア ローション Ｍ 

（医薬部外品）販売名：アクアレーベル 化粧水 Ｍ (Ｒ) 
薬用 化粧水 200mL 1種 

アクアレーベル バランスケア ローション Ｍ 

詰め替え用（医薬部外品）販売名：アクアレーベル 化粧水 Ｍ (Ｒ) 
薬用 化粧水 180mL 1種 

アクアレーベル バランスケア ローション ＲＭ 

（医薬部外品）販売名：アクアレーベル 化粧水 Ｍ (ＲＲ) 
薬用 化粧水 200mL 1種 

アクアレーベル バランスケア ローション ＲＭ 

詰め替え用（医薬部外品）販売名：アクアレーベル 化粧水 Ｍ (ＲＲ) 
薬用 化粧水 180mL 1種 

アクアレーベル バランスケア ミルク 

（医薬部外品）販売名：アクアレーベル 乳液 Ｍ 
薬用 乳液 130mL 1種 

アクアレーベル バランスケア ミルク 

詰め替え用（医薬部外品）販売名：アクアレーベル 乳液 Ｍ 
薬用 乳液 117mL 1種 

アクアレーベル バランスケア クリーム 

（医薬部外品）販売名：アクアレーベル クリーム Ｍ 

薬用 

クリーム 
50g 1種 

 



【商品概要】                                      ※価格はノープリントプライスです。 

商品名・容量・価格 商品特長 

アクアレーベル 

ホワイトケア ローション Ｍ・ＲＭ 

販売名 

アクアレーベル 化粧水 Ｗ （Ｒ） 

アクアレーベル 化粧水 Ｗ （ＲＲ） 

（医薬部外品） 薬用 化粧水 

本体 200mL 2種 

詰め替え用 180mL 2種 

Ｍ：モイスト 

みずみずしいしっとりタイプ 

ＲＭ： リッチモイスト 

コクがあるしっとりタイプ 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

○ハリと透明感のための美肌必須成分チャージアミノ酸ＷＨ※2配合 

※2 （うるおい保持成分） D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン 

○美白有効成分・肌あれ防止有効成分 m-トラネキサム酸※3配合 

※3 トラネキサム酸 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ 

○パールシェルエキス配合（保湿）加水分解コンキオリン液、グリセリン 

○Ｗヒアルロン酸配合（保湿）アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ 

〇コラーゲンＧＬ配合（保湿）水溶性コラーゲン、グリセリン 

○ほんのりフレッシュなローズの香り 

○アレルギーテスト済み（全てのかたにアレルギーが起きないというわけでは 

ありません。） 

 

 

使用法 

●洗顔の後、手のひらに 500円硬貨大をとり、顔全体になじませます。 

 

アクアレーベル 

ホワイトケア ミルク 

販売名 アクアレーベル 乳液 Ｗ 

（医薬部外品） 

薬用 乳液 

本体 130mL 1種 

詰め替え用 117mL 1種 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ハリと透明感のための美肌必須成分チャージアミノ酸ＷＨ※2配合 

※2 （うるおい保持成分） D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン 

○美白有効成分・肌あれ防止有効成分 m-トラネキサム酸※3配合 

※3 トラネキサム酸 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ 

○パールシェルエキス配合（保湿）加水分解コンキオリン液、グリセリン 

○Ｗヒアルロン酸配合（保湿）アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ 

〇コラーゲンＧＬ配合（保湿）水溶性コラーゲン、グリセリン 

○ほんのりフレッシュなローズの香り 

○アレルギーテスト済み（全てのかたにアレルギーが起きないというわけでは 

ありません。） 

 

使用法 

●化粧水の後、手のひらに 10円硬貨大をとり、顔全体になじませます。 

 

 

 

 

 

 

 

まるごと！美白ケア 

シミ・ソバカスを防いで美白ケア 増える肌悩みをまるごとケアして 

うるおって透明感のあるクリアで弾む肌へ。 

角層までぐんぐん浸透する薬用美白化粧水 

まるごと！美白ケア 

シミ・ソバカスを防いで美白ケア 増える肌悩みをまるごとケアして 

うるおって透明感のあるクリアで弾む肌へ。 

角層をうるおいで密封する薬用美白乳液 

  

  

 

 



【商品概要】                                      ※価格はノープリントプライスです。 

商品名・容量・価格 商品特長 

アクアレーベル 

ホワイトケア クリーム 

販売名 アクアレーベル クリーム Ｗ 

（医薬部外品） 

薬用 クリーム 

50g 

1種 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ハリと透明感のための美肌必須成分チャージアミノ酸ＷＨ※2配合 

※2 （うるおい保持成分） D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン 

○美白有効成分・肌あれ防止有効成分 m-トラネキサム酸※3配合 

※3 トラネキサム酸 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ 

○パールシェルエキス配合（保湿）加水分解コンキオリン液、グリセリン 

○Ｗヒアルロン酸配合（保湿）アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ 

〇コラーゲンＧＬ配合（保湿）水溶性コラーゲン、グリセリン 

○ほんのりフレッシュなローズの香り 

○アレルギーテスト済み（全てのかたにアレルギーが起きないというわけでは 

ありません。） 

 

