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調査概要 
 

 

 

 

 ●2016 年～2020 年に至る、女性の美容ﾆｰｽﾞ変遷の確認、オーソライズ化。 

 ●アイテムや剤型の隆盛、それを支えた女性のニーズ(求めた美)の変遷を追跡することで「これから」の方向性仮説に役立てる。 

 

 

 

 ・コスメ各社パンフレットを集積した当社コスメデータベースを活用し、コスメニーズ、トレンド変遷データとして資料化。 
 

 

 

  (各社パンフ、印刷物、他) 

 

 

 

 

 

 

 前回調査とクロスする時期である 2016 年春夏より１年を春夏と秋冬に分け、2020 年秋冬の動向までを資料化。 

 

 

 

 

 

 

ｽｷﾝｹｱ 

 

 

洗う・落とす 

 

成分・剤型 機能・効果 

整える・与える 
機能・効果 

皮膚科学 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 
開発技術 

（下地・補正） 

ﾍﾞｰｽﾒｲｸ ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾜｰﾄﾞ 

ｽｷﾝｹｱ機能 

(美容効果) 

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ効果 

(肌のﾆｭｱﾝｽ) ﾒｲｸ 全体､ﾌｪｲｽﾒｲｸ 

 

ｱｲﾒｲｸ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾜｰﾄﾞ 
ｺｽﾒの 

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ機能 

ｺｽﾒによる 

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ効果 
ﾘｯﾌﾟﾒｲｸ 

ﾈｲﾙ 

ﾍｱｹｱ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾜｰﾄﾞ ﾍｱｹｱ機能 ﾍｱﾒｲｸ効果 

その他(ﾁｰｸ､ﾎﾞﾃﾞｨ､ｸﾞｯｽﾞなど) ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾜｰﾄﾞ 機能・効果 ﾒｲｸ効果 
 
 

１ 調査目的 

２ 活動手法 

当社データベース プランナーによるデスクリサーチ･分析 コスメニーズ･トレンド変遷資料化 

資料化に当っては、既存の'01 年版のスタイル・要素との整合性に考慮 

３ 調査対象 

４ 調査内容 

コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状 

時 期 

 

 

2016 年 

春夏 

 

 

 

 

 

2020 年 

秋冬 

分   野  整理・分析項目  トピックス 

 

 

女性の意識 

ニーズ 

 

 

メーカー動向 
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スキンケア(洗う・落とす) 

 

 成分・剤型 機能・効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・海のﾐﾈﾗﾙが凝縮したねっとり泡のうるおい海泥ｿｰﾌﾟ(ｱﾙｼﾞﾀﾙ ｳﾞｪｼﾞﾀﾙｿｰﾌﾟ) 

・馬油を主原料に長期間熟成させた透明枠練り石鹸(肌美和 ﾏｰﾕｿｰﾌﾟ) 

・泡立たないｼﾞｪﾙで洗うﾊﾟｳﾀﾞｰ洗顔料(ﾅﾝﾅ ﾊﾟｳﾀﾞｰｳｫｯｼｭ) 

・化粧のりに差がつく、炭酸泡洗顔(ﾗﾌﾗ ﾏｼｭﾏﾛｵﾚﾝｼﾞ) 

・毛穴までつるっと洗いあがってしっとりうるおう新感覚(ﾅﾝﾅ ﾊﾟｳﾀﾞｰｳｫｯｼｭ) 

・年齢肌のことを考えたｵｰﾙｲﾝﾜﾝ洗顔(新日本製薬 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾜﾝ) 

 

 

 
 

スキンケア(整える・与える) 

 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・受けてしまったﾀﾞﾒｰｼﾞにいつでも肌本来の美しさを(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞ

ｰ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾅｲﾄﾘﾍﾟｱ) 

・肌の質感を、一瞬で高める(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾘﾎﾟｿｰﾑﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾘｷｯﾄﾞ) 

・朝は日中環境から守る肌作り、夜は美肌ﾊﾞﾘｱ機能を整えてはぐ

くむ肌作り（資生堂 ｄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 

・ｾﾗﾐﾄﾞｹｱで外部刺激で肌荒れしにくい「潤い高密度肌」に導く

(花王 ｷｭﾚﾙ) 

・攻めと守りの W美容液で、均一美肌(ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞ

ﾗｲﾄｾﾗﾑ) 

・美肌に、毎日近づいていく(ﾛｸｼﾀﾝ ﾃﾞｨｳﾞｧｲﾝｲﾝﾃﾝｼｳﾞｽｷﾝｹｱﾌﾟﾛ

ｸﾞﾗﾑ) 

・肌を心地よくほぐし、美しく引き締まった顔立ちへ（ｼｬﾈﾙ ｱｸ

ｾｿﾜｰﾙﾄﾞｩﾏｯｻｰｼﾞｭ） 

・心地よさにやさしくほぐされ、引き締まった肌へ導く(ｼｬﾈﾙ 

LEL ﾏｽｸﾄﾞｩﾏｯｻｰｼﾞｭ) 

・潤いが進化した、新しい〝水力発光″保湿(ｼﾞﾊﾞﾝｼｨ ｲﾄﾞﾗｽﾊﾟ

ｰｸﾘﾝｸﾞ) 

・ふっくら肌を満たすｺｸのある保湿感。紫外線による乾燥にも負

けない、潤い弾む肌へ導く(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｱﾝﾌｨﾈｽﾎﾜｲﾄﾒﾗﾉﾚｼﾞｽﾀﾝｽ) 

・こだわりの保湿成分を、高浸透技術で肌の奥まで届ける(花王 

ｴｽﾄｲﾝﾅｰｱｸﾃｨﾍﾞｰﾄｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ) ・高保湿ｹｱによる、贅沢

な潤いで、新次元のなめらかさと透明感を、長時間ｷｰﾌﾟ(ﾏｯｸｽ

ﾌｧｸﾀｰ SK-ⅡLXP ｱﾙﾃｨﾒｲﾄﾊﾟｰﾌｪｸﾃｨﾝｸﾞｾﾗﾑ) 

・生命感ある潤いに満ちた肌へ（ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ﾊｲﾄﾞﾛｼﾞｰﾆｱｽ） 

・肌のﾊﾘと輝きをうばうﾀﾞﾒｰｼﾞｺﾗｰｹﾞﾝに着目(ﾌｼﾞﾌｨﾙﾑ ｱｽﾀﾘﾌﾄﾓ

ｲｽﾄﾛｰｼｮﾝ) 

・ｾﾗﾐﾄﾞは、角層内に規則正しく並び、水分を抱え込むことで肌

本来の潤いを保ち，守る｡ｾﾗﾐﾄﾞの不足を補うことが、うるおい

のｶｷﾞ(ﾌｼﾞﾌｨﾙﾑ ｱｽﾀﾘﾌﾄｼﾞｪﾘｰｱｸｱﾘｽﾀ) 

・〝土台〟から変えるﾋﾞｭｰﾃｨﾊﾟﾜｰｾｵﾘｰという美容理論(花王 ｴｽ

ﾄ) 

・年齢肌とｺﾗｰｹﾞﾝの関係に着目している(新日本製薬 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾜ

ﾝ) 

・肌本来の働きにｱﾌﾟﾛｰﾁして、透明感あふれる素肌へ(ﾏｯｸｽﾌｧｸﾀ

ｰ SK-ⅡLXP ｱﾙﾃｨﾒｲﾄﾊﾟｰﾌｪｸﾃｨﾝｸﾞｴｯｾﾝｽ) 
 

・蘭の生命力がみちびく、美しさへの息吹（ｹﾞﾗﾝ ｵｰｷﾃﾞｱﾝﾍﾟﾘｱ

ﾙ） 

・ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸が肌荒れを整え、H-ｽﾀﾋﾞﾗｲｼﾞﾝｸﾞ A が美肌ﾊﾞﾘｱ機能を

整える（資生堂 ｄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 

・界面活性剤を一切使わず精油をﾌﾞﾚﾝﾄﾞしている(ｱﾙｼﾞﾀﾙ ﾙｼﾞｱ

ﾀﾞﾛｰｼｮﾝ) 

・自然界のﾊﾟﾜｰある植物の恵みを丸ごとそのまま抽出、製品化

し、濃厚な栄養素をたっぷりと肌の奥に届ける（MiMC  ﾋﾞｭｰ

ﾃｨﾋﾞｵﾌｧｲﾀｰ） 

・独自の成分 SK-Ⅱﾋﾟﾃﾗを限界まで濃縮した「超濃縮ﾋﾟﾃﾗ」を配

合（ﾏｯｸｽﾌｧｸﾀｰ SK-ⅡLXP） 

・希少なﾚｯﾄﾞｱﾙｹﾞから誕生したｻﾞｼﾞｪﾈｻﾝｽﾌｧｰﾒﾝﾄ(保湿成分)配合

(ｼﾞｪﾈｻﾝｽﾄﾞｩﾗﾒｰﾙ  ｻﾞｾﾗﾑｴｯｾﾝｽ) 

・独自抽出した国産 SP 豚のﾌﾟﾗｾﾝﾀｴｷｽに保湿成分として天然ｾﾗﾐ

ﾄﾞを配合した（ﾌﾟﾗｾﾝﾀ VP ﾓｲｽﾄ美容液） 

・米醗酵技術から生まれた高保湿の自然派化粧品（福光屋 ｱﾐﾉ

ﾗｲｽ） 

・ｴｽﾄ独自の複合保湿成分｢ｻｰｷｭﾚｰﾄ EG｣を配合(花王 ｴｽﾄｲﾝﾅｰｱｸﾃ

ｨﾍﾞｰﾄｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ) 

・海藻などからなる独自の保湿成分ﾐﾗｸﾙﾌﾞﾛｽが乾燥などの外的

刺激から守る(ﾄﾞｩﾗﾒｰﾙ ﾌﾞﾘﾘｱﾝｽﾎﾜｲﾄｺﾚｸｼｮﾝ) 

・ｽｷﾝﾄｰﾝを整え、乾燥などの肌ﾄﾗﾌﾞﾙから守る玉露ｴｷｽ配合（ｸﾘﾆ

ｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｲﾄｾﾗﾑ) 

 
 

 

２０１６/春夏 ① 
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スキンケア(整える・与える) 

 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・肌にみなぎる濃密なうるおい(ﾄﾜﾆｰ ｾﾝﾁｭﾘｰ ｻﾞ・ﾛｰｼｮﾝ) 

・潤いを抱え、貯水する(ｿﾌｨｰﾅ 高保湿化粧水) 

・深く潤い、しなやかに弾む美しい肌へ(ｼｬﾈﾙ LEL ﾛｰｼｮﾝ) 

・濃密な潤いで満たし、日々のﾀﾞﾒｰｼﾞに惑わされないしなやかで

強く美しい肌にする(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ ﾏｲｸﾛｴｯｾﾝｽﾛｰｼｮﾝ) 

・満ちてくるﾊﾘ、潤い。未来のﾀﾞﾒｰｼﾞに立ち向かう(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ ｼ

ｭｰﾌﾟﾘｰﾑﾌﾟﾗｽﾄｰﾀﾙｸﾘｰﾑ) 

・潤って透明感が際立つなめらか肌に導く（ﾄﾜﾆｰ WT ｸﾘｱαｾﾗﾑ） 

・肌を潤し、ｷﾒを整える(ﾅｲｱｰﾄﾞ 朝摘みばら水) 

・潤いで明るさに満ちた端正な肌へ導く(ｲﾝﾌﾟﾚｽ IC ﾎﾜｲﾄﾘﾀｰﾅｼﾞ

ｰ N)  

・乾燥肌、荒れた肌に湧き上がるような潤いと、内側から弾むよ

うなﾊﾘをもたらす(ﾗｲｽﾊﾟﾜｰ ﾗｲｰｽﾘﾍﾟｱｺﾝｾﾝﾄﾚｰｼｮﾝ D) 

・新しいｺﾗｰｹﾞﾝｹｱで深く潤い、弾むようなﾊﾘ肌へ導く(ﾌｼﾞﾌｨﾙﾑ 

ｱｽﾀﾘﾌﾄﾓｲｽﾄﾛｰｼｮﾝ) 

・際立つ明るさとﾊﾘへ導く(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｱﾝﾌｨﾈｽﾎﾜｲﾄﾒﾗﾉﾚｼﾞｽﾀﾝｽ) 

・豊かな質感のｸﾘｰﾑで、弾むﾊﾘ肌、輝くﾂﾔ肌へ(ﾏｯｸｽﾌｧｸﾀｰ SK-

ⅡLXP ｱﾙﾃｨﾒｲﾄﾊﾟｰﾌｪｸﾃｨﾝｸﾞｸﾘｰﾑ) 

・湧き上がるﾊﾘ、澄み切った透明感、美しい驚きがつづく、ﾘﾎﾟｿ

-ﾑ化粧水(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾘﾎﾟｿｰﾑﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾘｷｯﾄﾞ) 

・ｵｰﾙｲﾝﾜﾝｼﾞｪﾙで年齢肌に潤いとﾊﾘ・ﾂﾔを与える(新日本製薬 ﾊﾟ

ｰﾌｪｸﾄﾜﾝ) 

・いつでも、ﾊﾘ・ﾂﾔ途切れない(ﾛｸｼﾀﾝ ｲﾓｰﾃﾙﾌﾟﾚｼｭｰｽﾞﾌｪｰｽﾐｽﾄ) 

・つけた瞬間、なめらか。ﾊﾘのもとまで速攻浸透(花王 ｴｽﾄｱﾄﾞ

ﾊﾞﾝｽﾄｴｯｾﾝｽﾘﾌﾄｻﾎﾟｰﾄ) 

・瞬時にみなぎるﾊﾘと弾力。美しいﾌｪｲｽﾗｲﾝの肌へ。(ｼｬﾈﾙ LELV

ﾌﾗｯｼｭ) 

・肌を保護してｷﾒを整え、美しく輝くような明るいﾂﾔ肌へ導く(ﾗ

ｲｽﾊﾟﾜｰ ﾗｲｰｽﾘﾍﾟｱｺﾝｾﾝﾄﾚｰｼｮﾝ W) 

・素肌力では立ち向かうことができないゆらぎ肌、年齢肌に潤

い，艶、輝きを与える（MiMC MiMC ｸﾞﾚｰｽ） 

・ﾀﾞﾒｰｼﾞに惑わされない。未来のﾊﾘ、明るさを、今から。(ｴｽﾃｨﾛ

ｰﾀﾞｰ ｼｭｰﾌﾟﾘｰﾑﾌﾟﾗｽﾄｰﾀﾙｸﾘｰﾑ) 

・肌に溶け込むような浸透力、角質層の奥深くまでしっかり満た

す(ﾗｲｽﾊﾟﾜｰ ﾗｲｰｽﾘﾍﾟｱｲﾝﾅｰﾓｲｽﾁｭｱｴｯｾﾝｽ) 

・さまざまな肌ﾄﾗﾌﾞﾙの原因となる古い角質をふき取って取り除

く(ｸﾘﾆｰｸ ｸﾗｲﾌｧｲﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ) 

 

 ・年齢肌に本当に必要と考える美容保湿成分だけを厳選して配

合(ﾕｰｸﾞﾚﾅ ﾜﾝ) 

・ｼﾙｸとﾌﾟﾛﾄﾝｲｵﾝ水でしっかり保湿(ﾅﾝﾅ ﾋﾟｭｱｼﾙｸﾛｰｼｮﾝ) 

・独自の速攻浸透技術によってﾊﾘ付与成分を角層の深くまで届

ける(花王 ｴｽﾄｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｴｯｾﾝｽﾘﾌﾄｻﾎﾟｰﾄ) 

・独自のｱｲｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ配合で、気になるﾊﾘ・弾力をｹｱする(ｼｬﾈﾙ 

LEL ｸﾚｰﾑﾕｰ) 

・ﾊﾘを高めるﾄﾘﾌﾟﾙﾘﾍﾟｱｴｷｽを配合(花王 ｴｽﾄｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｴｯｾﾝｽﾘﾌﾄｻ

ﾎﾟｰﾄ) 

・年齢肌のために独自の配合ﾊﾞﾗﾝｽを行う(新日本製薬 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ

ﾜﾝ) 

・「潤環美容成分」ｹｲﾋｴｷｽ､ｻｲｺｴｷｽ､ｶｽﾑﾅｰﾙｴｷｽを採用した(ﾍﾞﾈﾌｨｰ

ｸ ﾊｲﾄﾞﾛｼﾞｰﾆｱｽ) 

・ｼﾞﾝｼﾞｬｰｴｷｽとﾗｲﾄなﾀｯﾁのｵｲﾙを配合したことでｽﾑｰｽﾞにﾏｯｻｰｼﾞ

が行えて、乾燥によるくすみもすっきり取り去る(ｲﾝｽﾄﾘｰﾑ ﾘ

ﾌﾚｯｼｭｺｰﾙｴｯｾﾝｽ) 

・澄んだ肌の輝きを実感するｸﾘﾆｰｸ独自の CL302 複合体配合（ｸﾘ

ﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｲﾄｾﾗﾑ) 

・美白有効成分を含む独自の新複合成分を配合（ﾏｯｸｽﾌｧｸﾀｰ SK-

Ⅱｼﾞｪﾉﾌﾟﾃｨｸｽ） 

・大人の肌を輝かせる５つの有用成分を独自に開発したｽﾏｰﾄｶﾌﾟ

ｾﾙに閉じ込めて〈ﾕｰｸﾞﾚﾅｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ〉とした（BCAD ﾕｰｸﾞﾚﾅ） 

・厳選した成分を適材適所に届ける技術を採用(新日本製薬 ﾊﾟ

ｰﾌｪｸﾄﾜﾝ) 

 

 

２０１６/春夏 ② 
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スキンケア(整える・与える) 
 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・乾燥してｻﾞﾗつき、かたく感じる肌をまるで生まれ変わったか

のように潤い､ﾊﾘに道、つるつるなめらかな肌へ導く(花王 ｿ

ﾌｨｰﾅ IP) 

・“ふき取り美容”をはじめよう(ｸﾘﾆｰｸ ｸﾗﾘﾌｧｲﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ) 

・「肌冷えｷﾞｬｯﾌﾟ」の季節も、℃(ﾄﾞｼｰ)美容（ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ﾊｲﾄﾞﾛｼﾞｰ

ﾆｱｽ） 

・この夏、生まれたてのｸﾘｱ肌（ｸﾘﾆｰｸ ﾀｰﾝｱﾗｳﾝﾄﾞｾﾗﾑ） 

・上質な透明感と共に肌を若々しい輝きとうるおいで満たす(ﾄﾞ

ｩﾗﾒｰﾙ ﾌﾞﾘﾘｱﾝｽﾎﾜｲﾄｺﾚｸｼｮﾝ) 

・肌が輝きだす、朝の新・習慣ﾘﾌﾚｯｼｭﾏｯｻｰｼﾞ美容液誕生(ｺｰｾｰ ｲ

ﾝｽﾄﾘｰﾑﾘﾌﾚｯｼｭｺｰﾙｴｯｾﾝｽ) 

・まるで、影を脱ぎ捨てるかのように。まばゆいほどに輝く肌へ

導く(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾌｫｰｽ C3) 

・肌が秘める若々しさの源へまっすぐにｱﾌﾟﾛｰﾁし肌に崇高な輝

きをあふれさせる。(ｼｬﾈﾙ ｻﾌﾞﾘﾏｰｼﾞｭﾗｸﾚｰﾑ) 

・内なる光に、輝きが澄みわたるーﾙﾌﾞﾗﾝ（ｼｬﾈﾙ ﾙﾌﾞﾗﾝ） 

・魔法にかかったような澄み切った肌を実感する（PLACENTA VP

ﾎﾜｲﾄ美容液） 

・新次元・美白願い通りの透明感(ｸﾗﾗﾝｽ ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾗｽｲﾝﾃﾝｼｳﾞﾌﾞﾗｲ

ﾄｾﾗﾑ) 

・美しさを遮るﾒﾗﾆﾝの生成を抑制。気がかりを溜め込まず冴えわ

たる明るさへ導く(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｱﾝﾌｨﾈｽﾎﾜｲﾄﾒﾗﾉﾚｼﾞｽﾀﾝｽ) 

・ひんやりぷるぷる水の美白ｼﾞｪﾙｸﾘｰﾑ（ﾎﾟｰﾗ ﾎﾜｲﾄｼｮｯﾄ RX） 

・ﾊﾟｰﾙの輝きを極める、28日間の夜用美白集中ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ(ｼｬﾈﾙ ﾙ

ﾌﾞﾗﾝ ﾚｸｽﾄﾚ) 

・次第に明るく、白々と、肌の未来が明けはじめる(ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞ

ﾝﾍﾞﾀｰﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾗｲﾄｾﾗﾑ) 

・美白、ﾂﾔ、透明感。肌ﾁｭｰﾆﾝｸﾞで、澄んだ美しさへ導く（ｺｽﾒﾃﾞ

ｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝ美白ｱｲﾃﾑ） 

・ｽﾃｨｯｸで狙い撃つ、濃くなるｼﾐに新型ｺｳｼﾞ酸美白(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾎ

ﾜｲﾄﾛｼﾞｽﾄｽﾃｨｯｸｾﾗﾑ) 

・ｼﾐも曇りも忘れる、ｵｰﾗ美白（ﾏｯｸｽﾌｧｸﾀｰ SK-Ⅱｼﾞｪﾉﾌﾟﾃｨｸｽｵｰ

ﾗｴｯｾﾝｽ） 

・ｼﾐを作らせない。今も未来も（ﾏｯｸｽﾌｧｸﾀｰ SK-Ⅱｼﾞｪﾌﾟﾉﾌﾟﾃｨｸ

ｽｽﾎﾟｯﾄｴｯｾﾝｽ） 

・ゆるぎない保護力で澄みわたる白さを守る、新世代 UV ｹｱ(ｼｬﾈ

ﾙ UV ｴｻﾝｼｴﾙﾏﾙﾁﾌﾟﾛﾃｸｼｵﾝ) 

・暑い季節には冷感美容液。ゆるんだ毛穴もｷﾒもｷｭｯとしまる(資

生堂 ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ) 

 

  

 
 

（つづき） ２０１６/春夏 ③ 
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スキンケア(整える・与える) 
 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

〔ｱｲｹｱ〕 

・より明るく、なめらかで凛とした目もとへ（ｼｬﾈﾙ LEL ｾﾗﾑﾕｰ）

美容液 

・よりすっきりと、ﾊﾘに満ちた魅力的なまなざしへ(ｼｬﾈﾙ LEL ｸ

ﾚｰﾑﾕｰ) 

・ふっくらｸﾘｱな印象で、凛とした美しさへ導く(ﾏｯｸｽﾌｧｸﾀｰ SK-

ⅡLXP ｱﾙﾃｨﾒｲﾄﾊﾟｰﾌｪｸﾃｨﾝｸﾞｱｲｸﾘｰﾑ) 

〔まつ毛ｹｱ〕 

・より長く、濃く、美しい印象のまつ毛にみせる（資生堂 ﾌﾙﾗｯ

ｼｭｾﾗﾑ） 

・整え・防ぎ・補う、3つのｱﾌﾟﾛｰﾁ ﾛﾝｸﾞ&ﾎﾞﾘｭｰﾑへ導く(ｴﾄｳﾞｫｽ 

ｱｲﾗｯｼｭｾﾗﾑ) 

・保湿成分と美容成分を 20 種類以上配合し、傷んだまつ毛をし

なやかにととのえ切れ毛を防ぐ（ｴﾄｳﾞｫｽ ｱｲﾗｯｼｭｾﾗﾑ） 

〔ﾘｯﾌﾟｹｱ〕 

・ふっくらした美しさを際立たせ健康的なﾄｰﾝの唇へ（ｽﾘｰ ﾊﾞﾗ

ﾝｼﾝｸﾞｺﾝﾌﾟﾚｸｼｮﾝﾘｯﾌﾟｵｲﾙ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

スキンケア(下地・補正) ２０１６/春夏 ⑤ 
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 下地の機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・１本４役で夏のｷﾚｲを守る。(ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰｼﾃｨﾌﾞﾛｯｸﾎﾞﾘｭﾃｸｼ

ｮﾝ) 

・軽やか感触で愛される美容液下地(ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾌﾟﾛﾃｸﾃｨﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞ

ｰｼｮﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ S) 

・見えない光をも輝きに変え、なりたい肌色に導くﾒｰｸｱｯﾌﾟﾍﾞｰｽ(ｼ

ｬﾈﾙ ﾙﾌﾞﾗﾝﾊﾞｰｽﾞﾙﾐｴｰﾙ) 

・美しい仕上がりも、未来の透明感も守るﾌｪｲｽﾒｰｸｱｯﾌﾟ(ｼｬﾈﾙ ﾙﾌﾞ

ﾗﾝﾙｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰをきれいにﾌｨｯﾄさせる。透明感、さらに美しくきわだつ(ｱ

ﾙﾋﾞｵﾝ ﾎﾜｲﾄｼﾌｫﾝﾙﾐﾅｽﾌﾟﾗｲﾏｰ) 

・ﾛﾝｸﾞ UV-A 波間で協力にﾌﾞﾛｯｸしながらさらっとした使用感、あ

ふれる透明感をもたらす(ﾕｰｸﾞﾚﾅ UV ｹｱﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝｸﾘｰﾑ) 

・透明感美肌に成りすます、４つのｶﾒﾚｵﾝ効果(ｲﾌﾟｻ ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｺﾝｼ

ｰﾗｰ EX) 

・崩れないﾏｯﾄ肌を作る(ﾗﾌﾗ ﾅﾁｭﾗﾙﾍﾞｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・ｻﾗｯとした仕上がりでﾍﾞｰｽﾒｲｸの崩れを長時間防止(ﾃﾞｺﾙﾃ ﾗｽﾃｨﾝ

ｸﾞﾍﾞｰｽ UV) 

・小じわ表面の凹凸になめらかにﾌｨｯﾄし瞬時にｶﾓﾌﾗｰｼﾞｭする（ﾎﾞﾋﾞ

ｰﾌﾞﾗｳﾝ ｲﾝｽﾀﾝﾄｺﾝﾌｨﾃﾞﾝｽｽﾃｨｯｸ） 

・最強 UV ｶｯﾄとｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱをひとつに(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾘﾍﾟｱﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝﾍﾞｰ

ｽ) 

・日焼け止め美容液でｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ（ｶﾈﾎﾞｳ ﾃﾞｭｳﾎﾞｰﾃ UV ﾌﾟﾛﾃｸﾄｴｯｾﾝ

ｽ） 

・ﾕｰｸﾞﾚﾅｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽの配合で紫外線だけでなく乾燥や肌荒れから肌

を守る(ﾕｰｸﾞﾚﾅ UV ｹｱﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝｸﾘｰﾑ) 

・ｽｷﾝｹｱ効果との両立で使うたびｷﾒの整ったﾊﾘのあるみずみ

ずしい肌へ導く(ｽｯｸ ﾌｪｲｽﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ 50 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ) 
 

・99%天然由来成分。肌にやさしい使用感(ﾗﾌﾗ ﾅﾁｭﾗﾙﾍﾞｰｽﾊﾟｳﾀﾞ

ｰ) 

・使用する植物ｵｲﾙは昔ながらの製法にこだわり、すべて「圧搾

法抽出」を採用した（24ｈｺｽﾒ） 

・肌の輝きを保つﾌﾟﾗﾁﾅｺﾛｲﾄﾞやﾋﾞﾀﾐﾝ D の生成を助ける保湿成分

ｷｸﾉｶﾞﾅ根ｴｷｽ配合(ﾕｰｸﾞﾚﾅ UV ｹｱﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝｸﾘｰﾑ) 

・独自のｳｪｯﾄﾌｫｰｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰに加え、UVA・UVBから守る防衛技術と､

ﾀﾞﾒｰｼﾞを防ぐ成分を配合（資生堂 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ UV ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ N） 

・深層部ﾀﾞﾒｰｼﾞ UV ﾊﾞﾘｱ技術 ADVAN を採用した（ｶﾈﾎﾞｳ ﾃﾞｭｳﾎﾞｰ

ﾃ UV ﾌﾟﾛﾃｸﾄｴｯｾﾝｽ） 

・４種の紫外線吸収剤を内包したｶﾌﾟｾﾙが高い UV ｶｯﾄ効果を発揮

する(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾘﾍﾟｱﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝﾍﾞｰｽ) 
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 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・軌跡が織りなす、粉の芸術（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾐﾘｵﾘﾃｨﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・この肌に心奪われる（ﾄﾜﾆｰ ｾﾝﾁｭﾘｰｻﾞ・ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・一瞬で、肌がｷﾚｲな人になる(ﾌﾛｳﾌｼ ｴﾘｱﾌｧﾝﾃﾞｨ) 

・下地いらずで、ﾊﾘ・透明感際立つﾂﾔ肌まで１０秒(ｴﾄｳﾞｫｽﾀｲﾑ

ﾚｽｼﾏｰﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・透明感美肌になりすます、４つのｶﾒﾚｵﾝ効果（ｲﾌﾟｻ ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

ｺﾝｼｰﾗｰ） 

・瞬間、華色肌に。大人の肌に必要なのは内側からにじみ出る

ような「血色感」隠しﾋﾟﾝｸ設計（ｱﾃﾆｱ BB ｸﾘｰﾑ） 

・ﾋﾟﾀｯと崩さない、夏の均一美肌(ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰﾊﾟｳﾀﾞｰﾒｰｸ

ｱｯﾌﾟｳｫｰﾀｰｳﾞｪｰﾙ) 

・まるでもう一枚の肌（資生堂 ｼｱｰｱﾝﾄﾞﾊﾟｰﾌｪｸﾄｺﾝﾊﾟｸﾄ） 

・肌にｼﾝｸﾛする、新ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（資生堂 ｼﾝｸﾛｽｷﾝﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾘｷｯﾄﾞ

ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・肌と一体化するようにﾌｨｯﾄし、透明感あふれる上質なﾂﾔ肌へ

導く（ﾙﾅｿﾙ ｽｷﾝﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・肌に思い通りの彩りをﾌﾟﾗｽ（資生堂 ﾙﾐﾅｲｼﾞﾝｸﾞｻﾃﾝﾌｪｰｽｶﾗｰ） 

・進化したｷｰﾌﾟ力で一点の曇りもない美しさがずっと長持ちす

る（ｼｽﾚｰ ﾌｨﾄﾀﾈｸｽﾍﾟｰﾙ） 

・長時間続きﾍﾙｼｰな輝きを､ｼﾝﾌﾟﾙなｽﾃｯﾌﾟで（ｼｬﾈﾙ ﾚﾍﾞｰｼﾞｭ） 

・ｸｾになる軽さで、つるん肌つづく(ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾄﾙ

ﾃ) 

・より軽く心地よく、大人の素肌感を仕立てる(ｽｯｸ ﾌﾚｰﾑﾌｨｯｸ

ｽｲｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾗｲﾄﾈｽ) 

・ふわり、軽々実力以上の素肌になれる。ﾑｰｽ生まれのﾊﾟｳﾀﾞﾘｰ

（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸﾊﾟｳﾀﾞﾘｰ UV） 

・きちんとした印象は端正な肌から(ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾌﾙｲﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・年齢の〝影″に着目。あなたの肌を光の世界へ（資生堂 ﾗﾃﾞ

ｨｱﾝﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・4色の光(ﾙﾐﾅｽ)で、新・透明感。清く涼しげな美白ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾎﾜｲﾄｼﾌｫﾝﾙﾐﾅｽ） 

・ｴﾌｫｰﾄﾚｽに仕上げる透明感に満ちた旬の生肌(ﾗﾝｺﾑ UV ｴｸｽﾍﾟ

ｰﾙ) 

・光の層を肌が纏う、これまでにない発想(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ﾀﾝﾌﾟｰﾄﾞﾙ

ｴｸﾗ) 

・素肌とﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝを輝きでつなぐ（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ｳﾞｫﾜｰﾙﾌﾟﾚﾒｰｷｬｯ

ﾌﾟ） 

・内側から白さを放つ、真珠の輝きを湛えた肌へ導く(ｹﾞﾗﾝ ﾍﾟ

ﾙﾙﾌﾞﾗﾝﾗｲﾄﾌﾞｰｽﾀｰｺﾝﾊﾟｸﾄ) 

・〝光美白″がさらに進化。白肌を超える、澄み切った透明肌

へ(ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ DW10) 
 

・魔法の杖で、肌悩みは見せない(ｸﾘﾆｰｸ ﾋﾞﾖﾝﾄﾞﾊﾟｰﾌｪｸﾃｨﾝｸﾞﾌｧ

ﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・90%以上がﾐﾈﾗﾙ成分で肌に優しい（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ BB ﾐﾈﾗﾙﾊﾟｳﾀﾞ

ｰ） 

・美容ｵｲﾙのようなｺｸがありながらｻﾗｯとしたﾀｯﾁで乾きにくい肌

へ導く（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｵｲﾙﾍﾞｰｽ） 

・美容成分配合でお化粧しながら素肌もｷﾚｲに導く(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾀｲﾑ

ﾚｽﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・植物のｽｷﾝｹｱ成分で肌の角質層までしっかり保湿する(ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗ

ｯｾ ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾄﾙﾃ) 

・一日中うるおいを保つ保湿成分が素肌を乾燥から守る(ﾄﾞｸﾀｰｼ

ｰﾗﾎﾞ BB ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｸﾘｰﾑ) 

・過剰な皮脂によるﾄﾗﾌﾞﾙを防ぎ、高い保湿力を有する(ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ

ｵﾋﾞｰﾃﾞｨｴﾝﾄﾌｨﾆｯｼｭ) 

・皮脂選択吸収ﾊﾟｳﾀﾞｰが余分な皮脂だけを吸着し、簡単ｷﾚｲを持

続(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾀｲﾑﾚｽｼﾏｰﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・肌に吸い付くｵｲﾙｼｰﾙ膜がありえないような素肌美をもたらす

（ｷｯｶ ﾌﾛｰﾚｽｸﾞﾛｳｿﾘｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・潤いながら、守られながら、肌色ｺﾝﾄﾛｰﾙする（ﾗﾌﾟﾚﾘｰ ｽｲｽｱｲｽ

ｸﾘｽﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾐﾝｸﾞｸﾘｰﾑ） 

・7種の植物ｵｲﾙが潤いをﾌﾟﾗｽする（ｽﾘｰ ﾁｰｷｰｼｰｸﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・夏の肌にﾊﾟﾜｰを与え、肌のｷﾒを整え､ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱをする（MiMC ﾅ

ﾁｭﾗﾙｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱﾐﾈﾗﾙﾊﾟｳﾀﾞｰｻﾝｽｸﾘｰﾝ） 

・紫外線ｶｯﾄだけでなく、美白、日焼け後のｻﾝｹｱの 3 つの機能を

1つで叶える（MiMC ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾐﾈﾗﾙﾊﾟｳﾀﾞｰｻﾝｽｸﾘｰﾝ） 

・保湿成分が目もとの乾燥を防ぐ（ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ｲﾝｽﾀﾝﾄｺﾝﾌｨﾃﾞﾝ

ｽｽﾃｨｯｸ） 
 

・肌のみならず、顔立ちまでも美しくみせる、新ﾌｪｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰ誕生

(ﾙﾅｿﾙ ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・〝肌をｷﾚｲに魅せる″をとことん追求したｵｲﾙﾌﾘｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ﾏﾘ

ｰｸﾜﾝﾄ ｵﾋﾞｰﾃﾞｨｴﾝﾄﾌｨﾆｯｼｭ) 

・ｷﾚｲな色の素肌感。毎日やさしいﾐﾈﾗﾙ UV（ｷｰﾙｽﾞ ﾐﾈﾗﾙ UV ﾃﾞｨﾌ

ｪﾝｽ） 

・光を上向きに反射する｢ﾚﾌ板｣効果ﾊﾟｳﾀﾞｰを配合し、年齢印象を

左右する肌の凹凸をなめらかに見せる（資生堂 ﾗﾃﾞｨｱﾝﾄﾘﾌﾃｨ

ﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・肌のｶﾗｰﾉｲｽﾞをｷｬﾝｾﾙして、ﾑﾗのない肌にする（資生堂 ｼｱｰｱﾝ

ﾄﾞﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・気になる目もとのｶﾗｰﾉｲｽﾞ（色ﾑﾗ）をｷｬﾝｾﾙして素肌感を際立た

せる（資生堂 ｼｱｰｱｲｿﾞｰﾝｺﾚｸﾀｰ） 

・くるりと混ぜて、ひと塗り、ふんわりと頬を染める立体ｸﾞﾗﾃﾞｰ

ｼｮﾝが思いのままに（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｼｭ）（ﾁｰｸｶﾗｰ） 

・3色３質感の絶妙な輝き。全方位に狙い通りの陰影を演出する、

ﾌﾟﾛ仕上がりのﾊｲﾗｲﾄ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｼｰｸﾚｯﾄｸﾞﾛｳ)(ﾌｪｰｽｶﾗｰ) 

・ｷｬﾝﾄﾞﾙの灯りに照らされたようなﾛﾏﾝﾃｨｯｸで、やわらかなﾂﾔ肌

に(ﾛｰﾗﾒﾙｼｪ ｷｬﾝﾄﾞﾙｸﾞﾛｳｿﾌﾄﾙﾐﾅｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・くすみや影を光で飛ばしながらつややかで気品ある肌にとと

のえる（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｸﾞﾛｰｲﾝｸﾞｺﾝｼｰﾗｰ） 

・いきいきとした肌色・ﾂﾔ・明るさを引き出す（資生堂 ｼﾝｸﾛｽｷ

ﾝﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・独自の「隠しﾋﾟﾝｸ設計」で血色感を引き出す（ｱﾃﾆｱ BB ｸﾘｰﾑ） 

・業界初ｵｰｶﾞﾆｯｸｼﾙｸﾊﾟｳﾀﾞｰを美容成分でｺｰﾃｨﾝｸﾞしてふんわりな

めらかな質感をかなえる（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・一日中透明感を放つ肌へ導く、薬用美白ﾌｪｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰ(ﾏｷｱｰｼﾞｭ 

ｽﾉｰﾋﾞｭｰﾃｨｰ) 

・ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝのｶﾗｰｺﾝﾄﾛｰﾙ効果により、肌にみずみずしい透明感を

与え、明るく澄んだ夏肌を演出する(ﾙﾅｿﾙ ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｰ

ｽ) 

・ｸﾘｱな色彩とｼﾙｷｰなﾂﾔのｳﾞｪｰﾙが、発色と透明感のﾍﾞｽﾄﾊﾞﾗﾝｽを

叶える（ｽﾘｰ ﾁｰｷｰｼｰｸﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・ﾁｰｸ&ﾊｲﾗｲﾄがひとつになり、使うｶﾗｰによって印象を操りなめら

かな立体美肌を演出する(ﾐｷﾓﾄ ﾌｪｲｽｶﾗｰﾁｰｸ&ﾊｲﾗｲﾄ) 
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ベースメイク（ファンデーション） 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・ひんやり快適、水のｳﾞｪｰﾙ。ﾊﾘ・ﾂﾔ美しい上質肌（ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ 

ｴｸﾗﾀﾝｼﾞｪﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・いつものﾒｲｸもこの時季は UV効果つきに(ﾍﾞｱﾐﾈﾗﾙ ｺﾚｸﾃｨﾝｸﾞ

ｺﾝｼｰﾗｰ) 

・きらめくﾊﾟｳﾀﾞｰで夏の日差しに映える艶肌へ（ｷｯｶ ﾗﾃﾞｨｱﾝﾄ

ﾇｰﾄﾞﾌﾟﾚｽﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ） 
 

  

 

 

 

メイク全体 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・太陽のｷｽで目覚める、肌のﾂﾔめき（ｼﾞﾊﾞﾝｼｨ ﾚｾｿﾞﾝｺﾚｸｼｮﾝ） 

・ﾜﾀｼらしさ自由自在。〝ﾂﾔﾒｷ″ﾒｲｸ(ﾐｯｼｭﾌﾞﾙｰﾐﾝ) 

・色合わせ。光あつめ(ｽｯｸ ｻﾏｰｺﾚｸｼｮﾝ) 

・眩しい空と色彩豊かな美しいﾃﾞｨｵｰﾙｶﾞｰﾃﾞﾝへのｵﾏｰｼﾞｭ（ﾃﾞｨｵ

ｰﾙ春のﾆｭｰﾙｯｸｺﾚｸｼｮﾝﾝ） 

・直感のささやきは、冒険のはじまり(ｽﾘｰ 2016 ﾒｲｸｱｯﾌﾟｺﾚｸｼｮ

ﾝ) 

・多彩な色が肌に溶けなじむ（ﾎﾟｰﾗ ﾉｸﾀｰﾅﾙｼﾘｰｽﾞ） 

・まなざし浄化(ﾙﾅｿﾙ 2016秋ﾒｲｸｱｯﾌﾟｺﾚｸｼｮﾝ) 

・「ﾌﾗﾜｰﾊﾟﾜｰ」楽園をｲﾒｰｼﾞした、色を楽しむｺﾚｸｼｮﾝ(ｷｯｶ 2016

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾚｸｼｮﾝ) 

・目元はｼｯｸに、口元はﾌﾚｯｼｭに(ｽｯｸ 2016春ｶﾗｰｺﾚｸｼｮﾝ) 

・雨上がりに煌めく石畳。鉛屋根の上で踊る色たち(ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ 

2016春ｺﾚｸｼｮﾝ) 

・空が深い赤ﾋﾟﾝｸに染まる夕日が作りだす美しい色彩がｲﾝｽﾋﾟﾚ

ｰｼｮﾝのｺﾚｸｼｮﾝ(ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ｻﾝｾｯﾄﾋﾟﾝｸｺﾚｸｼｮﾝ) 

・光とｶﾗｰで、明るく輝く肌へ（ｹﾞﾗﾝ 2016 ﾒﾃｵﾘｯﾄｻﾏｰｺﾚｸｼｮﾝ） 

・ｼｯｸなのに華やか。これが、大人のつやめき（ﾌﾟﾘｵｰﾙ ｽﾍﾟｼｬ

ﾙｺﾌﾚ） 
 

 ・重ねてもにごることのない、独特の透明感と新たなﾆｭｱﾝｽ（ﾙﾅｿ

ﾙ 浄化ﾒｲｸ） 

・ﾎﾟｲﾝﾄはﾅﾁｭﾗﾙに見せるﾒｲｸｱｯﾌﾟ。上手に造りこんだｱｲｿﾞｰﾝ、最

後にｸﾞﾛｽを唇にのせたらきちっと旬顔の完成(ｴﾚｶﾞﾝｽ 2016 ｽ

ﾌﾟﾘﾝｸﾞ ﾎﾟｲﾝﾄﾒｲｸｱｯﾌﾟ) 

・立体感のある自然な肌なじみで、簡単にﾌﾟﾛのような仕上がり

に導く（ﾎﾟｰﾗ ﾉｸﾀｰﾅﾙｼﾘｰｽﾞ） 
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メイク（アイ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメの機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

 

〔ｱｲｼｬﾄﾞｳ〕 

・ﾁﾗﾘ・ゆらめく、魅惑的な目もとへ導く（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸﾑｰﾄﾞ

ｱｲｽﾞ） 

・囁くように瞬くﾊﾟｰﾙが光で濡れたようなﾂﾔをまぶたに纏わせるｱ

ｲｸﾞﾛｽ（ｽﾘｰ ｳｲｽﾊﾟｰｸﾞﾛｽﾌｫｰｱｲ） 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰで魅せる色と質感、目もとに多彩な表現力(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ｵﾝﾌﾞ

ﾙﾌﾟｰﾄﾞﾙｿﾛ) 

・1色で濡れ艶ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝ効果を楽しめる新質感ｱｲｶﾗｰ、誕生！（ｺｽ

ﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｱｲｸﾞﾛｳｼﾞｪﾑ） 

・一日中さえわたる。極上の色、輝き（資生堂 ｼﾏﾘﾝｸﾞｸﾘｰﾑｱｲｶﾗｰ） 
・1 色で、宝石のきらめき、潤うまなざし。新質感ｱｲｶﾗｰ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｱｲｸﾞ

ﾛｳｼﾞｪﾑ） 

〔ｱｲﾗｲﾅｰ〕 

・くっきりとした漆黒の目もと、自在(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾘｷｯﾄﾞｱｲﾗｲﾅｰ) 

・ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞなきらめきで印象的なまなざしをつくる(ﾙﾅｿﾙ ｽﾊﾟｰｸ

ﾘﾝｸﾞﾗｲﾅｰ) 

〔ﾏｽｶﾗ〕 

・ﾏｽｶﾗの仕上がりを劇的にｱｯﾌﾟするﾏｽｶﾗ下地（資生堂 ﾗｯｼｭｺﾝﾃﾞｨ

ｼｮﾆﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・艶めき、より遠くまで。華麗なﾛﾝｸﾞﾏｽｶﾗ(ｱｲﾏﾆｱ ﾐﾈﾗﾙﾏｽｶﾗﾛﾝｸﾞ) 
 

〔ｱｲｼｬﾄﾞｳ〕 

・ｼﾙｸのようなﾀｯﾁで、ふんわりとまぶたに溶け込む（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ

ｼﾝｸﾞﾙｱｲｼｬﾄﾞｳ） 

・ﾀｰﾙ系色素やﾀﾙｸ、合成界面活性剤、防腐剤不使用。上質なﾐﾈ

ﾗﾙの艶と煌きを実現した(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾐﾈﾗﾙｱｲｶﾗｰﾊﾟﾚｯﾄ) 

〔ｱｲﾗｲﾅｰ〕 

・美容液成分をたっぷり配合（msh ﾗﾌﾞﾗｲﾅｰ） 

・保湿成分配合で、乾燥を防ぎ、美しい発色が 1 日中長持ちす

る(ﾒｲｸｱｯﾌﾟﾌｫｰｴﾊﾞｰ ｱｸｱ XL) 

〔ﾏｽｶﾗ〕 

・ひと塗りでｶｰﾙｱｯﾌﾟ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ。濃く、長く、立体感のある上向

きのまつ毛へ(ｼｽﾚｰ ｿｰｶｰﾙﾏｽｶﾗ) 

・ｽｸﾘｭｰﾌﾞﾗｼがしっかりｷｬｯﾁ。1 本 1 本に長さとしなやかなｶｰﾙ

を施すﾌｨﾙﾑﾀｲﾌﾟﾏｽｶﾗ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｴﾚｶﾞﾝﾄﾏｽｶﾗ） 

・まつ毛を椿ﾘｯﾁｵｲﾙでｹｱしながら、長い上向きｶｰﾙにする（MiMC

ﾐﾈﾗﾙﾛﾝｸﾞｱｲﾗｯｼｭ） 

・ﾊﾟｻつきをおさえ、ふんわりﾅﾁｭﾗﾙな眉へ仕上げる眉ﾏｽｶﾗ。地

肌もｹｱ（MiMC ﾐﾈﾗﾙｱｲﾌﾞﾛｰﾏｽｶﾗ） 

〔ｱｲｼｬﾄﾞｳ〕 

・見たままの色を発し、美しさが長時間持続する（資生堂 ﾙﾐﾅ

ｲｼﾞﾝｸﾞｻﾃﾝｱｲｶﾗｰﾄﾘｵ） 

・上品なﾂﾔと透明感のある発色で、ﾊﾘのある、洗練された印象の

目もとを作る(ｷｯｶ ﾐｽﾃｨｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰｱｲｼｬﾄﾞｳ) 

・絶妙な光と艶のﾆｭｱﾝｽでまぶたに立体的なｱｲﾎｰﾙを作り出す（ｷ

ｯｶ ﾆｭｱﾝｽｶﾗｰﾘｯﾄﾞ） 

・しっとりと肌に溶け込み、ﾊﾘ・立体感を醸し出す（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ 

ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝｱｲｼｬﾄﾞｳ） 

・絶妙な光と艶のﾆｭｱﾝｽで、まぶたに立体的なｱｲﾎｰﾙを作り出す(ｷ

ｯｶ ﾍﾞｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰｱｲ)  

〔ｱｲﾗｲﾅｰ〕 

・密着処方で鮮やかな発色 1日中続く（msh ﾗﾌﾞﾗｲﾅｰ） 

・高い色素配合率でﾛﾝｸﾞﾗｽﾃｨﾝｸﾞなｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ処方（ﾒｲｸｱｯﾌﾟﾌｫｰ

ｴﾊﾞｰ ｱｸｱ XL） 

〔ﾏｽｶﾗ〕 

・自まつ毛のように軽くしなやか（資生堂 ﾌﾙﾗｯｼｭﾎﾞﾘｭｰﾑﾏｽｶﾗ） 

〔眉ﾒｲｸ〕 

・絶妙な発色で、立体感のある自然な仕上がり（資生堂 ﾅﾁｭﾗﾙ

ｱｲﾌﾞﾛｰﾍﾟﾝｼﾙ） 
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メイク（リップ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメの機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