使用法 

●化粧水の後、指先にパール粒 2 コ分をとり、顔全体になじませま

す。 

アクアレーベル 

バウンシングケア ローション Ｍ・ＲＭ 

販売名 

アクアレーベル 化粧水 Ａ (Ｒ） 

アクアレーベル 化粧水 Ａ (ＲＲ） 

（医薬部外品） 

薬用 化粧水 

本体 200mL 2種 

詰め替え用 180mL 2種 

Ｍ：モイスト 

みずみずしいしっとりタイプ 

ＲＭ： リッチモイスト 

コクがあるしっとりタイプ 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

 

○ハリと透明感のための美肌必須成分チャージアミノ酸ＷＨ※2配合 

※2 （うるおい保持成分） D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン 

○美白有効成分・肌あれ防止有効成分 m-トラネキサム酸※3配合 

※3 トラネキサム酸 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ 

〇パルミチン酸レチノール（保湿・肌なめらか成分） 

〇ローヤルゼリー発酵エキスＧＬ（保湿）ローヤルゼリー発酵液、グリセリン 

○Ｗヒアルロン酸配合（保湿）アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ 

〇コラーゲンＧＬ配合（保湿）水溶性コラーゲン、グリセリン 

○ほんのりフレッシュなローズの香り 

○アレルギーテスト済み（全てのかたにアレルギーが起きないというわけでは 

ありません。） 

 

使用法 

●洗顔の後、手のひらに 500円硬貨大をとり、顔全体になじませま

す。 

 

 

 

 

 

 

まるごと！美白ケア 

シミ・ソバカスを防いで美白ケア 増える肌悩みをまるごとケアして 

うるおって透明感のあるクリアで弾む肌へ。 

角層をしっかりとうるおいで密封する薬用美白クリーム 

まるごと！エイジングケア 

年齢を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア 

増える肌悩みをまるごとケアしてクリアで弾む肌へ。 

乾燥小じわを目立たなくします。（＊効能評価試験済み） 

角層までぐんぐん浸透する薬用ハリつや化粧水 

 

  

 

 



 

 

【商品概要】                                      ※価格はノープリントプライスです。 

商品名・容量・価格 商品特長 

アクアレーベル 

バウンシングケア ミルク 

販売名 アクアレーベル 乳液 Ａ 

（医薬部外品） 

薬用 乳液 

本体 130mL 1種 

詰め替え用 117mL 1種 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

 

○ハリと透明感のための美肌必須成分チャージアミノ酸ＷＨ※2配合 

※2 （うるおい保持成分） D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン 

○美白有効成分・肌あれ防止有効成分 m-トラネキサム酸※3配合 

※3 トラネキサム酸 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ 

〇パルミチン酸レチノール（保湿・肌なめらか成分） 

〇ローヤルゼリー発酵エキスＧＬ（保湿）ローヤルゼリー発酵液、グリセリン 

○Ｗヒアルロン酸配合（保湿）アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ 

〇コラーゲンＧＬ配合（保湿）水溶性コラーゲン、グリセリン 

○ほんのりフレッシュなローズの香り 

○アレルギーテスト済み（全てのかたにアレルギーが起きないというわけでは 

ありません。） 

 

使用法 

●化粧水の後、手のひらに 10円硬貨大をとり、顔全体になじませま

す。 

アクアレーベル 

バウンシングケア クリーム 

販売名 アクアレーベル クリーム Ａ 

（医薬部外品） 

薬用 クリーム 

50g 

1種 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ハリと透明感のための美肌必須成分チャージアミノ酸ＷＨ※2配合 

※2 （うるおい保持成分） D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン 

○美白有効成分・肌あれ防止有効成分 m-トラネキサム酸※3配合 

※3 トラネキサム酸 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ 

〇パルミチン酸レチノール配合（保湿・肌なめらか成分） 

〇ローヤルゼリー発酵エキスＧＬ配合 

（保湿）ローヤルゼリー発酵液、グリセリン 

○Ｗヒアルロン酸配合（保湿）アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ 

〇コラーゲンＧＬ配合（保湿）水溶性コラーゲン、グリセリン 

○ほんのりフレッシュなローズの香り 

○アレルギーテスト済み（全てのかたにアレルギーが起きないというわけでは 

ありません。） 

 

使用法 

●化粧水の後、指先にパール粒 2 コ分をとり、顔全体になじませま

す。 

 

 

 

 

まるごと！エイジングケア 

年齢を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア 

増える肌悩みをまるごとケアしてクリアで弾む肌へ。 

乾燥小じわを目立たなくします。（＊効能評価試験済み） 

角層をしっかりうるおいで密封する薬用ハリつやクリーム 

まるごと！エイジングケア 

年齢を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア 

増える肌悩みをまるごとケアしてクリアで弾む肌へ。 

乾燥小じわを目立たなくします。（＊効能評価試験済み） 

角層をうるおいで密封する薬用ハリつや乳液 

  

 

 

 



【商品概要】                                      ※価格はノープリントプライスです。 

商品名・容量・価格 商品特長 

アクアレーベル 

バランスケア ローション Ｍ・ＲＭ 

販売名 

アクアレーベル 化粧水 Ｍ (Ｒ) 

アクアレーベル 化粧水 Ｍ (ＲＲ) 

（医薬部外品） 

薬用 化粧水 

本体 200mL 2種 

詰め替え用 180mL 2種 

Ｍ：モイスト 

みずみずしいしっとりタイプ 

ＲＭ： リッチモイスト 

コクがあるしっとりタイプ 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

 

○ハリと透明感のための美肌必須成分チャージアミノ酸ＷＨ※2配合 

※2 （うるおい保持成分） D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン 

○美白有効成分・肌あれ防止有効成分 m-トラネキサム酸※3配合 

※3 トラネキサム酸 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ 

○肌あれ防止有効成分グリチルリチン酸ジカリウム（甘草由来） 

○キメ整え成分ラズベリーエキス（キイチゴ抽出液） 

○キメ保湿成分グリシルグリシンＧＬ（保湿）グリシルグリシン、グリセリン 

○Ｗヒアルロン酸配合（保湿）アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ 

〇コラーゲンＧＬ配合（保湿）水溶性コラーゲン、グリセリン 

○無香料 

○アレルギーテスト済み（全てのかたにアレルギーが起きないというわけではあり

ません。） 

 

使用法 

●洗顔の後、手のひらに 500円硬貨大をとり、顔全体になじませま

す。 

アクアレーベル 

バランスケア ミルク 

販売名 アクアレーベル 乳液 Ｍ 

（医薬部外品） 

薬用 乳液 

本体 130mL 1種 

詰め替え用 117mL 1種 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ハリと透明感のための美肌必須成分チャージアミノ酸ＷＨ※2配合 

※2 （うるおい保持成分） D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン 

○美白有効成分・肌あれ防止有効成分 m-トラネキサム酸※3配合 

※3 トラネキサム酸 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ 

○肌あれ防止有効成分グリチルリチン酸ジカリウム（甘草由来） 

○キメ整え成分ラズベリーエキス（キイチゴ抽出液） 

○キメ保湿成分グリシルグリシンＧＬ（保湿）グリシルグリシン、グリセリン 

○Ｗヒアルロン酸配合（保湿）アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ 

〇コラーゲンＧＬ配合（保湿）水溶性コラーゲン、グリセリン 

○無香料 

○アレルギーテスト済み（全てのかたにアレルギーが起きないというわけでは 

ありません。） 

 

使用法 

●化粧水の後、手のひらに 10円硬貨大をとり、顔全体になじませま

す。 

 

 

まるごと！保湿・肌あれケア 

やさしい感触でうるおいを与えながら肌あれケア 

増える肌悩みをまるごとケアして 

うるおいに満ちたクリアで弾む肌へ。 

角層をうるおいで密封する薬用保湿乳液 

まるごと！保湿・肌あれケア 

やさしい感触でうるおいを与えながら肌あれケア 

増える肌悩みをまるごとケアして 

うるおいに満ちたクリアで弾む肌へ。 

角層までぐんぐん浸透する薬用保湿化粧水 

  

 
 

 

 



【商品概要】                                      ※価格はノープリントプライスです。 

商品名・容量・価格 商品特長 

アクアレーベル 

バランスケア クリーム 

販売名 アクアレーベル クリーム Ｍ 

（医薬部外品） 

薬用 クリーム 

50g 

1種 

ノープリントプライス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ハリと透明感のための美肌必須成分チャージアミノ酸ＷＨ※2配合 

※2 （うるおい保持成分） D-グルタミン酸、DL-アラニン、DL-メチオニン 

○美白有効成分・肌あれ防止有効成分 m-トラネキサム酸※3配合 

※3 トラネキサム酸 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ 

○肌あれ防止有効成分グリチルリチン酸ジカリウム（甘草由来） 

○キメ整え成分ラズベリーエキス（キイチゴ抽出液） 

○キメ保湿成分グリシルグリシンＧＬ（保湿）グリシルグリシン、グリセリン 

○Ｗヒアルロン酸配合（保湿）アセチルヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｎａ 

〇コラーゲンＧＬ配合（保湿）水溶性コラーゲン、グリセリン 

○無香料 

○アレルギーテスト済み（全てのかたにアレルギーが起きないというわけでは 

ありません。） 

 

使用法 

●化粧水の後、指先にパール粒 2 コ分をとり、顔全体になじませま

す。 

 

■アクアレーベル ブランドサイト https://www.shiseido.co.jp/aqua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まるごと！保湿・肌あれケア 

やさしい感触でうるおいを与えながら肌あれケア 

増える肌悩みをまるごとケアして 

うるおいに満ちたクリアで弾む肌へ。 

角層をしっかりうるおいで密封する薬用保湿クリーム 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.shiseido.co.jp/aqua/