・あらゆる細部まで完璧を求めたﾙｰｼﾞｭ（資生堂 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾙｰｼﾞｭ） 

・水ﾍﾞｰｽでふんわり染めて「やわ唇」（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｳｫｰﾀﾘｰﾙｰｼﾞｭ） 

・凛として、鮮やか。唇に咲く、濃密な潤い（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｱｰﾙﾃﾞﾌ

ﾙｰﾙ） 

・なめらかさ、甦る「潤いﾗｯﾌﾟﾙｰｼﾞｭ」(ｹｻﾗﾝﾊﾟｻﾗﾝ ｽﾑｰｽﾘｯﾌﾟｽ) 

・深く濃密なﾂﾔと鮮やかな色が、唇を彩る（資生堂 ﾗｯｶｰﾙｰｼﾞｭ） 

・鮮やかで洗練されたｶﾗｰﾚﾝｼﾞ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・唇が、２度恋に落ちる(ｸﾘﾆｰｸ ﾏｶﾛﾝ型ﾘｯﾌﾟｽｸﾗﾌﾞ&ｸﾞﾛｽ) 

・魅惑のﾂﾔめきﾘｯﾌﾟ。逃れられない美しさ、それは禁断の誘惑(ｼﾞ

ﾊﾞﾝｼｰ ﾙｰｼﾞｭｱﾝﾃﾙﾃﾞｨﾃﾝﾌﾟﾃｰｼｮﾝ） 

・解き放たれた鮮やかさ，薔薇の魅力(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ﾙｰｼﾞｭｱﾚｰﾌﾞﾙ) 

・ﾌﾙ｢ﾎﾞﾘｭｰﾑ｣な唇で、ささやくの（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｴｯｾﾝｽｼﾞｪﾙﾙｰｼﾞｭ） 

・水紅で「濡れた唇」(ｷｯｶ ﾒｽﾒﾘｯｸｳｪｯﾄﾘｯﾌﾟｵｲﾙ) 

・挑むように鮮やか。心を射るﾘｷｯﾄﾞﾙｰｼﾞｭ(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ﾙｰｼﾞｭﾘｷｯﾄﾞ

ｴｸﾗ) 

・ふんわりｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝで内側から色づく唇へ（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾃﾞｭｱﾙｶﾗｰ

ﾙｰｼﾞｭ） 

・つけるたび、唇ふっくら鮮やかに彩る（ﾊｰﾊﾞｰ ｽｸﾜｼﾑ m ﾙｰｼﾞｭ） 
 

・美容液をとじ込めたｼﾞｪﾙﾙｰｼﾞｭ（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｴｯｾﾝｽｼﾞｪﾙﾙｰｼﾞｭ） 

・使い続ければ保護成分が唇をすこやかに保つ（資生堂 ﾊﾟｰﾌ

ｪｸﾄﾙｰｼﾞｭ） 

・いちど触れたら虜になるつけ心地(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ﾙｰｼﾞｭｱﾚｰﾌﾞﾙ) 

・保湿効果でﾏｯﾄなのにﾊﾟｻつかない(ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ｳﾞｪﾛｱﾊﾞｰｽﾞﾘｯﾌﾟ

ｶﾗｰ) 

・ひと塗りで､ｸﾞﾛｽの艶めき＆ﾊﾞｰﾑの潤い（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾙｰｼﾞｭｸﾞ

ﾛｳ） 

・瞬時に潤いふっくら美しい唇へ導く(ｼﾞﾊﾞﾝｼｨ ﾙｰｼﾞｭﾊﾟｰﾌｪｸ

ﾄ) 

・艶も、潤いも。唇をｹｱしながらﾆｭｱﾝｽのあるﾓｰﾄﾞな唇へ導く（ｺ

ｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾙｰｼﾞｭﾊﾞｰﾑ） 

・ｽｰﾊﾟｰﾌﾙｰﾂ美容液ｵｲﾙ配合の色つきｶﾗｰﾘｯﾌﾟ。ﾙｰｼﾞｭの発色とﾘｯ

ﾌﾟｸﾘｰﾑの潤いをもたらす（MiMC ﾐﾈﾗﾙｶﾗｰﾘｯﾌﾟ） 

・天然成分が荒れやすい唇に潤いを与える(MiMC ﾐﾈﾗﾙﾙｰｼﾞｭ) 

・長時間唇の潤いを保つ(ｼｬﾈﾙ ﾙｰｼﾞｭｺｺｽﾃｨﾛ) 

・ﾋｱﾙﾛﾝ酸誘導体配合のみずみずしい潤いで、唇をなめらかに整

えて縦ｼﾞﾜや乾燥から保護する（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｱｰﾙﾃﾞﾌﾙｰﾙ） 

・４種類の植物ｵｲﾙ、２種の美容成分の絶妙なﾌﾞﾚﾝﾄﾞの処方によ

り唇を深く潤す(ｷｯｶ ﾒｽﾒﾘｯｸｳｪｯﾄﾘｯﾌﾟｵｲﾙ) 

・気になる縦ｼﾞﾜを目立たせない(ｽｯｸ ﾌﾞﾗｲﾄｱｯﾌﾟﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ) 

・ｽｸﾜﾗﾝ 10%を中心に､ｾﾗﾐﾄﾞ､ｱｽﾀｷｻﾝﾁﾝなど 12種類の美容液成分

を配合（ﾊｰﾊﾞｰ ｽｸﾜｾﾗﾑﾙｰｼﾞｭ） 

・密着効果とﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ効果で、唇表面をなめらかに補整(ｹｻﾗﾝﾊﾟ

ｻﾗﾝ ｽﾑｰｽﾘｯﾌﾟｽ) 

・漆器のような、精緻で官能的な仕上がりがひと塗りで実現する

（資生堂 ﾗｯｶｰﾙｰｼﾞｭ） 

・ｸﾘｰﾐｨに色づくﾘｸｲﾄﾞﾘｯﾌﾟｽにｸﾞﾛｽを重ねると、彩りは透明度を

増しみずみずしくふっくらとした唇が生まれる(ﾙﾅｿﾙ ﾀﾞﾌﾞﾙ

ｶﾗｰﾘﾝｸﾞﾘｯﾌﾟｽ) 

・豊かな潤いと、視線を集める発色（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾙｰｼﾞｭｼｭｰﾌﾟﾘｰﾑ） 

・ｳﾞｪｰﾙをまとったような繊細な色と輝きを演出（資生堂 ｳﾞｪｰ

ﾙﾄﾞﾙｰｼﾞｭ） 

・自然に染めるような発色とﾂﾔでふっくらと立体感ある唇を作

る（ｽｯｸ ｶﾗｰﾊﾞｰﾑｸﾚﾖﾝ） 

・まるで、生まれつき美しい唇だったかのように魅せる“擬似唇”

ﾒｲｸ（ｷｯｶ ﾒｽﾒﾘｯｸﾘｯﾌﾟﾗｲﾝｽﾃｨｯｸ） 

・しなやかなｳﾞｪｰﾙが吸い付くようにﾌｨｯﾄ。ふっくらとﾊﾘのある、

上質な仕上がりに導く（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｱｰﾙﾃﾞﾌﾙｰﾙ） 
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ヘアケア 

 

 コミュニケーションワード ヘアケアコスメのケア機能 ヘアケアコスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・国産薔薇の香りをまとう（ﾘﾝﾚﾝ ﾍｱﾐﾙｸﾛｰｽﾞ&ﾂﾊﾞｷ） 

・見た目の印象が輝く、元気で美しい髪に（ｶﾈﾎﾞｳ ﾘｸｲｰﾙ） 

・ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ流、ふわ艶髪で顔印象がﾊﾟｯとする（資生堂 ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ

ｽｶﾙﾌﾟｴｯｾﾝｽ） 

・黒髪の運命、握るのは根幹ｹｱ(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｽﾃﾑﾉﾜｰﾙ) 

・ﾀﾞﾒｰｼﾞｹｱするｵｰｶﾞﾆｯｸ(ｱｯﾌﾟﾘﾉ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾘｯﾁｼﾘｰｽﾞ) 
 

・国産植物を贅沢に配合し、頭皮環境を清浄に整える(ﾘﾝﾚﾝ ﾐﾝ

ﾄ&ﾚﾓﾝｼｬﾝﾌﾟｰ) 

・毛髪の源に働きかけ、その質感までも変えていく(ｹﾗｽﾀｰｾﾞ ｲ

ﾆｼｬﾘｽﾄ) 

・肌と髪と地球にとても優しいｼｬﾝﾌﾟｰ(ﾊﾟｰﾐﾝｸﾞ ﾋﾟｭｱ 95) 

・ﾉﾝｼﾘｺﾝとｹﾗﾁﾝｹｱで髪質が変わる（ｺｰｾｰ ｼﾞｭﾚｰﾑﾘﾗｯｸｽ） 

・ﾊﾘ・ｺｼ成分配合のもっちりなめらかな泡で頭皮と髪を心地よく

洗い上げる（ｶﾈﾎﾞｳ ﾘｸｲｰﾙﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・瞬間浸透ﾐﾙｸなら、ｷｭｰﾃｨｸﾙが開いたその髪にぐんぐん浸透して

ﾀﾞﾒｰｼﾞ補修（P&G ﾊﾟﾝﾃｰﾝﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・寝ている間に集中補修、なめらかな美髪へ導く(ｱｯﾌﾟﾘﾉ ﾓｲｽﾄ

ﾘﾍﾟｱﾅｲﾄｸﾘｰﾑ) 

・乾燥やﾊﾟｻつきを抑えて指通りの良い美髪へ導く（ｱｯﾌﾟﾘﾉ ｽﾑ

ｰｽﾘﾍﾟｱﾌﾟﾛﾃｸﾄｴｯｾﾝｽ） 

・ﾄﾞﾗｲﾔｰから髪を守る潤いﾐｽﾄ（P&G ﾊﾟﾝﾃｰﾝﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｳｫｰﾀｰ） 

・傷んだ髪にﾌﾟﾛﾃｲﾝを補給する(ﾊﾟｰﾐﾝｸﾞ ﾋﾟｭｱﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 

・髪のｴｲｼﾞﾝｸﾞｻｲﾝに、先手。毛根部のﾒｶﾆｽﾞﾑに着目した(ｺｽﾒﾃﾞｺ

ﾙﾃ ｽﾃﾑﾉﾜｰﾙ) 
 

・うねって広がる髪をしっとりまとめる(ｺｰｾｰ ｼﾞｭﾚｰﾑｿﾌﾄ&ﾓｲｽ

ﾄ) 

・からまりやすい髪を毛先までするするにする(ｺｰｾｰ ｸﾚｰﾑｽﾘｰｸ

&ﾓｲｽﾄ) 

・根元からふわっと立ち上がる洗い上がり（ｶﾈﾎﾞｳ ﾘｸｲｰﾙﾃﾞｻﾞｲ

ﾆﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・髪と頭皮を整え健康的で美しいﾎﾞﾘｭｰﾑある髪をつくる（ﾘﾝﾚﾝ 

ﾐﾝﾄ&ﾚﾓﾝｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・太く長く美しい髪を育む（ｶﾈﾎﾞｳ ﾘｸｲｰﾙ薬用育毛美容液） 

・軽やかｵｲﾙがﾂﾔを与える（P&G ﾊﾟﾝﾃｰﾝ集中補修ｵｲﾙ） 

 

 

 

その他 

 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメの機能 コスメによる効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

〔ﾎﾞﾃﾞｨ〕 

・素肌力を究める、ｵｰｶﾞﾆｯｸｵｲﾙの力、自然の恵みがつまった”命

の一滴“が導く輝く肌（ｳﾞｪﾚﾀﾞ ﾎﾞﾃﾞｨｵｲﾙ） 

・華やかなﾋﾟｵﾆｰの香りで肌にもｳﾞｧｶﾝｽを(ﾛｸｼﾀﾝ ﾋﾟｵﾆｰﾌﾚｯｼｭﾍﾟ

ﾀﾙﾐﾙｸ) 

・いつでも香りをまとって。贅沢なﾎﾞﾃﾞｨﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｶﾈﾎﾞｳﾐﾗﾉｺﾚｸｼｮ

ﾝ ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾚｯｼｭﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・ｷｭｯとすっきり、ﾗｲﾝ際立つ印象へ｡ﾈｯｸｿﾞｰﾝの肌を引き締める

(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｱﾝﾌｨﾈｽﾎﾜｲﾄﾌﾞﾗｲﾄｼｪｲﾌﾟｾﾗﾑ) 

〔ﾊﾝﾄﾞ〕 

・香を聞き、美しく(ｽｯｸ ｾﾝﾃｨｯﾄﾞﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ) 

〔ﾈｲﾙ〕 

・鮮やかな指先を遊ぶ(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ｳﾞｪﾙﾆｱｵﾝｸﾞﾙ) 

〔ﾎﾞﾃﾞｨ〕 

・ひんやりとしたﾀｯﾁで、ｼﾙｸのようにしなやかな肌に整えるﾎﾞﾃﾞ

ｨｴｯｾﾝｽ(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾘﾗｯｸｽﾐﾈﾗﾙﾎﾞﾃﾞｨｴｯｾﾝｽ) 

〔ﾈｲﾙ〕 

・酸素透過性樹脂を配した、色持ちの良いﾈｲﾙｴﾅﾒﾙ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾈ

ｲﾙｴﾅﾒﾙ） 

・酸素透過性樹脂とｵﾘｰﾌﾞ由来ｽｸﾜﾗﾝ配合で、補修補強効果に優れ

た、美容液発想のﾍﾞｰｽ&ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾘﾍﾟｱﾈｲﾙ） 

〔ﾈｲﾙ〕 

・指先からあふれる輝きと、はっとする豊かなﾆｭｱﾝｽを与える(ｸ

ﾚﾄﾞﾎﾟｰ ｳﾞｪﾙﾆｱｵﾝｸﾞﾙ) 

・絶妙な色がﾏｯﾄに発色して、まるですりｶﾞﾗｽのようなﾌｫｷﾞｰな仕

上がりに（ﾙﾅｿﾙ ﾈｲﾙﾌｨﾆｯｼｭ N） 

・ひと塗りで、つややかな発色と抜け感を添える。手元にも洗練

とみずみずしさを与える(ｽｯｸ ﾈｲﾙｶﾗｰ) 

２０１６/春夏 ⑩ 
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すめ 

スキンケア(洗う・落とす) 

 

 成分・剤型 機能・効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・黒酵母で洗う洗顔ﾊﾟｳﾀﾞｰ（ｴﾑﾃﾞｨ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・古い角質もすっきり洗浄する、天然鉱石「ﾏﾃﾗ鉱石」100%ﾐﾈﾗﾙ洗浄ﾊﾟｳﾀﾞｰ(ﾎﾟｱﾚｽﾗﾎﾞ 毛穴洗浄

ﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・ｸﾘｰﾐｨな泡洗顔料(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾃﾞｨｰﾌﾟｼｰｽﾊﾟｿﾙﾃｨﾓｲｽﾄｳｫｯｼｭ) 

・ﾐﾙｸで毛穴に詰まった皮脂、古い角質を取り去る(ｴﾑﾃﾞｨ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸｴｱﾚｽ) 

・泡で毛穴の中やｷﾒの奥まで入り込んで汚れを引き出す(ｴﾑﾃﾞｨ ﾚｾﾌﾟﾄⅡｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾌｫｰﾑ) 

・弾力のある炭酸泡が、肌に吸い付くようになじみながら、やさしく汚れを落とす(ｵﾊﾞｼﾞ ｱｸﾃｨ

ﾌﾞｻｰｼﾞﾌﾟﾗﾁﾅｲｽﾞﾄﾞﾑｰｽｳｫｯｼｭ) 

・ｼﾞｪﾙが毛穴の奥にまでじっくりなじみ、ﾒｲｸや汚れを包み込んで落とす(ﾎﾟｱﾚｽﾗﾎﾞ 毛穴ｸﾚﾝｼﾞﾝ

ｸﾞ) 

・海藻などからなる保湿成分ﾐﾗｸﾙﾌﾞﾛｽや栄養豊かな海由来の保湿成分を配合（ﾄﾞｩﾗﾒｰﾙ ｻﾞｸﾚﾝｼﾞ

ﾝｸﾞｳｫｰﾀｰ） 

・黒酵母、天然硫黄を豊富に含むﾐﾈﾗﾙ塩を含み、天然ｸﾚｲ､ｶｵﾘﾝを配合（ｴﾑﾃﾞｨ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ､ﾅﾄﾘｳﾑ､ｶﾘｳﾑ、ｶﾙｼｳﾑ､ﾖｳ化物などのﾐﾈﾗﾙを含む(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾃﾞｨｰﾌﾟｼｰｽﾊﾟｿﾙﾃｨﾓｲｽﾄｳｫｯｼｭ) 

・「白神産あきたこまち」の米ぬかの美肌成分配合でしっとりなめらかに磨き上げる(ｲｸﾞﾆｽ ﾌﾞﾗ

ﾝｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ&ﾐﾙｷｨｿｰﾌﾟ) 

・美容液成分を 27種類配合し、ｴｽﾃを受けた後の肌のようになる(ｷｭﾅ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｳｫｰﾀｰ 

・肌がしっとりと潤い、いきいきとﾘﾌﾚｯｼｭした感触になる(ﾄﾞｩﾗﾒｰﾙ ｻﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｳｫｰﾀｰ） 

・ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌのﾏｽｶﾗなどもしっかりｵﾌする(ﾄﾞｩﾗﾒｰﾙ ｻﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｳｫｰﾀｰ） 

・肌磨き効果としっとりなめらか肌に整える効果がある(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾃﾞｨｰﾌﾟｼｰｽﾊﾟｿﾙﾃｨﾓｲｽﾄｳｫｯｼｭ) 

・洗い流した後も優れた保湿力が、肌に必要な潤いを残す(ﾎﾟｱﾚｽﾗﾎﾞ 毛穴ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ) 

・洗うほどに透明感あふれるﾂﾔとﾊﾘに満ちた肌に導く(ｴﾑﾃﾞｨ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・ｷﾒ細かく肌あたりのやさしい泡で、潤い感のある洗い上がりに導く(ｼﾞｬﾊﾟﾝｹﾞｰﾄｳｪｲ ﾒﾙｻﾎﾞﾝｱﾆ

ｭﾌｪｲｽｳｫｯｼｭ) 

 

 
 

スキンケア(整える・与える) 

 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・のせた瞬間から、自分の「肌になる」かのような浸透感（ｱｸ

ｾｰﾇ  ﾓｲｽﾄﾊﾞﾗﾝｽﾛｰｼｮﾝ） 

・この浸透力。つけた瞬間から想像を超える(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾘﾎﾟｿｰ

ﾑﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾘｷｯﾄﾞ) 

・美肌成分を角質層まで浸透､ｻﾎﾞれるｽｷﾝｹｱ(ｽｷﾝﾋﾞﾙ ｵｰﾙｲﾝﾜﾝ

ｼﾞｪﾙｸﾘｰﾑ) 

・海藻などからなる独自の保湿成分ﾐﾗｸﾙﾌﾞﾛｽや海由来の成分が

肌をたっぷりの潤いで満たす(ﾄﾞｩﾗﾒｰﾙ ﾘﾊﾞｲﾀﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾊｲﾄﾞﾚ

ｲﾃｨﾝｸﾞｾﾗﾑ) 

・みずみずしい肌へ。潤いを抱え、貯水する(ｿﾌｨｰﾅ 高保湿化

粧水&乳液) 

・潤いに満ちた、まるで細胞がはじけるような感覚(保湿)へ導

く(ｴｽﾃﾀﾞﾑ ｵｰｾﾘｭﾚｰﾙ) 

・日本でただひとつの、うるおい改善美容液(ｺｰｴｰ ﾜﾝﾊﾞｲｺｰｾｰ

薬用保湿美容液) 

・肌がうっとりと夢を見るように豊かな潤いを与える(ｺｰｾｰ ｲ

ﾝｽﾄﾘｰﾑﾅｲﾄｼｰﾙﾄﾞｼﾞｪﾙ) 

・目覚める、肌本来の力(ﾅﾘｽ ﾚﾁﾉﾀｲﾌﾟﾃﾞｨｰﾌﾟｹｱｴｯｾﾝｽ EX) 

・一日一日を積み重ね、「時間美容」発想のｽｷﾝｹｱ（ｶﾈﾎﾞｳ） 

・整肌成分ｾﾗﾐﾌｧｸﾀｰが角質層のｾﾗﾐﾄﾞの働きを応援、肌が自ら潤

い続ける本来の働きを健やかに保つ(ｱｸｾｰﾇ ﾓｲｽﾄﾊﾞﾗﾝｽ R) 

・美しい細胞を増やしていく細胞ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ発想の美容液(ｱﾙﾋﾞｵ

ﾝ ｴｸﾗﾌﾁｭｰﾙ) 

・不足がちな皮脂を補うために、人の皮脂によく似たｵﾚﾝｼﾞﾗﾌｨｰ

ｵｲﾙが適している(ﾆｯｽｲﾌｧﾙﾏ ｵﾚﾝｼﾞﾗﾌｨｰｼﾘｰｽﾞ) 

・肌に最も近いといわれる天然酵母ｶﾞﾗｸﾄﾐｾｽ採用（ｶﾞﾗｸﾄｰﾚ ｽｷ

ﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽｼﾘｰｽﾞ） 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱの本質を見つめながら、最新皮膚科学を応用した(ｺ

ｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ﾚﾌﾟﾘｼｮﾝ) 

・角層に存在する肌内ｷｬﾊﾟｼﾀｰが小さい肌は潤いを抱えて留める

能力が低く透明感を失いがちという点に着目（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾘﾎﾟｿｰ

ﾑﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾘｷｯﾄﾞ）  

 

・超微細ﾅﾉｶﾌﾟｾﾙ化技術を採用の潤い保持成分が肌深部にまで浸

透する(ｱｸｾｰﾇ ﾓｲｽﾄﾊﾞﾗﾝｽﾛｰｼｮﾝ) 

・ﾌﾟﾛﾃｵｸﾞﾘｶﾝで年齢を感じさせない、若々しい肌へ導く（ﾌﾗｺﾗ 

ﾌﾟﾛﾃｵｸﾞﾘｶﾝ原液） 

・世界最小ｸﾗｽ！W ﾋﾄ型ﾅﾉｾﾗﾐﾄﾞ配合（ｱｽﾀﾘﾌﾄ ｼﾞｪﾘｰｱｸｱﾘｽﾀ） 

・ﾄﾞｩﾗﾒｰﾙの真髄ﾐﾗｸﾙﾌﾞﾛｽ(独自の保湿成分)が、すこやか、ふっ

くらとした美しく艶めく素肌に導く(ﾄﾞｩﾗﾒｰﾙ ｻﾞﾘﾆｭｰｱﾙｵｲﾙ) 

・独自美容成分「ｺﾚｽﾃﾘｯｸ液晶 LCM」が潤いを角層深くまで導く(ﾐ

ｷﾓﾄ ﾊﾟｰﾙｴｯｾﾝｽﾘｷｯﾄﾞｸﾘｽﾀﾙ) 

・一晩中、細胞ｴﾈﾙｷﾞｰを送り届ける「潤いﾐﾙﾌｨｰﾕ」を配合（ｱﾃﾆｱ 

ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾓｲｽﾁｬﾗｰｻﾞｰ） 

・濃縮 SK-Ⅱﾋﾟﾃﾗを含むﾋﾟﾃﾗ層とｵｲﾙ層を黄金比でﾌﾞﾚﾝﾄﾞし潤い

とﾂﾔをもたらす（SK-Ⅱ ﾌｪｲｼｬﾙﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｵｲﾙ） 

・独自成分「R-12」がﾊﾘと弾力の長時間効果を発揮する(ｼｬﾈﾙ 

LEL ｾﾗﾑ) 

・濃縮 SK-Ⅱﾋﾟﾃﾗを含む複合成分と、あふれ出すようなﾊﾘﾂﾔを与

えるｸﾛﾚﾗｴｷｽを配合（SK-Ⅱ RNA ﾊﾟﾜｰ） 

 

２０１６/秋冬 ① 

２０１６/秋冬 ② 

（つづき） 
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スキンケア(整える・与える) 

 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・肌に潤いを与え乾燥を防ぎ弾むようなふっくら肌へ導く（ｶﾈ

ﾎﾞｳ ﾌﾘｰﾌﾟﾗｽﾓｲｽﾄﾘﾍﾟｱｸﾘｰﾑ） 

・ｼﾞｪﾙが肌に触れると水のように変化して角質層に水分を送り

込み、潤いを保つ(ｱｸｾｰﾇ ﾓｲｽﾄﾊﾞﾗﾝｽ R) 

・溶け込むようになじみ、潤いを角層に巡らせる(ｶﾈﾎﾞｳ ﾓｲｽﾁ

ｬｰﾌﾛｳﾛｰｼｮﾝ) 

・角質層までしみわたり、みずみずしく潤う(ﾙﾃﾞｨｱ ILG-b ｺﾝｾ

ﾝﾄﾚｰﾄﾛｰｼｮﾝ) 

・角層を潤いで満たし、美容成分を肌細部へ届ける道を作る(ｱ

ｽﾀﾘﾌﾄ ﾓｲｽﾄﾛｰｼｮﾝ) 

・深く潤い、しなやかに弾む美しい肌へ導く（ｼｬﾈﾙ LEL ﾛｰｼｮ

ﾝ） 

・吸い込んだ潤いは逃さない（ｶﾞﾗｸﾄｰﾚ ｽｷﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽｼﾘｰｽﾞ） 

・「時間美容」発想で、潤いに満ちたﾊﾘ肌へ導く（ｶﾈﾎﾞｳ ﾅｲﾄﾘ

ﾋﾟｯﾄﾞｳｪｱ） 

・美容液が角層に浸透、潤いﾊﾘに満ちつるんとなめらかな肌に

導く（ｿﾌｨｰﾅ 美活ﾊﾟﾜｰﾑｰｽ） 

・ｷﾒのすみずみまで緻密に入り込み､ﾓｲｽﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞﾈｯﾄを形成し、

ﾋﾟﾝと充実のﾊﾘ肌へ導く（ｶﾈﾎﾞｳ ﾃﾞｭｰﾎﾞｰﾃﾓｲｽﾄﾘﾌﾄｴｯｾﾝｽ） 

・乾燥による小じわの目立たないなめらかなﾊﾘ肌へ導く(ﾄﾞｩﾗﾒ

ｰﾙ ｻﾞﾘﾆｭｰｱﾙｵｲﾙ) 

・潤いｳﾞｪｰﾙで弾むﾊﾘ感をｷｰﾌﾟする(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ｸﾘｰﾑ&ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ) 

・ﾋﾟﾝと充実のﾊﾘ肌へ導く（ｶﾈﾎﾞｳ ﾃﾞｭｳﾎﾞｰﾃﾓｲｽﾄﾘﾌﾄｴｯｾﾝｽ） 

・肌への負担を気にせず、ﾊﾘ、透明感、潤いを体感できる（ﾉﾌﾞ

ｾﾙﾌｧｰﾏ） 

・眠っている間に肌を健やかな状態に整え輝き、ふっくらとし

たﾊﾘ感をもたらす（ｼｽﾚｰ ｽﾌﾟﾚﾐﾔﾊﾞｰﾑ） 

・重力から解放されよう、ﾊﾘ感が満ちてくる、肌のごちそう(ｿﾞ

ｴｵﾌﾞｽｲﾂﾗﾝﾄﾞ) 

・頬にぐっと湧き上がるようなﾊﾘ感(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ﾚﾌﾟﾘｼｮﾝ) 

・年齢の気になる肌に働きかけて、みなぎるようなﾊﾘ感を与え

る(ﾅﾘｽ ﾃﾞｨｰﾌﾟｹｱｴｯｾﾝｽ EX) 

・ﾊﾘ、弾力目覚めるｸﾘｰﾑ。内側から持ち上がるようなふっくら

肌へ導く(ﾐｭｰﾉｱｰｼﾞｭ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾘｼﾞｭﾋﾞﾈｰｼｮﾝｸﾘｰﾑ) 

・ﾊﾘ、ﾂﾔ、透明感、思いのままに(ｵﾊﾞｼﾞ ｱｸﾃｨﾌﾞｻｰｼﾞｼﾘｰｽﾞ) 

・肌をすっきりと引き締めﾊﾘを与える(ｸﾘﾆｰｸ ｽｶﾙﾌﾟﾄｳｪｱﾓｲｽﾁｬ

ｰﾘﾌﾄｾﾗﾑ) 

・重力に負けない上向きのﾊﾘ肌に導くｱﾝﾌﾟﾙｰﾙ ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾃﾞｰｴ

ｲｼﾞｼﾘｰｽﾞ） 

 

・乾燥して固くなりがちな角層細胞の中のｹﾗﾁﾝ線維に水分を抱

え込ませるというｹﾗﾁﾝ保水処方で角層を柔らかくする（ｿﾌｨｰﾅ 

土台美容液） 

・美容皮膚科学にもとづいて開発されたｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱｼﾘｰｽ （゙ﾉﾌﾞ ｾ

ﾙﾌｧｰﾏ） 

・ﾛｰｽﾞﾘｯﾁﾌﾟﾗｾﾝﾀがｺﾗｰｹﾞﾝを「捨てる力」「生み出す力」を高める

（ﾌｧﾝｹﾙ BC ﾋﾞｭｰﾃｨｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ） 

・高濃度ｵﾘｺﾞ糖配合、育菌美容液で始めるｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ習慣(ｵﾘｺﾞﾛ

ｼﾞｯｸ ｶﾙﾁｬﾘﾝｸﾞｾﾗﾑ) 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱのための保湿成分ｼﾙｸと形状記憶弾力ﾎﾟﾘﾏｰが乾燥に

よる小じわを目立たなくする（四季彩 SLK ｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄｴｯｾﾝｽ） 

・乾燥による小ｼﾞﾜを目立たなくする「発芽米発酵液」100%の化

粧液（ﾌｧﾝｹﾙ 発酵浸透化粧液） 

・約 100種の和漢植物から厳選した透明感ﾚｼﾋﾟ（ｺｰｾｰ 雪肌精） 

・太古の熟成植物成分、ﾌﾑｽｴｷｽ配合（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝ） 

・ﾀﾞｲﾚｸﾄに肌に届く､ﾌﾟﾗｾﾝﾀ 100%の美容液(ﾌﾗｺﾗ ﾌﾟﾗｾﾝﾀｴｸｽﾄﾗｸ

ﾄ) 

・月下香培養ｴｯｾﾝｽを高保湿成分に新配合（ｿﾌｨｰﾅ 高保湿化粧水

&乳液） 

・独自成分「白神ﾏﾛｳ花ｴｷｽ」を配合(ｲｸﾞﾆｽ ﾌﾗﾜｰｽﾋﾟﾘｯﾄ) 

・ﾛｰｽﾞﾘｯﾁﾌﾟﾗｾﾝﾀのちからで古いｺﾗｰｹﾞﾝを捨て新しいｺﾗｰｹﾞﾝを生

み出しふっくら肌へ導く(ﾌｧﾝｹﾙ ﾋﾞｭｰﾃｨｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ)  

・日本の伝承素材を厳選し、国限りなく国産自然に近い形で再現

させた古くて新しいｽｷﾝｹｱであり、100%の植物水が主成分(ﾈｵﾅ

ﾁｭﾗﾙ ｵｰﾃﾞﾆｯﾎﾟﾝ) 

・持続性ｱｸｱﾌｨｰﾀﾞｰ処方により、肌の表面に水のｳﾞｪｰﾙを形成し、

少しずつ水分を角質層に送り届ける(ｱｸｾｰﾇ ﾓｲｽﾄﾊﾞﾗﾝｽ R) 

・持続型ﾊﾘ付与成分配合でｷﾒのすみずみまで緻密に入り込み、ﾓ

ｲｽﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞﾈｯﾄを形成する（ｶﾈﾎﾞｳ ﾃﾞｭｳﾎﾞｰﾃﾓｲｽﾄﾘﾌﾄｴｯｾﾝｽ） 

・新安定型ﾊｲﾄﾞﾛｷﾉﾝ配合（ｱﾝﾌﾟﾙｰﾙ ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾎﾜｲﾄｼﾘｰｽﾞ） 

・ｾﾙﾌﾒﾝﾃﾅﾝｽﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ配合（ｱﾝﾌﾟﾙｰﾙ ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾃﾞｰｴｲｼﾞｼﾘｰｽﾞ） 

・ｾﾙﾌｧｰﾏ独自の発想〝ﾁｬｰｼﾞﾋﾟｰﾙ成分″（ﾉﾌﾞ ｾﾙﾌｧｰﾏ） 

・保湿成分ﾗｲｽﾊﾟﾜｰ「米ｴｷｽ」№11配合(ｺｰｾｰ 肌極濃密しっとり

ｸﾘｰﾑ) 

・密着ﾋｱﾙﾛﾝ酸が隙間なくｶﾊﾞｰし、なめらかｷﾒ肌を一日中持続さ

せる(ｱﾃﾆｱ ﾋｱﾛｺｰﾄﾛｰｼｮﾝ) 

・角質細胞のひとつひとつをふっくら潤わせる新技術ｾﾙﾊﾞｳﾝｽ技

術採用(ｱｸｾｰﾇ ﾓｲｽﾄﾊﾞﾗﾝｽﾛｰｼｮﾝ) 

 

 



 16 

 

スキンケア(整える・与える) 

 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・驚くほどの浸透力でﾊﾘつや肌へ導く(ﾌｧﾝｹﾙ 発酵浸透化粧液) 

・内側からのふっくら弾むようなﾊﾘをもたらす「美弾力」で、輝き

に満ちたﾂﾔ肌へ導く（ﾌｧﾝｹﾙ BC ﾋﾞｭｰﾃｨｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ） 

・こっくりとした濃密なﾃｸｽﾁｬｰで肌に吸い付くようなしっとり感

を与え、ふっくらとしたﾊﾘを叶える(ｺｰｾｰ 肌極濃密しっとりｸﾘ

ｰﾑ) 

・ほしかった〝上向きのﾊﾘ感″、〝ﾌﾟﾙﾌﾟﾙの弾力″を感じることが

できる（ｺｰｾｰ ｱｽﾀﾌﾞﾗﾝ W ﾘﾌﾄｾﾝｾｰｼｮﾝ） 

・うるおいを長時間与え、透明感のあるみなぎるﾊﾘﾂﾔ肌へ導く（SK-

Ⅱ RNA ﾊﾟﾜｰ） 

・しっとりとした潤いに満ち、ｻﾃﾝのようになめらかで透明感のあ

る肌へと導く集中ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱﾏｽｸ（ｵﾙﾗｰﾇ ｸﾚｰﾑﾛﾜｲﾔﾙﾎﾞｰｻﾌﾞﾗｲﾑ） 

・鈍る夜の再生力も「真夜中のｽｲｯﾁ」で起動し、ｷﾞｭｯと密度の高い

肌へ導く(ｱﾃﾆｱ ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾓｲｽﾁｬﾗｲｻﾞｰ) 

・年齢を感じさせない肌へ、ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ効果を高める先行型酵活美

容液（ｵﾙﾋﾞｽ ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟｾﾗﾑ） 

・乾燥による小じわを目立たなくする（ｲﾝﾅｰｼｸﾞﾅﾙ ﾘｼﾞｭﾌﾞﾈｲﾄｴｷｽ） 

・肌の変わり目、肌荒れや乾燥などにすぐに応える(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ﾕｲﾙ

ﾚﾊﾟﾗﾄｩﾘｽ) 

・ﾜﾝｽﾌﾟﾚｰで美細胞ｹｱ。すがすがしく澄みわたる肌へ導く(ﾃﾞｨｵｰﾙ 

ﾜﾝｴｯｾﾝｼｬﾙﾐｽﾄﾛｰｼｮﾝ) 

・濃密な潤いで満たし、透明感あふれる肌へ導く（ｺｰｾｰ 薬用雪肌

精ｴﾝﾘｯﾁ） 

・とろり濃密！うるおいﾏｽｸ後のような、ﾂﾔ、ﾊﾘ透明感を与える（資

生堂ﾌﾟﾘｵｰﾙ ﾏｽｸｲﾝ化粧水） 

・肌の基礎を整え、見たことがないほど輝く肌に導く(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌ

ｨﾄﾁｭｰﾝ) 

・ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰに着目。ｷﾒが整い、なめらかで輝くような肌印象へ導く

（ｸﾘﾆｰｸ ﾀｰﾝｱﾗｳﾝﾄﾞｾﾗﾑ） 

・輝きあふれる、ひときわ明るい素肌へ導く（ｱﾝﾌﾟﾙｰﾙ ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘ

ｰﾎﾜｲﾄｼﾘｰｽﾞ） 

・角層をすこやかに整える（ｴｸｻｰｼﾞｭ ｱｸﾃｨﾍﾞｰｼｮﾝﾓｲｽﾁｭｱﾐﾙｸ） 

・夏をﾘｾｯﾄして角層ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄで美しい秋へ（ｴｸｻｰｼﾞｭ ｱｸﾃｨﾍﾞｰｼｮﾝﾓ

ｲｽﾁｭｱﾐﾙｸ） 

・ﾄﾗﾌﾞﾙに負けない肌へ導く、先行型薬用角質ｹｱ美容液（ｵﾙﾋﾞｽ ｽ

ｷﾝｱｸﾃｨﾌﾞｾﾗﾑ） 

・内側から栄養を与えて透明感に満ちたｷﾒ美肌に導く(ｱﾃﾆｱ ﾋｱﾛｺ

ｰﾄﾛｰｼｮﾝ) 

・ｷﾒ細かく、みずみずしく、透明感あふれる雪のような肌へ導く（ｺ

ｰｾｰ 雪肌精） 

  

 

２０１６/秋冬 ③ （つづき） 
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スキンケア(整える・与える) 

 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ ス

メ ト

レ ン

ド 実

状 

・蓄積したﾒﾗﾆﾝを追い出し、ｼﾐそばかすを防ぐ（ｲﾝﾅｰｼｸﾞﾅﾙ ﾘ

ｼﾞｭﾌﾞﾈｲﾄｴｷｽ） 

・ﾒﾗﾆﾝの生成を抑えてｼﾐ､ｿﾊﾞｶｽを積極的に防ぐ(ｴｸｻｰｼﾞｭ ﾎﾜｲﾄ

ｼﾞｪﾈﾚｰﾄ) 

・毛穴の目立ちにくいﾊﾘﾂﾔ肌へ導く（SK-Ⅱ RNA ﾊﾟﾜｰｴｯｾﾝｽ） 

〈ｱｲｹｱ〉 

・目元の明るさやｷﾒを損ねるﾎﾟｲﾝﾄをとらえ、ｱﾌﾟﾛｰﾁする目もと

用美容液（LEL ｾﾗﾑﾕｰ） 

・独自のｱｲｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ配合で、気になるﾊﾘ、弾力をｹｱする目もと

用ｸﾘｰﾑ（LEL ｸﾚｰﾑﾕｰ） 

・ふっくらﾋﾟﾝ！とした目もとへ、ﾊﾘ、弾力ｱｲｸﾘｰﾑ(ﾐｭｰﾉｱｰｼﾞｭ 

ﾘﾍﾟｱｱｲｸﾘｰﾑ) 

・みなぎるﾊﾘをもたらし、凛と輝く目もとの印象へ導く（SK-Ⅱ

ﾊﾟﾜｰｱｲｸﾘｰﾑ） 

  

 
 

スキンケア(下地・補正) 
 

 下地の機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・肌表面をなめらかに整えながら、あらゆる色ﾑﾗの悩みを一気に解

決する（ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾌｨｯｸｽｲｯﾄｶﾗｰ） 

・ﾍﾞｰｽﾒｲｸにｵｲﾙのようなﾂﾔを、ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟのﾊｲﾗｲﾄ(ﾙﾅｿﾙ ｸﾞﾛｳｲﾝｸﾞ

ﾃﾞｲｽﾃｨｯｸ) 

・肌の色と質感をｺﾝﾄﾛｰﾙする(ﾙﾅｿﾙ ﾓﾃﾞｴﾘﾝｸﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｰｽ) 

・目元のｸﾏをｶﾊﾞｰし、明るく潤いを与える(ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｽ

ｷﾝｾﾗﾑｺﾝｼｰﾗｰ) 

・瞬時に光を感じるほどの明るさ。翳りさえ飛ばす、輝きのｳﾞｪｰﾙ

（ｴｸｼｱ AL ﾀﾃﾞｨｱﾝﾄｸﾞﾛｳﾒｲｸｱｯﾌﾟｾﾗﾑ） 

・素肌とﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝを輝きでつなぐ（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ｳﾞｫﾜｰﾙﾄﾗﾝｽﾊﾟﾗﾝ） 

・くすみや影を光で飛ばしながら艶やかで気品ある肌にととのえ

る（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｸﾞﾛｰｲﾝｸﾞｺﾝｼｰﾗｰ） 

・ふわっと浮かぶような光感、いきいきとした血色感漂う肌の色を

演出する化粧下地（ｶﾈﾎﾞｳ ｸﾞﾛｳﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・長時間潤いを守りながら乾燥によるくずれを防ぐ（ﾊｰﾊﾞｰ しっ

とりﾍﾞｰｽ EX） 

・いつでもどこでも手軽にｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱしながら肌色も補正(ﾃﾞｨｵｰﾙ 

ｶﾌﾟﾁｭｰﾙﾄｰﾀﾙﾄﾞﾘｰﾑｽｷﾝ) 

・みずみずしいﾀｯﾁで、化粧崩れも日焼けによるｼﾐも防ぐ､ﾗｽﾃｨﾝｸﾞ

化粧下地（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾍﾞｰｽ UV） 

 ・ﾋｱﾛｷｬｯﾁ、和漢ﾓｲｽﾁｬｰｴｷｽ、卵殻膜ｴｷｽの美肌成分で長時間潤う

（ﾊｰﾊﾞｰ しっとりﾍﾞｰｽ EX） 

・ﾌﾟﾗｲﾏｰとｺﾝﾄﾛｰﾙｶﾗｰがひとつになったｺﾝｼｰﾗｰ(ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾌｨｯｸｽｲｯ

ﾄｶﾗｰ) 

・和漢植物ｴｷｽなどの保湿成分たっぷりのｸﾘｰﾑで乾燥、肌荒れを

防ぎ、くすみがちな肌や毛穴までｶﾊﾞｰする（ｶﾈﾎﾞｳ ﾌﾘｰﾌﾟﾗｽﾏｲ

ﾙﾄﾞ BB ｸﾘｰﾑ） 

  

２０１６/秋冬 ⑤ 

２０１６/秋冬 ④ （つづき） 
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ベースメイク（ファンデーション） 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・朝、ｶﾞｰﾙﾌﾚﾝﾄﾞの肌、夜、恋人の肌(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｽﾉｰﾋﾞｭｰﾃｨⅢ) 

・乳液なのにおしろい(資生堂ﾌﾟﾘｵｰﾙ おしろい美白乳液) 

・立体感と造形美で顔立ちの美しさが冴える（ｴｸｼｱ AL ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ

ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓｲｽﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・なめらかにして強靭。美しさを形状記憶。小顔ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝの進

化版（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾀｲﾄﾌｨﾙﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ PRO） 

・色ときらめきの上質なﾆｭｱﾝｽ、表情を優雅に飾るﾌｪｲｽｶﾗｰ（ｴﾚｶﾞ

ﾝｽ ﾌﾞﾘｽｵｰﾗ） 

・生ﾂﾔ、生ふわ｢ﾚｱ肌｣仕上げ。究極の素肌を模倣するﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽﾏｰﾄｽｷﾝﾍﾞﾘｰﾚｱ） 

・くるりと混ぜて、ひと塗り。ふんわりと頬を染める立体ｸﾞﾗﾃﾞｰ

ｼｮﾝが思いのままに（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｵｰﾄﾏﾃｨｯｸﾁｰｸｶﾗｰ） 

・乾燥肌に悩むすべての女性へ、潤いあふれる美しい肌を(ﾎﾞﾋﾞ

ｰﾌﾞﾗｳﾝ ｽｷﾝﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞｸﾞﾛｳﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・ｶﾊﾞｰ力､ﾂﾔ、潤いを満たしﾒｲｸしたての肌が一日中続く（MiMC ﾐ

ﾈﾗﾙｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・さらなる透明感を与えながら仕上がりの美しさをｷｰﾌﾟする洗

練ｳﾞｪｰﾙ（MiMC ﾐﾈﾗﾙﾊﾟｰﾀﾞｰｳﾞｪｰﾙ） 

・4色の光(ﾙﾐﾅｽ)が作り出す、洗練の透明感、美白ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ｱﾙ

ﾋﾞｵﾝ ﾎﾜｲﾄｼﾌｫﾝﾙﾐﾅｽ) 

・絶妙ｶﾊﾞｰとﾇｹ感で透明感あふれるﾅﾁｭﾗﾙな肌に導く(ｲﾝﾃｸﾞﾚｲﾄ 

ﾌﾟﾛﾌｨﾆｯｼｭﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・ﾊﾞﾗの花びらのように、みずみずしく繊細な輝きを肌へ与える

(ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾙﾈｸﾀｰﾄﾞｩﾀﾝ） 

・もっと明るく 12時間ｶﾊﾞｰ（ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾓｲｽﾁｭｱｳﾞｪｰﾙ LX） 

・パッと明るくﾂﾔ肌実感、新－5才肌ﾘｷｯﾄ （゙ｿﾌｨｰﾅ ﾌﾟﾘﾏｳﾞｨｽﾀﾃﾞ

ｨｱ） 

・たったひと塗り、ｼﾐが消える。肌が艶めく（ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾌﾛﾚｽﾌｨｯ

ﾄ） 

・植物ｵｲﾙによるｽｷﾝｹｱ効果で、「肌自体に潜む美しさ」を引き出

す（ｽﾘｰ ﾌﾛｰﾚｽｴｼﾘｱﾙﾌﾙｲﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・美容液のような美肌成分を配合したｽｷﾝｹｱ感覚のﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（ﾊ

ｰﾊﾞｰ ﾐﾈﾗﾙﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・濃厚なｸﾘｰﾑが気になる小じわや肌のｷﾒをｶﾊﾞｰして保湿&ｴｲｼﾞﾝ

ｸﾞｹｱする（MiMC ﾐﾈﾗﾙｸﾘｰﾐｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾏﾝｺﾞｰ種子ﾊﾞﾀｰとｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙが紫外線を浴びやすい頬部分をしっ

かり保湿してｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱする（MiMC ﾐﾈﾗﾙｸﾘｰﾐｰﾁｰｸ） 

・ｽﾁｰﾑを浴びたような肌を造る高保湿ﾘｸｲﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（ｴﾚｶﾞﾝｽ 

ｽﾃｨｰﾐﾝｸﾞｽｷﾝ） 

・冬虫夏草配合で、使うたび、輝くようなﾊﾘﾂﾔ肌へ導く（ﾎﾞﾋﾞｰ

ﾌﾞﾗｳﾝ ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｽｷﾝｾﾗﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・天然由来成分 86％以上で、ﾒｲｸｵﾌした後も「もっちり」とした

やわらかな肌の質感に（ｽﾘｰ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞﾊｰﾓﾆｰﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ） 

 

・心地よい引き締め感のある薄いﾌｨﾙﾑ膜が肌をｷｭｯと包み込む(ｱ

ﾙﾋﾞｵﾝ ﾀｲﾄﾌｨﾙﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ PRO) 

・褪せない、乱れない､ﾒｲｸを落とすまで続く美しさ（ｴｸｼｱ AL ﾘ

ﾌﾃｨﾝｸﾞｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓｲｽﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・天然真珠の艶と潤いで、気になる部分をｶﾊﾞｰする（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｴ

ﾚｶﾞﾝﾄｸﾞﾛｳﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・気になるｴｲｼﾞﾝｸﾞｻｲﾝをｶﾊﾞｰしながら肌と一体化し、ﾊﾘ感のある

ﾅﾁｭﾗﾙな仕上がりを叶える（ｽﾘｰ ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾊｰﾓﾆｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾂﾔを重ねるほどに増すﾘｱﾙな透明感と、光によるたしかなｶﾊﾞｰ

力を長時間実感できる（ｽﾘｰﾌﾛｰﾚｽｴｼﾘｱﾙﾌﾙｲﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ｻﾃﾝのような光沢、透明感のある発色で、心弾む表情へ導く（ｶ

ﾈﾎﾞｳ ｳﾞｧﾘｱﾝﾌﾞﾗｯｾ〈ﾁｰｸｽ〉） 

・うるおいのｲﾙﾐﾈｲﾃｨﾝｸﾞﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ配合で全く新しい透明感

を与える（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ﾀﾝﾌﾟｰﾄﾞﾙｴｸﾗ） 

・海由来の保湿成分と真珠ﾊﾟｳﾀﾞｰ配合で、透明感のある、ふんわ

り自然なﾂﾔ肌に仕上げる(ﾌﾟﾚﾃﾞｧ ﾌﾟｰﾄﾞﾙｴﾒｰﾙ) 

・天然ﾐﾈﾗﾙ色素で上気したような頬を演出するｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝﾁｰｸ（江

原道 ﾏｲﾌｧﾝｽｨｰﾐﾈﾗﾙﾁｰｸﾊﾟﾚｯﾄ） 

・羽根のように軽やかなﾊﾟｳﾀﾞｰが透明のｳﾞｪｰﾙをかけたように毛

穴や凹凸をｶﾑﾌﾗｰｼﾞｭする（ﾙﾅｿﾙ ｼｱｰﾗｲﾄﾙｰｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ｹﾞﾙが光の効果で毛穴や凹凸をｶﾊﾞｰしながら肌をふんわり魅せ

る（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽﾏｰﾄｽｷﾝﾍﾞﾘｰﾚｱ） 
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メイク全体 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・湿度ﾒｲｸで、きれい格上げ(ｴﾚｶﾞﾝｽ 2016 ｵｰﾀﾑ) 

・生命感を吹きこんで、本物の素顔が生まれる(ｽﾘｰ ﾍﾞｰｽﾒｲｸ) 

・陽空浄化(ﾙﾅｿﾙ 2017 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾒｲｸｱｯﾌﾟｺﾚｸｼｮﾝ) 

・刻々と変化する自然のｻｲｸﾙと美しく咲き誇る花々にｲﾝｽﾊﾟｲｱ

された、鮮やかで繊細なｶﾗｰｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝをｱｲ、ﾌｪｲｽ、ﾘｯﾌﾟに纏

うｺﾚｸｼｮﾝ(ﾃﾞｨｵｰﾙ 2017 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ) 

・ｸｰﾙな大人の魅力を醸し出す浄化ﾒｲｸ（ﾙﾅｿﾙ 2016 ｳｨﾝﾀｰ） 

・魅了する唇。虜にする人(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ 2016 ｵｰﾀﾑ&ｳｨﾝﾀｰｺﾚｸｼｮﾝ) 

・大人を旬にさせる、赤（ｽｯｸ 2016秋冬ｶﾗｰｺﾚｸｼｮﾝ） 

・ﾊﾟｰﾙﾋﾟﾝｸと光のﾚﾔﾘﾝｸﾞで、最高の輝きを放つﾊｯﾋﾟｰｸﾞﾛｳな肌

へ（ｹﾞﾗﾝ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 2017 ﾒﾃﾘｵｯﾄﾊｯﾋﾟｰｸﾞﾛｳｺﾚｸｼｮﾝ） 

・全品に保湿成分ｽｸﾜﾗﾝ配合のほか、ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ機能をﾌﾟﾗｽ(ﾊｰﾊﾞ

ｰ ﾐﾈﾗﾙｶﾗｰﾒｲｸ) 

・ﾃﾞｨｵｰﾙｶﾞｰﾃﾞﾝで育まれた｢ﾛﾝｺﾞｻﾞ｣と｢ｵﾋﾟﾘｱ｣２つの植物成分配

合で、ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ（ﾃﾞｨｵｰﾙ ｶﾌﾟﾁｭｰﾙﾄｰﾀﾙ） 

・全品に美容液成分を贅沢に配合のほか、ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ機能をﾌﾟﾗｽ

（ﾊｰﾊﾞｰ ﾐﾈﾗﾙｶﾗｰﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・独自のｵｲﾙｺﾝﾄﾛｰﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰ採用で、過剰な皮脂をｷｬｯﾁし毛穴を引

き締める（ﾃﾞｨｵｰﾙ ｶﾌﾟﾁｭｰﾙﾄｰﾀﾙ） 

 

・色や光で主張するのではなく、佇まいで魅了する（ﾙﾅｿﾙ 2016

ｳｨﾝﾀｰ） 

・ｼｯｸでｺﾞｰｼﾞｬｽな目もとの輝きはまるで、幸福感に満ちたﾎﾘﾃﾞｰ

の夜空とそこに無数に散りばめられた眩い星屑のよう（ｽﾘｰ ﾜ

ｲﾙﾄﾞｱｯﾄﾊｰﾄｷｯﾄ） 

 

 
 

メイク（アイ） 
 

 

 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

〈ｱｲｼｬﾄﾞｳ〉 

・重ねるほど、美を研ぎ澄ます(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾇｰｳﾞｪﾙｱｲｽﾞ) 

・目もとのﾓﾀﾞﾝｱｰﾄに釘付けになる(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ﾊﾟﾚｯﾄｸﾙｰﾙｼﾞｭｰ) 

・指先ひとつで、かなえる魔法、1色で宝石の煌めき、潤うま

なざし（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｱｲｸﾞﾛｳｼﾞｪﾑ） 

・ﾐｽﾃﾘｱｽに高揚を彩るｱｲｼｬﾄﾞｳｰ（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ｵﾝﾌﾞﾙｸﾙｰﾙｸｱﾄﾞﾘ） 

〈ｱｲﾗｲﾅｰ〉 

・魅せる黒。香り立つｴﾚｶﾞﾝﾄ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾘｷｯﾄﾞｱｲﾗｲﾅ

ｰ） 

・視線が語りだす。魅力に深みを与えるｱｲﾗｲﾅ （ーﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ｳ

ｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌｱｲﾗｲﾅｰ） 

〈ﾏｽｶﾗ〉 

・凛とｶｰﾙするﾌｨﾙﾑﾏｽｶﾗ（ｴﾚｶﾞﾝｽ ｽﾍﾟｸﾀｸﾙﾏｽｶﾗ） 

・ﾀﾞｲﾔﾙ回して、目ﾁﾞｶﾗ自在(ｸﾘﾆｰｸ ﾗｯｼｭﾊﾟﾜｰﾌﾗｯﾀｰﾄｩｰﾌﾙﾏｽｶ

ﾗ) 

・艶めき、より遠くまで。華麗なﾛﾝｸﾞﾏｽｶﾗ(ｱｲﾏﾆｱ ﾐﾈﾗﾙﾛﾝｸﾞﾏ

ｽｶﾗ) 

〈ｱｲﾌﾞﾛｳ〉 

・ﾉｰﾃｸで美眉、自然に仕上がるｱｲﾌﾞﾛｳﾍﾟﾝｼﾙ（ｴﾚｶﾞﾝｽ ｱｲﾌﾞﾛｳ

ｽﾘﾑ） 

・なりたい自分に眉から変身（ﾍﾋﾞｰﾛｰﾃｰｼｮﾝ ｼﾞｪﾙｱｲﾌﾞﾛｳﾗｲﾅ

ｰ） 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 

・美容液成分配合でﾃﾞﾘｹｰﾄな瞼にしっとりﾌｨｯﾄする（ﾊｰﾊﾞｰ ｸﾞ

ﾗﾃﾞｰｼｮﾝｱｲｶﾗｰ） 

〈ｱｲｼｬﾄﾞｳ〉 
・美容液成分でくすみを飛ばししっとりﾌｨｯﾄして美しさを長時
間ｷｰﾌﾟする（ﾊｰﾊﾞｰ ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝｱｲｶﾗｰ） 

・しっとりと肌に溶け込み、ﾊﾘ、立体感も醸し出す（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ 
ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝｱｲｼｬﾄﾞｳ） 

・目もと際立つ濡れ艶ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝをかなえるｱｲｶﾗｰ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｱ
ｲｸﾞﾛｳｼﾞｪﾑ） 

・重ねるほど濃淡が際立ち、1 色でさまざまなﾆｭｱﾝｽの目もとを
演出する（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｱｲｸﾞﾛｳｼﾞｪﾑ） 

・繊細な輝きを溶け込ませた深みのあるｶﾗｰがまぶたに奥行きと
上品なﾂﾔを与える(ﾙﾅｿﾙ ｺﾞｰﾙﾄﾞﾆｭｱﾝｽｱｲｽﾞ) 

・美しいｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝで挑むような強さと優しさのある目もとを演

出するｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ｵﾝﾌﾞﾙｸﾙｰﾙｸｱﾄﾞﾘ） 
・光を巧みに操り、立体感とﾆｭｱﾝｽを生み出す(ｽｯｸ ﾃﾞｨｰﾌﾟﾆｭｱﾝ
ｽｱｲｽﾞ) 

・目もとの骨格とﾗｲﾝを際立たせて強い意志を感じさせる目もと
に仕上げる（ｶﾈﾎﾞｳ ｾﾚｸｼｮﾝｶﾗｰｽﾞｱｲｼｬﾄﾞｳ） 

〈ｱｲﾗｲﾅｰ〉 
・なめらかなﾀｯﾁで均一にのび広がり、凛とした艶めきのある印
象的な目もとにする（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾘｷｯﾄﾞｱｲﾗｲﾅｰ） 

〈ﾏｽｶﾗ〉 
・先端に向かってﾌﾞﾗｼが細くなるのでﾜﾝｽﾄﾛｰｸで目じりまで美し
く(ｸﾘﾆｰｸ ﾗｯｼｭﾊﾟﾜｰﾌﾗｯﾀｰﾄｩｰﾌﾙﾏｽｶﾗ) 

・ひと塗りで、目を奪われるほど濃密なﾎﾞﾘｭｰﾑﾗｯｼｭが完成する(ｸ
ﾗﾗﾝｽ ｽｰﾊﾟｰﾎﾞﾘｭｰﾑﾏｽｶﾗ) 

 

２０１６/秋冬 ⑥ 
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メイク（リップ） 
 

 

  

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

・ｴｷｿﾞﾁｯｸを忍ばせた、洗練のｵｰﾀﾑｶﾗｰ(ｹｻﾗﾝﾊﾟｻﾗﾝ ｽﾑｰｽﾘｯﾌﾟ

ｽ) 

・さっと塗るだけ！ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱﾘｯﾌﾟ、肌を明るく見せて､ﾅﾁｭﾗﾙ

な血色感（資生堂ﾌﾟﾘｵｰﾙ 美ﾘﾌﾄﾘｯﾌﾟ CC） 

・ｷﾚｲに発色、口紅より透明感（ｵﾍﾟﾗ ｼｱｰﾘｯﾌﾟｶﾗｰ）（ｸﾞﾛｽ） 

・透けるｷﾚｲ色落ちずに続く（ｵﾍﾟﾗ ﾘｯﾌﾟﾃｨﾝﾄ） 

・劇的に、乾かない心奪われる美しいｶﾗｰ(ｸﾘﾆｰｸ ﾎﾟｯﾌﾟﾏｯﾄ) 

・ふんわり染まる、ｵﾄﾅのﾃｨﾝﾄ(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｳｫｰﾀﾘｰﾙｰｼﾞｭ) 

・凛として、鮮やか。唇に咲く、濃密な潤い（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｱｰﾙ

ﾃﾞﾌﾙｰﾙ） 

・口もとに咲かせるｱｰﾙﾃﾞｺの色と質感(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ﾊﾟﾚｯﾄｸﾙｰﾙﾚｰ

ﾌﾞﾙ) 

・挑むように鮮やか。心を射るﾘｷｯﾄﾞﾙｰｼﾞｭ（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ﾙｰｼﾞｭﾘ

ｷｯﾄﾞｴｸﾗ） 

・濡れつや美発色の秘密は「色、潤い高密着処方」(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾌﾟ

ﾚﾐｱﾑｽﾃｲﾙｰｼﾞｭ) 

・ひと塗りで、大人の純度を上げる唇へ（ｽｯｸ ｴｸｽﾄﾗｸﾞﾛｳﾘｯﾌﾟ

ｽﾃｨｯｸ） 

・唇をｹｱしながらﾆｭｱﾝｽのあるﾓｰﾄﾞな唇へ、ｺﾗｰｹﾞﾝ配合のﾙｰｼﾞｭ

ﾊﾞｰﾑ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾙｰｼﾞｭﾊﾞｰﾑ） 

・保湿を叶える植物ｵｲﾙ配合（ｽﾘｰ ｼﾏﾘﾝｸﾞﾘｯﾌﾟｼﾞｬﾑ） 

・ﾋｱﾙﾛﾝﾝ酸誘導体配合のみずみずしい潤いで、唇をなめらかに

整えて縦ｼﾞﾜや乾燥から保護する（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｱｰﾙﾃﾞﾌﾙｰﾙ） 

・ﾋｱﾙﾛﾝ酸などのﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ成分で唇をなめらかに整える（ｴｽﾃｨｰﾛ

ｰﾀﾞｰ ﾋﾟｭｱｶﾗｰｴﾝｳﾞｨﾘｯﾌﾟﾎﾞﾘｭｰﾏｲｻﾞｰ） 

・ｵｲﾙのｴｷｽﾊﾟｰﾄ､ｸﾗﾗﾝｽが開発した 4 植物の恵み豊かな至福のﾘｯ

ﾌﾟｵｲﾙ（ｸﾗﾗﾝｽ ｺﾝﾌｫｰﾄﾘｯﾌﾟｵｲﾙ） 

 

・ﾃｨﾝﾄ処方で、色を乗せたのではなく、唇そのものが色づいたよ

うな仕上がりになる（ｵﾍﾟﾗ ﾘｯﾌﾟﾃｨﾝﾄ） 

・彩度の高いｸﾘｱなｶﾗｰが透けるように発色しﾌﾚｯｼｭな唇を生み出

す（ﾙﾅｿﾙ ｼｱｰｱｸｱｽﾃｨｯｸﾘｯﾌﾟｽ） 

・鮮やかな発色で唇の輪郭を引き締め、つけたてのｸﾘｱな色、ﾂﾔ

が長時間持続する（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｱｰﾙﾃﾞﾌﾙｰﾙ） 

・ほんのりとした発色でいきいきとした輝きを与える（ｴｽﾃｨｰﾛｰ

ﾀﾞｰ ﾋﾟｭｱｶﾗｰｴﾝｳﾞｨﾘｯﾌﾟﾎﾞﾘｭｰﾏｲｻﾞｰ） 

・口紅のような華やかな発色で存在感のある唇を作る（RMK ｶﾗ

ｰﾘｯﾌﾟｸﾞﾛｽ） 

 

２０１６/秋冬 ⑦ 

 

２０１６/秋冬 ⑧ 
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ヘアケア 
 

 

  

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

・髪色から、愛されｵｰﾗつやめく（ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ﾍｱｶﾗｰ） 

・ｻﾛﾝ帰りの指通り､ｽﾙｯとﾂﾔ髪美人(ｸﾞﾚｰｽ er ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙｼｬﾝﾌﾟ

ｰ) 

・ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ流、ふわ艶髪で顔印象がﾊﾟｯとする(ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ｽｶﾙﾌﾟｴｯｾ

ﾝｽ) 

・ｼｬﾝﾌﾟｰ習慣に新境地、ﾉｰﾌﾟｰ(ﾉｰｼｬﾝﾌﾟｰ)。泡やめる、ﾀﾞﾒｰｼﾞやめ

る(ﾛﾚｱﾙ ｴｸｽﾄﾗｵｰﾃﾞｨﾅﾘｰｵｲﾙﾗｸﾚﾑﾗｳﾞｫﾝｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ) 

・髪が生まれ変わるような髪をいたわる洗い心地(ﾍﾞﾙｰｶﾞ ｱﾐﾉ酸

美容液ｼｬﾝﾌﾟｰ) 

・新たなｽﾃｰｼﾞを迎える女性にふさわしい、香りと潤いのﾍｱｹｱ（SPR 

ｻﾑﾗｲｳｰﾏﾝ） 

・あの頃の煌めく髪へ（ﾅﾉｴｯｸﾞ ｷﾗﾘ） 

・しなやかに弾む髪、もう一度(ﾒﾃﾞｨｵﾝ 薬用ｽｶﾙﾌﾟｴｯｾﾝｽ) 

・ぬけの無い、美しい髪へ(ｽｶﾙﾌﾟ D ﾎﾞｰﾃ 薬用ｽｶﾙﾌﾟｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄ

ﾒﾝﾄ) 

・育毛ｹｱが気になった今が一番の始めどきです（武田薬品 みや

びか） 

・現代女性を解放するﾎﾘｽﾃｨｯｸ精油美容誕生（ｻﾞﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｵｰｶﾞﾆｯｸ 

ｽｰﾊﾟｰﾌﾚｯｼｭｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾍｱﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・頭皮と髪を清潔に洗い上げ、健やかな頭皮環境へ整える(ﾅﾉｴ

ｯｸﾞ ｷﾗﾘｼｬﾝﾌﾟｰ) 

・11 種類の美髪美容成分と 5 種類の精油配合で保湿効果があ

る（SPR ｻﾑﾗｲｳｰﾏﾝ） 

・18 種類のｱﾐﾉ酸系美応益成分配合で髪にふっくらﾊﾘ､ｺｼを与

え洗うたびに、芯まで美しい髪へ導く(ﾍﾞﾙｰｶﾞ ｱﾐﾉ酸美容

液ｼｬﾝﾌﾟｰ) 

・頭皮を保湿し潤いのあるﾂﾔ髪へ(ｽｶﾙﾌﾟ D ﾎﾞｰﾃ 薬用ｽｶﾙﾌﾟｼｬ

ﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 

・保湿成分のｱﾐﾉ酸とﾊｰﾌﾞｴｷｽを配合し、なめらかでしっとりし

た潤いとﾂﾔを与える(ｸﾞﾚｰｽ er ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 

・ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ配合のｸﾘｰﾑが泡摩擦を起こさず髪へのﾀﾞﾒｰｼﾞや

切れ毛を防ぎながら頭皮をしっとりと洗い上げる（ﾛﾚｱﾙ ｴ

ｸｽﾄﾗｵｰﾃﾞｨﾅﾘｰｵｲﾙﾗｸﾚﾑﾗｳﾞｫﾝｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ) 

・毛先まで潤いで満たし傷んだ髪を補修する（ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾊﾞ

ｵﾊﾞﾘｯﾁﾀﾞﾒｰｼﾞｹｱｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・脱毛の予防、発毛促進、頭皮環境を整える(ﾒﾃﾞｨｵﾝ 薬用ｽｶﾙ

ﾌﾟｴｯｾﾝｽ) 

・女性用育毛剤で、薄毛、抜け毛を防ぎ豊かな髪へ導く(ｽｶﾙﾌﾟ

D ﾎﾞｰﾃ 薬用ｽｶﾙﾌﾟｴｯｾﾝｽ) 

・効能を認められた 4 つの有効成分が発毛を促進する(武田薬

品 みやびか) 

・ﾊﾘ､ｺｼ､ﾎﾞﾘｭｰﾑのある髪へと導く(ﾒﾃﾞｨｵﾝ 薬用ｽｶﾙﾌﾟｴｯｾﾝｽ) 

・根元を立ち上げﾊﾘｺｼのあるﾎﾞﾘｭｰﾑ髪に導く(ｽｶﾙﾌﾟ D ﾎﾞｰﾃ 薬

用ｽｶﾙﾌﾟｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 

・頭皮と髪にﾊﾘｺｼを与えて根元からふんわり弾む髪へ導く(ﾊｳｽｵ

ﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾒｲﾌﾟﾘｰｾﾞﾅﾁｭﾗﾙﾊﾞｳﾝｽﾞｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 

・髪一本一本にﾊﾘｺｼを与え、根元からふんわりした髪へ導く（ﾅ

ﾉｴｯｸﾞ ｷﾗﾘﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

２０１６/秋冬 ⑨ 
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その他 

 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 コスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

〈ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ〉 

・しっかり保湿し、全身の肌にﾊﾘとつややかさを与えるﾎﾞﾃﾞｨｵｲ

ﾙ(ﾆｯｽｲﾌｧﾙﾏ ｵﾚﾝｼﾞﾗﾌｨｰﾓｲｽﾄﾎﾞﾃﾞｨｵｲﾙ) 

・濃密なｸﾘｰﾑで、心地よく贅沢なﾊﾞｽﾏｯｻｰｼﾞﾀｲﾑを(ﾃﾞｭｰ ｽﾍﾟﾘｱ

ﾊﾞｽﾏｯｻｰｼﾞ) 

・その香りに、肌が高鳴る(ﾄﾜﾆｰ ﾚｼﾞｭｳｨｰﾙｱﾛﾏﾎﾞﾃﾞｨｸﾘｰﾑ) 

・しっとり泡がﾎﾞﾃﾞｨを包み、なめらかに洗い上げる(ｲｸﾞﾆｽ ｴｸ

ｽﾄﾗ H ﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟ) 

・こっくり濃厚なｸﾘｰﾑがﾎﾞﾃﾞｨを満たす(ｲｸﾞﾆｽ ｴｸｽﾄﾗ H ﾎﾞﾃﾞｨｸﾘ

ｰﾑ) 

〈小物〉 

・贅沢なﾌﾞﾗｼでﾒｰｷｬｯﾌﾟを洗練の極みへ（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ﾊﾟﾝｿｰﾏｷｱｰｼﾞ

ｭ）〈ﾌﾞﾗｼｾｯﾄ〉 

・羨むほどの曲線美(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ) 

・磁力のｱｲｹｱ、ﾏｸﾞﾈｯﾄﾜﾝﾄﾞ（SK-Ⅱ ﾏｸﾞﾈｯﾄﾜﾝﾄﾞ） 

〈ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ〉 

・美容成分が潤いを集中的に与えて贅沢な質感のある肌へ導く

(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾘｲﾏｴﾅｼﾞｴｵｲﾙｼﾞｭﾚﾊﾟｯｸ) 

・〈ﾈｲﾙ〉 

・爪をｹｱしながら、艶と色味が共鳴しあう。酸素透過性樹脂を配

して色持ちが良い（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾈｲﾙｴﾅﾒﾙ） 

 

〈ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ〉 

・ｼｱﾊﾞﾀｰ配合でこっくり濃厚なｸﾘｰﾑでﾎﾞﾃﾞｨにたっぷり潤いを与

えて、もっちりした肌を作る(ｸﾘﾆｰｸ ﾊｯﾋﾟｰｼﾞｪﾗｰﾄﾎﾞﾃﾞｨｸﾘｰﾑ) 

〈小物〉 

・放射状に広がる「美まつげ」を作る（ｺｰｼﾞｰ本舗 ｱｲﾗｯｼｭｶｰﾗｰ） 

 

  
２０１７/春夏 ① 
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スキンケア(洗う・落とす) 

 

 成分・剤型 機能・効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰ洗顔料(ｸﾘﾆｰｸ ﾌﾚｯｼｭﾌﾟﾚｽﾄ C) 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰからｼﾙｷｰな泡へ変化するﾊﾟｳﾀﾞｰ洗顔料(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ﾊﾟｳﾀﾞｰ洗顔料ﾗｲﾌﾎﾟﾘｯｼｭﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・ﾐﾈﾗﾙをたっぷり含んだｸﾚｲが、よごれを吸着しながら落とす、固形ﾀｲﾌﾟの洗顔料（RMK ｽﾑｰｽｿｰ

ﾌﾟﾊﾞｰ） 

・大きさの異なるｽｸﾗﾌﾞ配合で、やさしい洗い心地のｸﾘｰﾑﾀｲﾌﾟの洗顔料（RMK ｸﾘｱｸﾘｰﾑｿｰﾌﾟ） 

・ﾜﾝﾌﾟｯｼｭでﾎﾞﾘｭｰﾑのある泡が出てくる、ﾌｫｰﾑﾀｲﾌﾟの洗顔料（RMK ﾓｲｽﾄﾌｫｰﾐﾝｸﾞｿｰﾌﾟ） 

・天然由来ｽｸﾗﾌﾞでﾏｯｻｰｼﾞ、つるんとした肌に洗い上げる､温冷感ｼﾞｪﾙの洗顔料(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾌﾙｰﾃ

ｨﾌﾚｯｼｭｽｸﾗﾌﾞ) 

・炭酸入りの泡とうるおい成分で、しっとりと洗い上げるﾌｫｰﾐﾝｸﾞｿｰﾌﾟ（RMK ﾓｲｽﾄﾌｫｰﾐﾝｸﾞｿｰﾌﾟ） 

・ﾎﾟﾝﾌﾟでつくられるきめ細かい泡が、汚れを優しく洗い流す(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ 洗顔ﾌｫｰﾑﾎﾜｲﾄﾃｨｰﾘ

ｰﾌ) 

・濃密泡で、汚れをすっきり洗い流し、生き生きした肌に導く(ﾛｸｼﾀﾝ ｲﾓｰﾃﾙｲﾝﾃﾝｽｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾌｫｰﾑ) 

・濃密できめ細かな泡がﾊﾞﾗの形で出てくる(ｴﾋﾞｰﾀ ﾋﾞｭｰﾃｨﾎｲｯﾌﾟｿｰﾌﾟ) 

・濃密泡で忙しい朝の洗顔を時短にする(ﾄﾞｩｵ ｻﾞﾌｫｰﾑ) 

・炭のような吸着力、濃厚濃密な泡(ｱﾝﾌｨﾈｽ ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌｫｰｽｳｫｯｼｭ) 

・夏の肌をｹｱする泡洗顔(ﾛｸｼﾀﾝ ｲﾓｰﾃﾙｲﾝﾃﾝｽｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾌｫｰﾑ) 

・ﾜﾝﾌﾟｯｼｭでやさしく洗える理想のﾑｰｽ泡(ｴﾑﾃﾞｨｱ ﾎｲｯﾌﾟｳｫｯｼｭ) 

・人の皮脂に近い成分構成を配慮してｷﾒ細やかな泡を美容成分から作り出す(ﾌﾞﾙｰｸﾚｰﾙ ﾃｨｰﾄﾘｰﾓ

ｲｽﾄｿｰﾌﾟ) 

・肌でとろける新感覚ｼﾞｪﾙ(ﾕｰｸﾞﾚﾅ ﾒﾙﾃｨﾝｸﾞｱﾛﾏｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ) 

・肌の上でとろける(ﾄﾞｩｵ ｻﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾞｰﾑ) 

・とろける温感ｹﾞﾙのｵｰﾙｲﾝﾜﾝ洗顔（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ VC100 ﾎｯﾄﾋﾟｰﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｹﾞﾙ） 

・配合されたｵｲﾙ成分が潤いを逃さず、つるんとしたなめらかな仕上がり（RMK ｽﾑｰｽｿｰﾌﾟﾊﾞｰ） 

・天然由来成分配合率 95％(ｼﾞｭﾘｰｸ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝﾘﾌﾟﾚﾆｯｼﾝｸﾞ) 

・２つの発酵成分配合で潤い感のあるみずみずしい洗い上がりをかなえる（RMK ｸﾘｱｸﾘｰﾑｿｰﾌﾟ） 

・厳選３１種類の保湿成分で洗顔しながらしっとり潤いあふれる肌に導く(ﾄﾞｩｵ ｻﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾞｰ

ﾑ) 

・保湿成分にﾛｰﾔﾙｾﾞﾘｰｴｷｽ、水溶性ｺﾗｰｹﾞﾝを配合し、潤いを守りながらしっとり洗い上げる(ｴﾋﾞｰ

ﾀ ﾋﾞｭｰﾃｨﾎｲｯﾌﾟｿｰﾌﾟ) 

・ｽｸﾗﾌﾞ配合で透明感に磨きをかける、毎日使えるｸﾘｰﾑｿｰﾌﾟ（RMK ｸﾘｱｸﾘｰﾑｿｰﾌﾟ） 

・主要成分に水分を溜め込む力があるといわれているﾏｼｭﾏﾛｰ(ｱﾙﾃｱ根ｴｷｽ)を配合(ｼﾞｭﾘｰｸ ｸﾚﾝｼﾞﾝ

ｸﾞﾛｰｼｮﾝﾘﾌﾟﾚﾆｯｼﾝｸﾞ) 

・きゅっと引き締める収れん効果を持つｱｯｻﾑﾃｨｰｴｷｽを配合(ｽｷﾝﾋﾞﾙ ﾎｯﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ) 

・青ﾊﾟﾊﾟｲｱ、ｻｸﾗ、ｱﾎﾞｶﾄﾞ、ｼｱﾊﾞﾀｰなど植物由来成分配合(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ) 

・ﾕｰｸﾞﾚﾅｵｲﾙとﾕｰｸﾞﾚﾅｴｷｽをﾀﾞﾌﾞﾙ配合(ﾕｰｸﾞﾚﾅ ﾒﾙﾃｨﾝｸﾞｱﾛﾏｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ) 

・ﾊﾘにこだわり、洗い上がりにこだわり、ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ成分を厳選配合(ﾕｰｸﾞﾚﾅ ﾒﾙﾃｨﾝｸﾞｱﾛﾏｸﾚﾝｼﾞﾝ

ｸﾞ) 

・独自開発の酵母ｴｷｽ、ﾌﾟﾗｾﾝﾀｴｷｽ、水溶性ｺﾗｰｹﾞﾝ、ﾋｱﾙﾛﾝ酸 Na などの美容成分を配合(ﾕｰｸﾞﾚﾅ ﾒ

ﾙﾃｨﾝｸﾞｱﾛﾏｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ) 

・洗うたび、美しく。ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ美容(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ) 

・美容液のようなﾐﾙｸｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ(ｼﾞｭﾘｰｸ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝﾘﾌﾟﾚﾆｯｼﾝｸﾞ) 

・ﾌﾗﾜｰｼｬﾜｰの香りで落とす美容液ﾎｯﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙ(ｽｷﾝﾋﾞﾙ ﾎｯﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ) 

・肌のふっくら感を守るｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ(ｱﾝﾌｨﾈｽ ｴﾘﾐﾈｰﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸ) 

・潤いを与えながらやさしくしっかり落とす(ｼﾞｭﾘｰｸ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝﾘﾌﾟﾚﾆｯｼﾝｸﾞ) 

・ﾒｲｸｵﾌしながら潤いとﾂﾔを届ける(ﾌﾞﾙｰｸﾚｰﾙ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ&ﾏｯｻｰｼﾞｵｲﾙ) 

・ﾏｯｻｰｼﾞしながらﾒｲｸｵﾌ。肌が潤い透明感がｱｯﾌﾟする(ﾄﾞｩｵ ｻﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾞｰﾑ) 

・ｷﾒ細かな泡立ちで肌の汚れをすっきり落とし、透明感のある肌を保つ(ｴﾑﾃﾞｨ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾌｫｰﾑ)) 

・ﾊﾘを失う原因まで、浮かせてｵﾌ(ｱﾝﾌｨﾈｽ ｴﾘﾐﾈｰﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸ) 

・ｸﾘｱなﾊﾘ肌に出逢う洗顔料(ｱﾝﾌｨﾈｽ ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌｫｰｽｳｫｯｼｭ) 

・角質も年齢も脱ぎ捨てる(ﾍﾞｷｭｱ ﾘﾌｧｲﾆﾝｸﾞｸﾚﾝｽﾞ)  

・古くなった角質を取り除き、しっとりやわらかい肌に(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ) 

・古い角質を取り除き、明るくｷﾒの整った肌へ導く(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ﾗｲﾌﾎﾟﾘｯｼｭﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・古い角質や毛穴の汚れをすっきり取り除く洗顔ﾌｫｰﾑ(ｴﾑﾃﾞｨ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾌｫｰﾑ) 

・ﾕｽﾞｴｷｽを含んだｽｸﾗﾌﾞが古い角質を取り除いて磨き上げたような透明感のある肌に導く（RMK ｸ

ﾘｱｸﾘｰﾑｿｰﾌﾟ） 

・ﾒｲｸや皮脂の汚れをしっかり落とす乳液ﾀｲﾌﾟのﾒｲｸ落とし(ｴﾑﾃﾞｨ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸ) 

・とろみのある温感ｼﾞｪﾙに温感をもたせ、ﾏｯｻｰｼﾞしながら毛穴汚れも根こそぎ OFF(ｽｷﾝﾋﾞﾙ ﾎｯﾄｸ

ﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ) 

・ﾏｯｻｰｼﾞで肌を柔らかくほぐし温めてﾒｲｸや毛穴の汚れをすっきり洗い上げる（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ 

VC100 ﾎｯﾄﾋﾟｰﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｹﾞﾙ） 

・ｸﾚｲの吸着力で毛穴のよごれまですっきり、なめらかに仕上げる（RMK ｽﾑｰｽｿｰﾌﾟﾊﾞｰ） 

・ﾊﾘを与えながら、毛穴の奥までしっかりｵﾌ(ﾕｰｸﾞﾚﾅ ﾒﾙﾃｨﾝｸﾞｱﾛﾏｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ) 

・毛穴汚れに特化したさっぱりﾀｲﾌﾟのｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ(ﾄﾞｩｵ ｻﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾞｰﾑｸﾘｱ) 

・約１億個の乳酸菌で毛穴を洗う石鹸（ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｲﾝﾄ ｵｲﾙﾏｯｻｰｼﾞｿｰﾌﾟ） 
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スキンケア(整える・与える) 

 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実
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・時を超えて普遍的な美しさへ。(ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾗﾝﾀﾝﾎﾟﾚﾙ) 

・91％を「満足」させた美容液、誕生(ｱﾕｰﾗ ﾘｽﾞﾑｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ) 

・高濃度 200％配合、点在悩みを狙ってｹｱする美容液（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗ

ﾎﾞ ﾒｶﾞﾎﾜｲﾄ 377VC） 

・美しさのﾊﾞﾈを引き上げる美容液(ｱﾝﾌｨﾈｽ ｱｯﾌﾟｻｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ) 

・肌本来の潤いｻｲｸﾙを高める高保湿効果(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ﾗｲﾌｿﾙ

ﾍﾞｴｯｾﾝｽ) 

・肌を明るく整え、ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰを促進する 3 ｲﾝ１効果の保湿美容液

(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ﾗｲﾌｿﾙﾍﾞｴｯｾﾝｽ) 

・肌でとろけるﾊﾞｰﾑ状美容液で､ﾀﾞﾒｰｼﾞ肌を集中保湿ｹｱ(ﾆｰﾙｽﾞﾔｰ

ﾄﾞ ﾜｲﾙﾄﾞﾛｰｽﾞﾋﾞｭｰﾃｨﾊﾞｰﾑ) 

・洗練された美肌ﾊﾞﾗﾝｽを目指す多機能保湿ｹﾞﾙ(ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ 

VC100) 

・敏感肌のための、未来まで考えた高保湿ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱｼﾘｰｽﾞ(ﾉﾌﾞ 

L&W ｼﾘｰｽﾞ) 

・日中の肌を乾燥から守り､潤いとﾊﾘを与える(ｶﾈﾎﾞｳ ﾌﾚｯｼｭﾃﾞｲ

ｸﾘｰﾑｷｯﾄ) 

・乾燥しがちな肌へ潤いを注ぎ込み、輝きに満ちた美しさへ導く

(ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾗﾝﾀﾝﾎﾟﾚﾙｸﾘｰﾑﾘｯﾁ) 

・肌にしっかり潤いを与え、乾燥知らずの肌へ導く（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ 

ﾒｶﾞﾎﾜｲﾄ 377VC） 

・乾燥が気になる肌には化粧水前に誘導美容液(ﾄﾜﾆｰ ﾀｲﾑﾘﾌﾚｯｼ

ｬｰｔ) 

・渇きに“ｷﾚｲ”の水分ﾁｬｰｼﾞ(ｸﾘﾆｰｸ ﾓｲｽﾁｬｰｻｰｼﾞｼﾘｰｽﾞ) 

・肌本来の美しさを引き出して、潤いと透明感のある肌へ導く(ｱ

ﾕｰﾗ ﾘｽﾞﾑｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ) 

・しんしんなる潤いとともに(ｴｸｼｱ ｱﾝﾍﾞｱｰｼﾞｭﾛｰｼｮﾝ) 

・潤いっぱなしの肌へ導く(資生堂 ｱｸｱﾚｰﾍﾞﾙ) 

・潤い満ちて、なめらか透る肌へ(ﾄﾜﾆｰ WT ｸﾘｱαｾﾗﾑ) 

・日本でただひとつの潤い改善美容液（ｺｰｾｰ ﾜﾝﾊﾞｲｺｰｾｰ） 

・潤いがすみずみまで巡りはじめ、肌はみずみずしくﾍﾙｼｰに(ｸﾘ

ｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ﾗｲﾌ) 

・春の季節変化で、ゆらぎがちな肌を潤いで包む常美水(ﾄﾜﾆｰ ﾏ

ｲﾙﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰｔ) 

・豊かな潤いで角層を満たし、ﾂﾔ感をまとわせる調律美容液(ｶﾈ

ﾎﾞｳ ｻﾞﾌｧｰｽﾄｾﾗﾑｷｯﾄ) 

・春、やさしさに包まれて潤う幸せ(ﾄﾜﾆｰ ﾏｲﾙﾄﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ) 

・ﾛｰｽﾞの生命力を巡らせ，深層から満たされる潤い(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵ

ｰﾙ ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾗﾛｰｼｮﾝ) 

 

・肌老化を加速する要因として注目される「近赤外線老化」に着

目(ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾗﾝﾀﾝﾎﾟﾚﾙ) 

・水素の抗酸化で、最も小さい原子のｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ(ﾒｲﾌﾗﾜｰ ﾊｲﾄﾞﾛ

ﾌｫｰｽﾘｯﾁｵｲﾙ) 

・肌悩みの根源は DNA ﾀﾞﾒｰｼﾞである(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾅｲﾄﾘﾍﾟ

ｱ) 

・肌の自己修復力は、夜間の就寝時に大きく高まる(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ 

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾅｲﾄﾘﾍﾟｱ) 

・薬用有効成分純粋ﾚﾁﾉｰﾙを安定的に配合。肌みずからがﾋｱﾙﾛﾝ酸

を生み出し、水分量を増やし目元口元のしわを改善する（ｴﾘｸ

ｼｰﾙ ｼｭﾍﾟﾘｴﾙｴﾝﾘｯﾁﾄﾞﾘﾝｸﾙｸﾘｰﾑ S） 

・潤いに満ちた健康な肌に欠かせない美肌菌、ｽｷﾝﾌﾛｰﾗに着目(ｸ

ﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ﾗｲﾌ) 

・生まれ変わる角層ｹｱ美容液。健康的な肌ﾘｽﾞﾑに着目（ｸﾘﾆｰｸ ﾀ

ｰﾝｱﾗｳﾝﾄﾞｾﾗﾑ AR） 

・ﾏｲｸﾛﾊﾞｰﾑと共生することで根本的な健康と美を目指す(ﾌﾞﾗｯｸ

ﾍﾟｲﾝﾄ) 

・からまりﾒﾗﾆﾝに着目した美白美容液(ｴｸｻｰｼﾞｭ ﾎﾜｲﾄｼﾞｪﾈﾚｰﾄ) 

・紫外線を浴びると肌内のｺﾗｰｹﾞﾝにﾀﾞﾒｰｼﾞを与える「くすみｱﾙﾃﾞ

ﾋﾄﾞ」が発生することを発見(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾎﾜｲﾄﾌﾞﾗｲﾄﾛｰｼｮﾝ) 

・季節の変わり目の肌のﾋﾟﾘﾋﾟﾘなど感覚刺激に着目し、複数の脂

質を処方配合（ｶﾙﾃ ｸﾘﾆﾃｨ） 

・美白有効成分のｺｳｼﾞ酸を配合し、色素生成細胞のﾒﾗﾉｻｲﾄに届い

てｼﾐｿﾊﾞｶｽを防ぐ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾎﾜｲﾄﾛｼﾞｽﾄﾌﾞﾗｲﾄｴｸｽﾌﾟﾚｽ） 

 

・日本人の肌のために開発されたｵｰｶﾞﾆｯｸ UV ﾐﾙｸ(ﾆｰﾙｽﾞﾔｰﾄﾞ ﾅﾁ

ｭﾗﾙ UV ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ) 

・美容成分が多角的にｱﾌﾟﾛｰﾁし、ﾊﾞﾗﾝｽのとれた美しい肌へ導く

（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ VC100 ｹﾞﾙ） 

・肌に満ちていくｺﾗｰｹﾞﾝ配合乳液(ｱﾝﾌｨﾈｽ ﾀﾞｰﾏﾊﾟﾝﾌﾟﾐﾙｸ) 

・水素発生ﾊﾟｳﾀﾞｰ配合美容ｵｲﾙ(ﾒｲﾌﾗﾜｰ ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫｰｽﾘｯﾁｵｲﾙ) 

・保湿を目的にﾀﾗﾍﾟﾄﾗｶ、ｱｯｾﾝﾋﾞｰ、ﾎﾜｲﾄｼﾞﾝｼﾞｬｰﾘﾘｰを配合(ｴｸｼｱ 

ｱﾝﾍﾞｱｰｼﾞｭ) 

・ｲﾙﾐﾈｲﾃｨﾝｸﾞｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ EX の配合で保湿、製肌を促す（ｸﾚ・ﾄﾞ・

ﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｾﾗﾑｺﾝｻﾝﾄﾚｴｸﾚﾙｼｻﾝ） 

・高保湿成分ﾌﾟﾛﾃｵｸﾞﾘｶﾝ配合、肌の奥から育むﾓｲｽﾄｹｱ(ｴﾑﾃﾞｨｱ PG

ｸﾘｰﾐｨｾﾗﾑ) 

・砂漠の生命が生み出す成分が持つ保湿力に着目、極限環境生物

が生み出す成分「ｴｸｲﾄﾝ」配合（ｿﾌｨｰﾅ ｴｽﾄｻﾞﾛｰｼｮﾝ） 

・ﾋｱﾙﾛﾝ酸配合の水光化粧水(ｱﾝﾌｨﾈｽ ﾀﾞｰﾏﾊﾟﾝﾌﾟﾛｰｼｮﾝ) 

・ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ（保湿成分）が磁石のように水分を引き寄せ蓄え

る(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾅｲﾄﾘﾍﾟｱ) 

・｢ﾗｲｽﾊﾟﾜｰ№11｣の効果を最大限に活かして肌本来の保湿力を引

き出す(ｺｰｾｰ ﾜﾝﾊﾞｲｺｰｾｰ) 

・２種類のﾌﾟﾗｾﾝﾀとｺﾗｰｹﾞﾝ、ﾋｱﾙﾛﾝ酸などの肌成分と豊富な天然

植物性分が肌の内部からみずみずしさを引き出す(ﾌﾞﾙｰｸﾚｰﾙ 

ﾛｰｽﾞﾘﾊﾞｲﾀﾙｴｯｾﾝｽｸﾘｰﾑ) 

・美容成分を角層のすみずみまで届けるﾃﾄﾗﾋﾄﾞﾛﾋﾟﾍﾟﾘﾝ(製肌成

分)を配合（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ ﾒｶﾞﾎﾜｲﾄ 377VC） 

・ｺｴﾝｻﾞｲﾑ Q10、浸透型ｱﾐﾉ酸 AHPなど敏感肌のﾊﾘ、弾力感をｻﾎﾟｰ

ﾄする成分を配合(ﾉﾌﾞ L&W) 

・浸透ﾋﾞﾀﾐﾝ C（APPS）を含む美容成分 98.1％配合で、ｷﾒの整っ

た、ﾊﾘと艶のある肌へ導く（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ VC100 ｹﾞﾙ） 

・浸透ﾋﾞﾀﾐﾝ C（APPS）を含む美容液成分 98.1％配合(ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ 

VC100) 

・２種の浸透ｻﾎﾟｰﾄ成分が素早く濃密に各層のすみずみまで美容

成分を浸透させ、ｷﾒの整ったなめらかなﾂﾔ肌をもたらす（ﾄﾞｸ

ﾀｰｼｰﾗﾎﾞ VC100 ｴｯｾﾝｽﾛｰｼｮﾝ） 

・年齢肌と向き合うｻﾝﾄﾘｰが長年の酵母研究から見つけた酵母(ｻ

ﾝﾄﾘｰ ｴﾌｧｰｼﾞｭ) 

・日本で初めて有効成分純粋ﾚﾁﾉｰﾙ配合でしわを改善する（ｴﾘｸｼ

ｰﾙ 美容濃密ﾘﾝｸﾙｸﾘｰﾑ） 

・ﾏｲｸﾛﾋﾞｰｽﾞ状に凝縮された、ｹﾞﾗﾝ独自の美容成分、新ﾋﾟｭｱｺﾝｾﾝ

ﾄﾚｰﾄを 

 高濃度で配合(ｹﾞﾗﾝ ｱﾍﾞｲﾕﾛｲﾔﾙﾏｲｸﾛｱｸﾃｨﾌﾞｾﾛﾑ) 
 

 ２０１７/春夏 ③ 

２０１７/春夏 ② 
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スキンケア(整える・与える) 
 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・睡眠中、肌の潤いを保ち、ﾊﾘを与える(ｶﾈﾎﾞｳ ﾅｲﾄﾘﾋﾟｯﾄﾞｳｪｱｷ

ｯﾄ)・さらりとなじむｵｲﾙ美容液、ﾊﾘと潤いに満ちた、滑らかな

肌に導く(ｹﾞﾗﾝ ｱﾍﾞｲﾕﾛｲﾔﾙﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｵｲﾙ) 

・肌の隅々までたっぷりの潤いを与え、心地よくふっくらとした

肌へ導く(ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾗﾝﾀﾝﾎﾟﾚﾙﾛｰｼｮﾝ) 

・濃厚に潤し、ふっくらと包み込み、明るさとﾊﾘ肌へ導く(ｲｸﾞﾆｽ 

VQ ｸﾞﾛﾘｱｽﾐﾙｸ) 

・溜めないから感じる、際立つ明るさとﾊﾘ(ｱﾝﾌｨﾈｽ ﾒﾗﾉﾚｼﾞｽﾀﾝｽ) 

・ひき締まる肌、見るものを圧倒するﾊﾘ(ｱﾝﾌｨﾈｽ ｱｯﾌﾟｻｰｼﾞｿﾘｭｰ

ｼｮﾝ) 

・美貌をﾊﾟﾝﾌﾟする、しなやかなﾊﾘ(ｱﾝﾌｨﾈｽ ﾀﾞｰﾏﾊﾟﾝﾌﾟﾐﾙｸ) 

・瞬時に肌が引き上がるようなﾊﾘと、まばゆいほどのﾂﾔをもたら

す高機能美容液（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｱｲﾋﾟｰｼｮｯﾄ） 

・力強い弾力感がこめられた濃密ｸﾘｰﾑ(ｱﾝﾌｨﾈｽ ｴｸｽﾊﾟﾝｼｮﾝｸﾘｰﾑ) 

・ﾊﾞﾈのように弾き返す、ﾊﾘ肌(ｵﾊﾞｼﾞ ﾀﾞｰﾏﾊﾟﾜｰ X) 

・褒められ肌にｴﾌｧｰｼﾞｭあり。弾むような、ふっくらﾊﾘ肌へ導く

(ｻﾝﾄﾘｰ ｴﾌｧｰｼﾞｭ) 

・ﾊﾘﾂﾔ美しく、光り輝く水面のように(ｱﾝﾌｨﾈｽ ﾀﾞｰﾏﾊﾟﾝﾌﾟﾛｰｼｮﾝ) 

・ﾊﾘ充実、自信をﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟする(ｱﾝﾌｨﾈｽ ｴｸｽﾊﾟﾝｼｮﾝｸﾘｰﾑ) 

・ﾊﾘ冴えわたるふきとり美容液(ｱﾝﾌｨﾈｽ ｾﾗﾑﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ) 

・１滴で目覚めるﾊﾘ、ﾂﾔ、ｷﾒ濃厚ﾋﾞﾀﾐﾝ C 美容液（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ 

VC100APPS ｽﾍﾟｼｬﾙｴｯｾﾝｽ） 

・まばゆいほどのﾊﾘ、ﾂﾔ、美白を大人の肌へ(ｲｸﾞﾆｽ VQ ｸﾞﾛﾘｱｽ) 

・ｺｸ深く、みずみずしい明るさへ。澄んだﾊﾘ肌へ導く(ｲｸﾞﾆｽ VQ

ｸﾞﾛﾘｱｽｳｫｰﾀｰ) 

・肌本来の力を呼び覚ます美容液、ﾊﾘと弾力のある引き締まった

印象の顔立ちへ導く(ｹﾞﾗﾝ ｱﾍﾞｲﾕﾛｲﾔﾙｱｸﾃｨﾌﾞｾﾛﾑ) 

・敏感肌のｴｲｼﾞﾝｸﾞにともなうｼﾐ、ﾊﾘ不足、乾燥、小じわなどの

肌悩みをﾄｰﾀﾙでｹｱする(ﾉﾌﾞ L&W ｼﾘｰｽﾞ) 

・乾燥による小じわを目立たなくし、みなぎるようにみずみずし

いﾊﾘ肌に導く（オバジﾀﾞｰﾏﾊﾟﾜｰ X ｾﾗﾑ） 

・深いしわまで改善する純粋ﾚﾁﾉｰﾙ（ｴﾘｸｼｰﾙ 美容濃密ﾘﾝｸﾙｸﾘｰﾑ） 

・日本で唯一､しわを改善する薬用化粧品(ﾎﾟｰﾗ ﾘﾝｸﾙｼｮｯﾄ) 

・10歳若く見えるお肌へ(ﾌﾞﾙｰｸﾚｰﾙ国産ｵｰｶﾞﾆｯｸ化粧品) 

・待てないあなたへ。Cの力で短期勝負、新ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ(ｸﾘﾆｰｸ ﾌ

ﾚｯｼｭﾌﾟﾚｽﾄ) 

・医療機関限定のｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱｺｽﾒ(ﾒｲﾌﾗﾜｰ ｴﾑﾃﾞｨｱ) 

・深いｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱの実感とﾊﾘ､ﾂﾔをもたらす(ﾌﾞﾙｰｸﾚｰﾙ ﾛｰｽﾞｸﾘｰﾑ

ﾘﾍﾟｱｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ) 

 ・美白成分ﾘﾉﾚｯｸ Sがｼﾐを元から抑制する(ｻﾝｽﾀｰ ｴｸｲﾀﾝｽ) 

・ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌発酵ｴｷｽ（製肌成分）配合で、ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞな働きで肌を

整える(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾅｲﾄﾘﾍﾟｱ) 

・紫外線吸収剤ﾌﾘｰ、天然由来成分 94％(ｽﾘｰ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞ UV ﾌﾟﾛﾃｸ

ﾀｰ) 

・ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟ油､ﾀﾞﾏｽｸﾊﾞﾗ花油、ｽｸﾜﾗﾝの美容ｵｲﾙ成分配合(ﾒｲﾌﾗﾜｰ 

ﾊｲﾄﾞﾛﾌｫｰｽﾘｯﾁｵｲﾙ) 

・こだわり素材、白神産のﾖﾓｷﾞｴｷｽ配合(ｲｸﾞﾆｽ ﾌﾚｯｼｭﾈｲﾁｬｰ) 

・生命力の強い樹木ｺﾔﾏｷのｴｷｽが肌ﾀﾞﾒｰｼﾞにしっかり働きかける

（ｱﾕｰﾗ ﾘｽﾞﾑｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ） 

・独自の高浸透技術「ﾃﾞｨｰﾌﾟﾀｰｹﾞｯﾄﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ」採用(ｵﾊﾞｼﾞ ﾀﾞｰﾏ

ﾊﾟﾜｰ X) 

・｢ﾀｲﾑｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑ｣採用で、ﾊﾞﾈのように弾き返すﾊﾘ肌へ導く(ｵﾊﾞ

ｼﾞ ﾀﾞｰﾏﾊﾟﾜｰ X) 

・近赤外線のｴﾈﾙｷﾞｰを利用して活性化する先進の成分 IR－ｾﾝｼﾃｨ

ﾌﾞを開発(ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾗﾝﾀﾝﾎﾟﾚﾙ) 

 

 
 

 

（つづき） 
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スキンケア(整える・与える) 
 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・つける。鍛える。若々しい顔印象へ(ﾃﾞｨｼﾗ ﾌﾟﾚﾄﾞﾐﾅﾌﾟﾚｼｬﾗｲｽﾞ

ｻｰｷｭﾘｽﾄ) 

・美容液と簡単ﾊﾝﾄﾞﾌﾟﾚｽの新ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ、加圧循環美容(ﾃﾞｨｼﾗ 

ﾌﾟﾚﾄﾞﾐﾅﾌﾟﾚｼｬﾗｲｽﾞｻｰｷｭﾘｽﾄ) 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ研究が、たどり着いた必然（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｱｲﾋﾟｰｼｮｯﾄ） 

・お肌の土台を育む成分を届け、透明感を与える(ﾌﾞﾙｰｸﾚｰﾙ ﾘﾍﾟ

ｱﾓｲｽﾄｴｯｾﾝｽ) 

・くすみひとつない、透明感あふれる肌へ(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾎﾜｲﾄﾌﾞﾗｲﾄﾛ

ｰｼｮﾝ) 

・うるおい透明肌ﾊﾟﾜﾌﾙな力でどこまでも輝く肌へ(ｴﾑﾃﾞｨｱ VC-

IP ﾎﾜｲﾄｾﾗﾑ) 

・うっかり浴びた紫外線も、明るく澄んだ印象に導く(ｲｸﾞﾆｽ ﾎ

ﾜｲﾄﾊｰﾊﾞﾙ) 

・その肌に満ちるのはどこまでも澄んだ清らかな光(ﾃﾞｨｼﾗ ﾌﾟﾚ

ﾄﾞﾐﾅﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｴﾝﾗｲﾊﾞｰ) 

・美肌へのめぐりを促し、肌の奥深くから明るく澄んだ顔印象へ

導く(ﾃﾞｨｼﾗ ﾌﾟﾚﾄﾞﾐﾅﾌﾟﾚｼｬﾗｲｽﾞｻｰｷｭﾘｽﾄ) 

・敏感なお肌にやさしく、潤い、ﾊﾘ、透明感のある肌へ導く(ﾉﾌﾞ 

L&W ｼﾘｰｽﾞ) 

・素肌ごと輝きたつように澄み潔い透明感が､翳りを塗り替える

（ｴｸｼｱ ｱﾝﾍﾞｱｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾐﾙｸ） 

・肌は引き締まり、なめらか。いきいきとした明るく輝く肌へ導

く(ｸﾘﾆｰｸ ﾌﾚｯｼｭﾌﾟﾚｽﾄ) 

・光の反射を妨げる要因をﾌﾞﾛｯｸし、肌の内側から発光するよう

に明るいﾂﾔ肌へと導く(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ﾙｾﾗﾑﾙﾐｴｰﾙ) 

・不要な角質を除去、肌が健やかに整う(ｱﾝﾌｨﾈｽ ｾﾗﾑﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ) 

・ｿﾌﾄﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ効果で、余分な角質をやさしく取り除く(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞ

ｨｵｰﾙ ﾗﾛｰｼｮﾝﾙﾐｴｰﾙ) 

・角質層のすみずみまで水分を送り込んで、愛されぷるるん肌へ

導く(ｸﾘﾆｰｸ ﾓｲｽﾁｬｰｻｰｼﾞ EX) 

・明るさも透明感も質感も、すべてが輝くｸﾚ・ﾄﾞ・ﾎﾟｰﾎﾞｰﾃの美

白（ｸﾚ・ﾄﾞ・ﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｾﾗﾑｺﾝｻﾝﾄﾚｴｸﾚﾙｼｻﾝ） 

・にごりなき光美白肌へ（ｼﾞﾊﾞﾝｼｨ DW10 ﾎﾜｲﾄﾕｰｽﾌﾙｲﾄﾞ） 

・大人の肌に、聖なる白を(ﾃﾞｨｼﾗ ﾌﾟﾚﾄﾞﾐﾅﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｴﾝﾗｲﾊﾞｰ) 

・白さの完成度を上げる渾身の一撃（ｼﾞﾊﾞﾝｼｨ DW10 ｸﾘｱｼｮｯﾄ） 

・目覚めと共に、さらなる白へ（ｼﾞﾊﾞﾝｼｨ DW10 ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾅｲﾄｸﾘｰ

ﾑ） 

・ﾒﾗﾆﾝとﾊﾘに W ﾌｫｰｶｽ、ﾊﾟｯと明るくﾊﾟﾝｯと弾む美白美容液(ｱﾝﾌｨ

ﾈｽ ﾒﾗﾉﾚｼﾞｽﾀﾝｽ) 

 

  

 

 

（つづき） 
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スキンケア(整える・与える) 
 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・ｼﾐの罠をほどけ。あなたの透明感を解放する美白美容液（ｴｸｻｰ

ｼﾞｭ ﾎﾜｲﾄｼﾞｪﾈﾚｰﾄ） 

・美白の最新到達点は、神々しい〝ｸﾘｱｸﾞﾛｳ″の領域へ(ｼﾞﾊﾞﾝｼｲ 

ﾃﾞｨｳﾞｧﾝｼﾘｰｽﾞ) 

・ﾒｲｸ映え肌へ、朝用美白美容液(ｴｸｻｰｼﾞｭ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾃｨﾝﾄﾃﾞｲｾﾗﾑ) 

・すこやかな光で肌を満たす、薬用美白美容液(ｼｬﾈﾙ ﾙﾌﾞﾗﾝｾﾗﾑ

HLC) 

・すすめ、美白(ﾒﾅｰﾄﾞ ﾌｪｱﾙｰｾﾝﾄ) 

・本気の美白ｹｱ！ﾄｰﾀﾙでのお手入れがおすすめ（ｻﾝｽﾀｰ ﾄﾘﾛｼﾞｰ) 

・ﾒﾗﾆﾝ生成をおさえ、ｼﾐ､ｿﾊﾞｶｽを防ぐ（ｸﾚ・ﾄﾞ・ﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｾﾗﾑｺﾝ

ｻﾝﾄﾚｴｸﾚﾙｼｻﾝ） 

・ｼﾐを防ぎ、肌の色ﾑﾗが気にならない澄んだ美肌を目指す(ｺｽﾒﾃﾞ

ｺﾙﾃ ﾎﾜｲﾄﾛｼﾞｽﾄﾌﾞﾗｲﾄｴｸｽﾌﾟﾚｽ) 

・ｼﾐができる大人の肌特有のﾒｶﾆｽﾞﾑに着目し、ｼﾐ、そばかすを効

果的に防ぐ美白美容液(ﾃﾞｨｼﾗ ﾌﾟﾚﾄﾞﾐﾅﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｴﾝﾗｲﾊﾞｰ) 

・ｼﾐが根付くその前に！濃くなる隙を与えずに！(ｴｸｼｱ ﾎﾜｲﾄﾆﾝ

ｸﾞｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｽﾎﾟｯﾂ) 

・国内最高値の防御力。近紫外線も防ぎ、美しく魅せる(ﾌﾞﾙｰｸﾚｰ

ﾙ ﾛｰｽﾞﾘｯﾁ UV ﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・肌の強敵、紫外線に負けないために(ﾄﾜﾆｰ UV ﾌﾟﾛﾃｸﾄｾﾗﾑｔ) 

・紫外線と室内の人工光からも肌を守り抜く(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ﾌﾟ

ﾚﾐｱﾑ UV ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ) 

・すぐれた保湿効果で、ｽｷﾝｹｱをしているような感触で肌負担が

少なく紫外線からしっかりｶﾞｰﾄﾞする（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ｴｸｽﾄﾗ

ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ） 

・真夏の紫外線、大気汚染物質などの外的刺激からしっかり守

り、ﾀﾞﾒｰｼﾞｹｱする(ｽﾘｰ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞ UV ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ) 

・乾燥や大気汚染などの環境ｽﾄﾚｽからも守る、次世代型日焼け止

め乳液(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｻﾝｼｪﾙﾀｰﾏﾙﾁﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ) 

・ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟで紫外線ﾀﾞﾒｰｼﾞを先手ｹｱ(ﾆｰﾙｽﾞﾔｰﾄﾞ ﾜﾙﾄﾞﾛｰｽﾞﾋﾞｭｰﾃ

ｨﾊﾞｰﾑ) 

・日中も潤いをｷｰﾌﾟして紫外線ﾀﾞﾒｰｼﾞに負けない肌へ(ﾆｰﾙｽﾞﾔｰ

ﾄﾞ ﾜｲﾙﾄﾞﾛｰｽﾞﾋﾞｭｰﾃｨｾﾗﾑ) 

・ﾐﾈﾗﾙ豊富なﾋﾟﾝｸｸﾚｲが肌を引き締め、毛穴の目立たないｷﾒの整

ったﾍﾙｼｰｽｷﾝへ導く(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ﾗｲﾌﾋﾟﾝｸｸﾚｲﾏｽｸ) 

・毛穴まで、すっきり顔。素肌美を磨き上げる(ｴｸｻｰｼﾞｭ ｼｰﾊﾞﾑｺ

ﾝﾄﾛｰﾙｴｯｾﾝｽ EX) 

・ﾌﾙｰﾂの恵みで、毛穴の気になる肌もｷｭｯ(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾌﾙｰﾂ&ｱﾛﾏ

ﾐｽﾄﾘﾌﾚｯｼｭｵｲﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ) 
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スキンケア(整える・与える) 
 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・毛穴も保湿もﾋﾞﾀﾐﾝ Cのﾊﾟﾜｰで(ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ VC100) 

・皮脂ﾊﾞﾗﾝｽを整える（ﾌﾞﾙｰｸﾚｰﾙ ﾛｰｽﾞﾘﾊﾞｲﾀﾙｴｯｾﾝｽｸﾘｰﾑ S） 

〈ｱｲｹｱ〉 

・目元の皮膚を引き締め、使い続けるほどにﾊﾘのある美しい目元

に導く 

 (ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾗﾝﾀﾝﾎﾟﾚﾙｱｲ) 

・柔らかく小じわになじみやすい使い心地の目元集中ｹｱｸﾘｰﾑ(ｵ

ﾊﾞｼﾞ ﾀﾞｰﾏﾊﾟﾜｰ X ｱｲｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ) 

・様々な悩みへﾄｰﾀﾙに働きかける気になる目元の集中ｹｱ(ｴﾑﾃﾞｨｱ 

ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｱｲｸﾘｰﾑ) 

〈ﾘｯﾌﾟｹｱ〉 

・つやめいてふっくら、唇のｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱに(ｵﾊﾞｼﾞ ﾀﾞｰﾏﾊﾟﾜｰ X ﾘｯ

ﾌﾟｴｯｾﾝｽ) 

・唇も、つややかに UV対策(ｲｸﾞﾆｽ ﾘｯﾌﾟﾊﾟﾗｿﾙ UV) 

〈ｱｲｹｱ〉 

・すべての女性の目元を美しく(ｽｶﾙﾌﾟ D ﾎﾞｰﾃ ﾋﾟｭｱﾌﾘｰｱｲﾗｯｼｭｾﾗ

ﾑ) 

・色と質感で輝く目元へ（ｼﾞﾊﾞﾝｼｨ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾕｰ） 

・驚くほど大きく見開かれたような目元を叶える、目もと用美容

液（ｹﾞﾗﾝ ｱﾍﾞｲﾕﾛｲﾔﾙｱｲｽｶﾙﾌﾟﾄｾﾛﾌｫﾑ） 

・目元の皮膚を引き締め、使い続けるほどにﾊﾘのある美しい目元

に導く 

(ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾗﾝﾀﾝﾎﾟﾚﾙｱｲ) 

・柔らかく小じわになじみやすい使い心地の目元集中ｹｱｸﾘｰﾑ(ｵ

ﾊﾞｼﾞ ﾀﾞｰﾏﾊﾟﾜｰ X ｱｲｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ) 

・様々な悩みへﾄｰﾀﾙに働きかける、気になる目元の集中ｹｱ(ｴﾑﾃﾞ

ｨｱ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｱｲｸﾘｰﾑ) 

〈ﾘｯﾌﾟｹｱ〉 

・つやめいてふっくら、唇のｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱに(ｵﾊﾞｼﾞ ﾀﾞｰﾏﾊﾟﾜｰ X ﾘｯ

ﾌﾟｴｯｾﾝｽ) 

・唇も、つややかに UV対策(ｲｸﾞﾆｽ ﾘｯﾌﾟﾊﾟﾗｿﾙ UV) 
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スキンケア(下地・補正) 
 

 下地の機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・朝、化粧水の後これ１本でご近所美肌！（ﾌﾟﾘｵｰﾙ 美白乳液 UV） 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝの溶け込み感を高める化粧下地(ﾙﾅｿﾙ ｽﾑｰｼﾞﾝ

ｸﾞﾗｲﾄﾒｲｸｱｯﾌﾟﾍﾞｰｽ) 

・乾燥しがちな肌や荒れがちな肌も、ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝときれいになじま

せる下地(ｽﾘｰ ｱﾙﾃｨﾒｲﾄﾌﾟﾛﾃｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾘｽﾃｨｰﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ) 

・くずれず、しっとり。美しい肌のﾍﾞｰｽを作る(ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾓｲｽﾁｭｱｸ

ﾘｱﾍﾞｰｽ) 

・ほど良いｶﾊﾞｰ力で色ﾑﾗまでﾅﾁｭﾗﾙに補正する、下地に最適な高機

能 CC（ｼﾞﾊﾞﾝｼｨ DW10CC ｸﾘｰﾑ） 

・ｼﾐ、そばかす、ｸﾏなどの、お肌のｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽをなかったことにして

くれる新感覚ｺﾝｼｰﾗｰ(ﾜﾄｩｻ ｽｰﾊﾟｰｶｳﾞｧｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾎﾟｯﾂ) 

・ﾌｨﾙﾀｰ効果で、瞬時に色ﾑﾗをﾌｨｯｸｽ(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ﾌｨｯｸｽｲｯﾄｶﾗｰ) 

・万能なｶﾗｰﾌｨﾙﾀｰを肌の上に重ねるように、透明感を引き出しなが

ら理想的な肌色に整える(ｽﾘｰ ｱﾝｼﾞｪﾘｯｸｺﾝﾌﾟﾚｸｼｮﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ) 

・見えない光をも輝きに変え、なりたい肌色に導くﾒｰｸｱｯﾌﾟﾍﾞｰｽ(ｼ

ｬﾈﾙ ﾙﾌﾞﾗﾝﾊﾞｰｽﾞﾙﾐｴｰﾙ) 

・ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝの前にひとさし。美に効く、絶妙な光(ｴｸｼｱ AL ﾎﾜｲﾄﾆ

ﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｱﾝﾄｸﾞﾛｳｾﾗﾑ) 

・澄みわたるほどの透明感。輝きを寄り添わせ、美を引き上げる(ｴ

ｸｼｱ AL ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｱﾝﾄｸﾞﾛｳｾﾗﾑ) 

・瞬時に、光を感じるほどの明るさ。翳りさえ飛ばす、輝きのｳﾞｪ

ｰﾙ(ｴｸｼｱ ﾗﾃﾞｨｱﾝﾄｸﾞﾛｳﾒｲｸｱｯﾌﾟｾﾗﾑ) 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱしながら、つけたときの自然な美しい肌の輝きを保つ

(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｸﾚｰﾑﾀﾝﾃ UV) 

・かつてないほどの心地よさで、澄みわたる白さを守る UV ｹｱ(ｼｬﾈ

ﾙ UV ｴｻﾝｼｴﾙｼﾞｪﾙｸﾘｰﾑ） 

・太陽と親密に。肌は贅沢に。ｻﾝ・ｽｷﾝｹｱ誕生(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｸﾚｰﾑ

UV) 

・一歩先の守りが、肌をずっと輝かせる(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｸﾚｰﾑ UV) 

・断つ、守る。紫外線から守り抜く（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽｰﾊﾟｰ UV ｶｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾄ

ﾃﾞｲｸﾘｰﾑ） 

・生む、育む。美とﾊﾘに満ちゆく（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽｰﾊﾟｰ UV ｶｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾄﾃﾞ

ｲｸﾘｰﾑ） 

・白く優しく美しく。革新的ｵｰｶﾞﾆｯｸ UV(ﾆｰﾙｽﾞﾔｰﾄﾞ ﾅﾁｭﾗﾙ UV ﾌﾟﾛ

ﾃｸｼｮﾝ) 

・ﾆｷﾋﾞや吹き出物の跡なども目立たなくするｽﾃｨｯｸｺﾝｼｰﾗｰ(ｽﾘｰ ﾗ

ﾃﾞｨｱﾝﾄﾜﾝﾄﾞｲﾝｳﾞｨｼﾞﾌﾞﾙ) 

 

 ・天然由来成分 86％以上で、ﾒｲｸｵﾌした後ももっちりとした柔ら

かな肌の質感に導く(ｽﾘｰ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞﾊｰﾓﾆｰﾌﾟﾗｲﾏｰ) 

・ｼｱﾊﾞﾀｰや植物ｵｲﾙが角質層に潤いを与えながら、柔らかな肌へ

整える(ｽﾘｰ ｱﾝｼﾞｪﾘｯｸｺﾝﾌﾟﾚｸｼｮﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ) 
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ベースメイク（ファンデーション） 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・ふわり、恋咲肌(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽｳｨｰﾄﾓｲｽﾁｭｱｼﾌｫﾝ) 

・不動の美。衝撃のﾗｽﾃｨﾝｸﾞ(ｴｸｼｱ AL ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾎﾜｲﾄ) 

・肌からも色っぽさを演出する､ﾍﾞｰｽﾒｰｷｬｯﾌﾟ(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯ

ｸﾊﾟｳﾀﾞﾘｰ UV) 

・未来が、肌にとけこむ瞬間。誕生、ﾙﾌｫﾝﾄﾞｩﾀﾝ(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙ

ﾌｫﾝﾄﾞｩﾀﾝ) 

・時間とともに、きれいが深まる(ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾓｲｽﾁｭｱｳﾞｪｰﾙ) 

・ほしいすべてを満たす上質という名のﾍﾞｰｽﾒｲｸｱｲﾃﾑ(ｴｸｼｱ ｽｰ

ﾍﾟﾘｱｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ史を塗り替える、ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰな至福(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙ

ﾌｫﾝﾄﾞｩﾀﾝ) 

・立体感と造形美、どちらもひとさしで ひときわ(ｴｸｼｱ ﾘﾌﾃｨﾝ

ｸﾞｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓｲｽﾄ) 

・ｵｲﾙｼｰﾙﾌｧﾝﾃﾞでありえない素肌美(ｷｯｶ ﾌﾛｰﾚｽｸﾞﾛｳｿﾘｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰ

ｼｮﾝ) 

・ﾇｹ感まで再現する､ﾘｱﾙなｶﾊﾞｰ力。素肌美より美しい「ﾚｱはだ」

ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽﾏｰﾄｽｷﾝﾍﾞﾘｰﾚｱ） 

・朝はﾒｰｸの仕上げに、夜は素肌ｹｱに（資生堂 ｽﾉｰﾋﾞｭｰﾃｨｰ） 

・絶世の白肌へ総仕上げ（ｼﾞﾊﾞﾝｼｨ DW10 ｸﾁｭｰﾙﾎﾜｲﾄｺﾝﾊﾟｸﾄ） 

・空気のようになじんで、瞬時にｶﾊﾞｰ、時間がたつほど、美しさ

に磨きがかかる 

・崩れずしっとり。美しい肌のﾍﾞｰｽを作る(ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾓｲｽﾁｭｱｸﾘｱ

ﾍﾞｰｽ) 

・どんな表情をしていても崩れにくい､ｸﾘｰﾐｰなﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

(ｽﾘｰ ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾊｰﾓﾆｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・ｻﾗｯと快適。肌とﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝが密着(ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ｺﾈｸﾃｨﾝｸﾞﾍﾞｰｽ) 

・粉雪のようなﾊﾟｳﾀﾞｰを重ねて、さらに上質でなめらかな肌へ(ｶ

ﾊﾞｰﾏｰｸ ｼﾙｷｰﾙｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・たどり着いたのは〝真珠艶″肌に柔らかな輝きを（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ 

AQMW ﾍﾞｰｽﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・毛穴隠して陶器肌に(ｷｽﾐｰ ﾛﾝｸﾞｽﾃｲﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・ぱっと毛穴ｶﾊﾞｰ、ふわっと素肌感。20 秒であこがれ美肌、完

成(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾗｸﾁｭｰﾙﾙｰｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・この肌は、幸せを連れてくる、素肌のﾌﾘして毛穴はｶﾊﾞｰ(ｺｽﾒﾃﾞ

ｺﾙﾃ ﾗｸﾁｭｰﾙﾊｯﾋﾟｰﾊﾆｰｺﾚｸｼｮﾝ) 

 

・素肌、育てるﾌｧﾝﾃﾞ(ﾌﾛｳﾌｼ ｲｵﾝﾃﾞｸｯｼｮﾝ) 

・花の美容ｵｲﾙを配合し、素肌をﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄする（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｵｲﾙｾﾗﾑﾌ

ｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・植物抽出ｴｷｽ(保湿成分)配合(ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾓｲｽﾁｭｱｳﾞｪｰﾙｸﾘｰﾐｨﾘｷｯ

ﾄﾞ) 

・ｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙとﾋｱﾙﾛﾝ酸配合で乾きがちな肌をしっかり保湿(ﾍﾞﾈﾌｨ

ｰｸ ｸﾘｰﾐｨﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・独自の「ﾓｲｽﾁｭｱｺｰﾃｨﾝｸﾞ製法」により、粒子ひとつひとつに保

湿成分を均一にｺｰﾃｨﾝｸﾞする(ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ｼﾙｷｰﾙｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・保湿成分（ｽｸﾜﾗﾝ、ﾎﾎﾊﾞｵｲﾙ）配合により、終日乾燥せず、乾燥

じわも防ぐ(ﾜﾄｩｻ ｽｰﾊﾟｰｶｳﾞｧｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾎﾟｯﾂ) 

・潤いも透明感も続く（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｼﾞｪﾙﾏｽｸﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・水分たっぷりのみずみずしい使い心地で、透明感と潤いに満ち

たﾂﾔ肌へ(ﾙﾅｿﾙ ｽｷﾝﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞｳｫｰﾀｰｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・ｱﾐﾉ酸の潤いﾍﾞｰﾙが肌を包み、透明感が際立つ仕上げ用ﾊﾟｳﾀﾞｰ

(ﾁｬｺｯﾄ ｴﾝﾘｯﾁﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・透き通る水のｳﾞｪｰﾙで包み込む。ぷるんと「弾み肌」のよそお

い（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｼﾞｪﾙﾏｽｸﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾊﾘ感きわだつ高いﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ効果(ｴｸｼｱ ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞﾘﾌﾃｨﾝｸﾞｴﾏﾙｼﾞｮﾝ

ﾓｲｽﾄ) 

・魅了するﾊﾘ、ひときわ立体感。涼やかなﾂﾔをたずさえて続く(ｴ

ｸｼｱ AL ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾎﾜｲﾄ) 

・顔立ちまでも美しくみせる、ﾊﾘ感とﾂﾔのある肌へ(ﾙﾅｿﾙ ｽｷﾝﾓ

ﾃﾞﾘﾝｸﾞﾘｸｲﾄﾞﾌｨﾆｯｼｭ) 

・ｵｰｶﾞﾆｯｸｼﾙｸﾊﾟｳﾀﾞｰを美容成分でｺｰﾃｨﾝｸﾞし、ふんわりなめらか

な質感を叶える（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・植物ｵｲﾙによるｽｷﾝｹｱ効果で、「肌自体に潜む美しさ」まで引き

出す(ｽﾘｰ ﾌﾛｰﾚｽｴｼﾘｱﾙﾌﾙｲﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・年齢印象を上げている「肌ﾉｲｽﾞ」をﾏﾙﾁｼｬｲﾆﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰとﾎﾟｲﾝﾄ

ﾌｨｯﾄﾊﾟｳﾀﾞｰで抑える（BA ﾍﾞｰｽﾒｲｸ）  

・肌のｷﾒを緻密に整える朝用と、毛穴やﾃｶﾘ補正効果に優れた午

後用、２種類収めた新発想のﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ｽﾘｰ ﾘﾆｭｰｲﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ

ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

 

・ﾒｲｸｱｯﾌﾟ効果により小顔に見せる(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾀｲﾄﾌｨﾙﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

PRO) 

・美を引き上げるﾌｫﾙﾑとﾗｲﾝ。圧倒的なﾒﾘﾊﾘで魅せる肌へ(ｴｸｼｱ 

ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓｲｽﾄ) 

・ﾗｲﾝはｸﾞｯと。頬はふわっと。女性らしい顔立ちを自在に引き出

す(ｴｸｼｱ ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓｲｽﾄ) 

・厚づきなのに厚塗り感ｾﾞﾛ(ｹｲﾄ ｻﾞﾍﾞｰｽｾﾞﾛ) 

・黄ぐすみを打ち消し、繊細な青みの光を足す白肌ﾏｼﾞｯｸ（ｼﾞﾊﾞﾝ

ｼｨ DW10 ｸﾁｭｰﾙﾎﾜｲﾄｺﾝﾊﾟｸﾄ） 

・潤いを纏ったﾊﾟｳﾀﾞｰが、気になる部分を自然にｶﾊﾞｰ(ｶﾊﾞｰﾏｰｸ 

ﾓｲｽﾁｭｱｳﾞｪｰﾙ LX) 

・ｵｲﾙｼｰﾙで真の透明感を生み出す(ｷｯｶ ﾌﾛｰﾚｽｸﾞﾛｳｿﾘｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼ

ｮﾝ) 

・７つの光で、ﾌﾚｯｼｭな透明感を生み出すﾊﾟｳﾀﾞｰ(資生堂 7 ﾗｲﾄ

ﾊﾟｳﾀﾞｰｲﾙﾐﾈｰﾀｰ) 

・透明感とｶﾊﾞｰ力を両立したﾙｰｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ﾙﾅｿﾙ ｼｱｰﾗｲﾄﾙｰｽﾌｧﾝ

ﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・ｸﾘｽﾀﾙのような透明感とﾂﾔ感ほしいまま（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ｴｳﾞｧｰﾗｽ

ﾃｨﾝｸﾞｼﾙｸﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・極上柔らかな肌質感を叶えるふんわりｳﾞｪｰﾙ(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽｳｨｰﾄﾓｲ

ｽﾁｭｱｼﾌｫﾝ) 

・粉雪のように繊細に輝く。重ねるほどに明るく、清く、澄んで

ゆく(ｴｸｼｱ ｽｰﾍﾟﾘｱｳﾞｪｰﾙ) 

・今までのﾊﾟｰﾙ剤の輝きとは違う､ｷﾞﾗつきのない丁寧にお手入

れしたようなﾂﾔ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ﾍﾞｰｽﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・溶け込むような感触の薄膜ｳﾞｪｰﾙが、しなやかに密着する（ｺｽﾒ

ﾃﾞｺﾙﾃ ｴﾚｶﾞﾝﾄｸﾞﾛｳﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・夏のﾍﾙｼｰなﾂﾔ肌を叶えるﾙﾐﾅｲｼﾞﾝｸﾞﾌﾙｲﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞ

ｨｵｰﾙ ｽｷﾝﾇｰﾄﾞｴｱｰﾙﾐﾅｲｻﾞｰ） 

・仕立てのいい肌､ﾊﾟｳﾀﾞｰが溶け込むようになじんで、磨き上げ

たようなﾂﾔ肌へ（ﾙﾅｿﾙ ｽｷﾝﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰｸﾞﾛｳ） 

・光を魅きつけ、時間がたつほどにﾂﾔめく肌へ(ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾓｲｽﾁｭ

ｱｳﾞｪｰﾙｸﾘｰﾐｨﾘｷｯﾄﾞ)  

・ｵｲﾙﾀｯﾁで蜜のような潤い。圧倒的な｢ﾂﾔ肌｣に魅せる（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｵ

ｲﾙｾﾗﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・繊細なﾂﾔを静かに放つ新感触のｼﾞｪﾙ状ﾊﾟｳﾀﾞﾘｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ｽﾘｰ 

ｱﾝｼﾞｪﾘｯｸｼﾝﾊﾞｲｵｼｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・年齢ｻｲﾝをきちんとｶﾊﾞｰ！明るい美ﾂﾔ肌が続く(ﾌﾟﾘｵｰﾙ 美つ

や BB ﾊﾟｳﾀﾞﾘｰ) 

 
 

２０１７/春夏 ⑨ 

 （つづき） 
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ベースメイク（ファンデーション） 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

  ・たったひと塗り、ｼﾐが消える。肌が艶めく(ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾌﾛｰﾚｽﾌｨ

ｯﾄ) 

・水をたたえたような、つややかな肌に仕上げるﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ｼｬﾈ

ﾙ ﾙﾌﾞﾗﾝｺﾝﾊﾟｸﾄﾗﾃﾞｨｱﾝｽ) 

・自然なﾊﾘﾂﾔ感を持たせ素肌の魅力を引き出しながら肌の色をﾒ

ｲﾝﾃﾅﾝｽする（ﾘｻｰｼﾞｶﾗｰﾒｲﾝﾃﾅｲｻﾞｰ） 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰでもﾘｷｯﾄﾞのような仕上がり感を生み出す（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽｳ

ｨｰﾄﾓｲｽﾁｭｱｼﾌｫﾝ） 

 

 

 

メイク全体 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・大人の女のﾁｬｰﾑなｺｽﾒﾃｨｯｸｽ(ﾜﾄｩｻ) 

・鮮やかで情熱的な夏を届けます（ｽﾘｰ 2017 ｻﾏｰﾒｲｸｱｯﾌﾟｺﾚｸｼ

ｮﾝ） 

・願いどおりの美しさ、光と色の万華鏡（ﾌｧﾝｹﾙ 2017 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・深呼吸するﾏﾘﾝ（ｽｯｸ ｻﾏｰｺﾚｸｼｮﾝ 2017） 

・楚々とあでやかに、いまを咲く（ｽｯｸ 2017春ｶﾗｰｺﾚｸｼｮﾝ） 

・日常の中でふとﾄﾘｯﾌﾟする色とりどりのﾃﾞｲﾄﾞﾘｰﾑの世界(ﾎﾟｰ

ﾙ&ｼﾞｮｰ 

 2017 ｻﾏｰｸﾘｴｰｼｮﾝ） 

・色を纏えば気分や表情までも変わる。自分の中のもう一人の

自分が目を覚ます（RMK ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰｻﾏｰ 2017 ｺﾚｸｼｮﾝ） 

・すべては女の子の“かわいい”のために（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾒｲｸｱｯ

ﾌﾟ） 

・今ｼｰｽﾞﾝ、ｷｯｶのﾃｰﾏはｻﾏｰｳﾞｨｳﾞｨｯﾄﾞ(ｷｯｶ ｻﾏｰｳﾞｨｳﾞｨｯﾄﾞ) 

〈ﾁｰｸ〉 

・肌が持つ光沢を引き出しながら、ｸﾘｱな発色で表情を彩るﾊﾟｳ

ﾀﾞｰﾁｰｸ(ｽﾘｰ ﾁｰｷｰｼｰｸﾌﾞﾗｯｼｭ) 

・愛されﾇｰﾄﾞ肌は、ﾇｹ感がずるい（ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ｾｵﾃｨﾁｰｸ） 

・素肌に溶け込んで“体温”を演出する、澄んだ発色の薄膜ｸﾘ

ｰﾑﾁｰｸ(ｷｯｶ ﾌﾛﾚｽｸﾞﾛｳﾌﾗｯｼｭﾌﾞﾗｯｼｭ) 

 

 〈ﾁｰｸ〉 

・ｴｱﾘｰな透明感で肌の光沢を引き立てながら、内側から染まった

ような血色を繊細な色味で描き出す(ｽﾘｰ ｴﾋﾟｯｸﾐﾆﾀﾞｯｼｭ)  

・高純度の発色と冴えわたるﾂﾔ感が、透明感と立体感を与える（ｽ

ｯｸ ﾋﾟｭｱｶﾗｰﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・色を極力抑え、光沢感だけをﾌﾟﾗｽすることで、大人の表情を引

き出す（RMK ﾌｪｲｽﾎﾟｯﾌﾟﾊﾟｳﾀﾞｰﾁｰｸｽ） 
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メイク（アイ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメの機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

 

〈ｱｲｼｬﾄﾞｳ〉 

・色と質感のﾆｭｱﾝｽで、魅惑の目元(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｵﾝﾌﾞﾙﾌﾟｰﾄﾞﾙｿﾛ) 

・色と光を纏った空気のように限りなくﾙｰｽﾀｲﾌﾟのｱｲｶﾗｰ(ｽﾘｰ ｼﾏﾘ

ﾝｸﾞｶﾗｰｳﾞｪｰﾙｽﾃｰﾄﾒﾝﾄ) 

・ぷるんとしたﾀｯﾁでみずみずしくﾌｨｯﾄ、宝石のしずくのような輝

きとﾂﾔのｱｲｶﾗｰ（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ｼﾞｪﾘｰｱｲｶﾗｰ） 

・魅惑のきらめきﾂﾔｸﾞﾗﾃﾞｼｬﾄﾞｳ(ﾚﾌﾞﾛﾝ ｶﾗｰｽﾃｲｸﾘｰﾑｱｲｼｬﾄﾞｳ) 

・つける人の想いまで色で語る魅きよせｱｲｼｬﾄﾞｳ(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ｻ

ﾝｸｸﾙｰﾙ) 

・なめらかな質感と純発色で、大人の目元をつややかに彩る（ｽｯｸ 

ﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞｶﾗｰｱｲｽﾞ） 

〈ｱｲﾗｲﾅｰ〉 

・表情と印象を自在に操る果てしない可能性に満ちたｱｲﾗｲﾅｰﾍﾟﾝｼﾙ

(ｽﾘｰ 

 ﾒｽﾞﾓﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｱｲﾗｲﾅｰﾍﾟﾝｼﾙ） 

・きらめきが溶け込んだ、艶めく目元を叶える（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ｱ

ｲｸﾞﾛｳｼﾞｪﾑ） 

・「書」の世界にｲﾝｽﾊﾟｲｱされたﾘｯﾁな発色のｱｲﾗｲﾅｰ(資生堂 ｲﾝｸｽﾄ

ﾛｰｸｱｲﾗｲﾅｰ) 

〈ﾏｽｶﾗ〉 

・禁断のまなざし。誘い込むｴｸｽﾃ級まつ毛（ｼﾞﾊﾞﾝｼｨ ﾉﾜｰﾙｱﾝﾃﾙﾃﾞ

ｨ） 

・「理想の眉」になれるﾏｷｱｰｼﾞｭのｱｲﾌﾞﾛｰ(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｿﾌﾄﾌﾞﾛｰﾗｲﾅｰ) 

〈ｱｲﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ〉 

・明るい肌を一枚作って、魅せる目元へ(ｹｻﾗﾝﾊﾟｻﾗﾝ ｱﾝﾀﾞｰｱｲﾌﾞﾗｲ

ﾄﾅｰ) 

〈ｱｲｸﾞﾛｽ〉 

・囁くように瞬くﾊﾟｰﾙが、光で濡れたようなﾂﾔをまぶたに纏わせる

(ｽﾘｰ ｳｲｽﾊﾟｰｸﾞﾛｽﾌｫｰｱｲ) 

 

〈ｱｲｼｬﾄﾞｳ〉 
・極薄のﾌｨﾙﾑのように、瞼にﾌｨｯﾄするなめらかなつけ心地(ｸﾘｽ
ﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ｻﾝｸｸﾙｰﾙ) 

〈ｱｲﾗｲﾅｰ〉 

・保湿成分をたっぷり配合し、ﾒｲｸしながら潤いを与える(msh 

ﾗﾌﾞﾗｲﾅｰ) 

・くっきり思いのまま、ｱｲﾗｲﾝ新しく(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾗｲﾅｰﾘｷｯﾄﾞ

ｱﾝﾀﾝｽ) 
・「よれない、とれない、にじまない」ｷｰﾌﾟ力が特長(ｽﾘｰ ｼｬﾄﾞ
ｳﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｱｲﾗｲﾅｰ) 

・描きたての発色ずっと続く(ｽｶﾙﾌﾟ D ﾎﾞｰﾃ ﾋﾟｭｱﾌﾘｰｱｲﾗｲﾅｰ) 
〈ﾏｽｶﾗ〉 

・塗るたびにまつ毛ｹｱ(ｽｶﾙﾌﾟ D ﾎﾞｰﾃ ﾋﾟｭｱﾌﾘｰﾏｽｶﾗ) 
・つけたての仕上がりを 1 日ｷｰﾌﾟするｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ処方(ｽﾘｰ ﾙｼ
ｬｽﾃﾞｨﾌｨﾆｼｮﾝﾏｽｶﾗ) 

・軽量ﾌｧｲﾊﾞｰをまつ毛 1 本 1 本に密着させ、瞬時に形状記憶さ

せ、まつ毛本来の美しさを叶える(ｽﾘｰ ﾙｼｬｽﾃﾞｨﾌｨﾆｼｮﾝﾏｽｶﾗ) 

〈ｱｲﾌﾞﾛｳ〉 

・日本人に合う眉毛を計算した、ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾀｲﾌﾟのｱｲﾌﾞﾛｳﾍﾟﾝｼﾙ(ｽ

ﾘｰ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞｱｲﾌﾞﾗｳﾍﾟﾝｼﾙ) 

〈ｱｲｸﾞﾛｽ〉 

・目まわりの乾燥も妨げる植物油の働きでﾌﾚｯｼｭなﾂﾔが長時間

まぶたにﾌｨｯﾄし続ける(ｽﾘｰ ｳｲｽﾊﾟｰｸﾞﾛｽﾌｫｰｱｲ) 

 

〈ｱｲｼｬﾄﾞｳ〉 
・１色でも洗練されたｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝを表現できる(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｵﾝ

ﾌﾞﾙﾌﾟｰﾄﾞﾙｿﾛ) 

・和紙のように透けて色づく､ﾏｯﾄな質感のｸﾘｰﾑｱｲｶﾗｰ(資生堂 

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾗｲﾄｸﾘｰﾑｱｲｶﾗｰ) 

・目元の印象をﾎﾟｯﾌﾟにﾁｪﾝｼﾞする２色ｾｯﾄのｱｲｼｬﾄﾞｳ（RMK ﾌｪｲｽ

ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟｱｲｽﾞ） 
・今まで以上の鮮やかな発色と革新的なﾃｸｽﾁｬｰ（ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙｻ

ﾝｸｸﾙｰﾙ） 
・どんなｼｰﾝでも使いやすい 3 ﾀｲﾌﾟのﾍﾞｰｼｯｸｶﾗｰがﾆｭｰﾄﾗﾙﾒｲｸの新

しい領域を拓く(ｽﾘｰ ｱｲﾃﾞﾝﾒﾝｼｮﾅﾙｸｱｯﾄﾞﾊﾟﾚｯﾄ) 

・上品なﾂﾔと透明感のある発色で、瞳を美しく魅せる“顔映えﾆ

ｭｱﾝｽ”ｱｲｼｬﾄﾞｳ(ｷｯｶ ﾌﾞﾙｰﾎｰﾙ、ﾌｭｰｼｬｰｱｲﾗﾝﾄﾞ) 
〈ｱｲﾗｲﾅｰ〉 
・つやと発色が際立つ、引力ある目元を演出する(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ 

ﾗｲﾅｰﾘｷｯﾄﾞｱﾝﾀﾝｽ) 
・濃厚な発色のﾃﾞｭｵが目元に美しいｺﾝﾄﾗｽﾄを生み出す(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞ
ｨｵｰﾙ ｼｮｳｶﾗｰ&ｺﾝﾄｩｰﾙﾃﾞｭｵ) 

・都会的で落ち着いた印象の目元を演出する（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ﾗ
ｽﾃｨﾝｸﾞｼﾞｪﾙｱｲﾗｲﾅｰ） 

・立体的で透明感のあるｱｲﾒｲｸのｶｷﾞとなるﾍﾟﾝｼﾙﾀｲﾌﾟのｱｲﾗｲﾅｰ(ｽ

ﾘｰ ｻﾌﾞﾄｰﾝﾃﾞｨﾌｧｲﾆﾝｸﾞｱｲﾍﾟﾝｼﾙ) 

・深いﾈｲﾋﾞｰﾌﾞﾙｰで目元に凛とした美しさ（ﾌｧﾝｹﾙ ｶﾗｰﾌｨｯﾄｱｲﾗｲ

ﾅｰ） 
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メイク（リップ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメの機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

・唇からﾎﾟｯﾌﾟｱｰﾃｨｽﾄ(ｸﾘﾆｰｸ ﾎﾟｯﾌﾟ) 

・ｱｸﾘﾙ絵具から発想を得た、鮮やかな発色のﾘｷｯﾄﾞﾘｯﾌﾟｶﾗｰ(ﾒｲｸｱｯ

ﾌﾟﾌｫｰｴﾊﾞｰ ｱｰﾃｨｽﾄｱｸﾘﾘｯﾌﾟ) 

・ﾊﾟｯと華やか！美発色ﾙｰｼﾞｭ(ｷｽﾐｰﾌｪﾙﾑ ﾌﾟﾙｰﾌﾌﾞﾗｲﾄﾙｰｼﾞｭ) 

・あなただけのﾋﾟﾝｸな唇に（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾏｲﾘｯﾌﾟｽ） 

・やさしいﾋﾟﾝｸと華やかなﾛｰｽﾞで唇に春の輝きを（ﾌｧﾝｹﾙ ｱｸｱｾﾗ

ﾑﾙｰｼﾞｭ） 

・驚くほどの発色とﾂﾔが同時に叶うのに、何もつけてないような

軽さ（ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ｱﾃﾞｨｸﾄﾗｯｶｰｽﾃｨｯｸ） 

・春。あえてのくすみ色で、すこしｵﾄﾅな私に(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾚﾃﾞｨｳﾞｨ

ﾝﾃｰｼﾞ) 

・太陽が降り注ぐ街で、ひときわﾂﾔめくﾌｪﾐﾆﾝﾘｯﾌﾟ！(ﾊｯﾁ ﾘｯﾌﾟ

ｸﾞﾛｽ UV) 

・大人の肌を美ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ「明るさ極上口紅」(ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾌﾞﾗｲﾄｱｯﾌﾟ

ﾙｰｼﾞｭ) 

・純ﾂﾔ、純発色、軽やかな使用感を追求したﾘｯﾌﾟ（ｽｯｸ ｴｸｽﾄﾗｸﾞ

ﾛｳﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・この世でいちばん、柔らかなﾊﾟﾜｰ(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭｱﾚｰﾌﾞﾙ) 

・うるおい彩る、ふっくらぷるん(ｱﾕｰﾗ ﾌｫﾝﾀﾞﾝﾙｰｼﾞｭ) 

・ぽっ、この血色感。冷えた私をぬりかえる（ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ｾｵﾃｨﾘｯﾌﾟ

ｽﾃｨｯｸ） 

・ふんわり染まる、大人のﾃｨﾝﾄ(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｳｫｰﾀﾘｰﾙｰｼﾞｭ) 

 

・唇にもｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱを！(ﾗｼｬｽﾘｯﾌﾟ) 

・美容ｵｲﾙそのものをｽﾃｨｯｸにするという新しい発想(ﾏｷｱｰｼﾞｭ 

ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸﾙｰｼﾞｭ) 

・ﾘｯﾌﾟｹｱｵｲﾙをﾍﾞｰｽにしたﾃｨﾝﾄ処方のﾙｰｼﾞｭ(ｵﾍﾟﾗ ﾘｯﾌﾟﾃｨﾝﾄ) 

・保湿成分を 50%以上配合したﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄなﾃｸｽﾁｬｰはとろけるよう

になめらか(ｽﾘｰ ﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄﾗｽﾄﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ) 

・ひと塗りで、ｸﾞﾛｽの艶めき＆ﾊﾞｰﾑの潤い（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ﾙｰ

ｼﾞｭｸﾞﾛｳ） 

・生活紫外線をﾌﾞﾛｯｸしながら同時に潤いｹｱ(ﾊｯﾁ ﾘｯﾌﾟｸﾞﾛｽ UV) 

・みずみずしく軽やかなﾃｸｽﾁｬｰで唇をしっとり潤わせ続ける(ｼ

ｬﾈﾙ ﾙｰｼﾞｭｺｺｸﾞﾛｽ) 

・単品使いだけでなく、下地にしたり部分使いにできる使いや

すさ(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ｶﾗｰﾘｯｼｭﾙﾙｰｼﾞｭ) 

・まるでﾀﾄｩｰのように、10時間ﾘｯﾌﾟﾃｨﾝﾄ(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ｱﾃﾞｨｸ

ﾄﾘｯﾌﾟﾃｨﾝﾄ) 

・乾燥やにじみも気にならない、ﾓｲｽﾁｬｰ&ﾛﾝｸﾞﾗｽﾃｨﾝｸﾞ処方(ｽﾘｰ 

ﾘﾌｧｲﾝﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾘｯﾌﾟﾍﾟﾝｼﾙ) 

 

・一本で輪郭くっきり、色鮮やか（ｷｽﾐｰﾌｪﾙﾑ 紅筆ﾘｷｯﾄﾞﾘｰｼﾞｭ） 

・薄膜仕上げで、色と形を自然に補整（ｷｯｶ ﾒｽﾒﾘｯｸﾘｯﾌﾟﾗｲﾝｽﾃｨ

ｯｸ） 

・輝く仕上がりを長時間持続させる(ｼｬﾈﾙ ﾙｰｼﾞｭｺｺｸﾞﾛｽ) 

・高密着、高密封で、色つや続く(ｱﾕｰﾗ ﾌｫﾝﾀﾞﾝﾙｰｼﾞｭ) 

・透けるｷﾚｲ色落ちずに続く(ｵﾍﾟﾗ ﾘｯﾌﾟﾃｨﾝﾄ) 

・食べても飲んでも落ちなくなる口紅ｺｰﾄ（ｺｰｾｰ ﾘｯﾌﾟｼﾞｪﾙﾏｼﾞｯ

ｸ） 

・一本で輪郭くっきり、色鮮やか（ｷｽﾐｰﾌｪﾙﾑ 紅筆ﾘｷｯﾄﾞﾘｰｼﾞｭ） 

・ｽｳｪｰﾄﾞのようなﾏｯﾄな質感に変化するﾘｷｯﾄﾞﾘｯﾌﾟｶﾗｰ(ｸﾘﾆｰｸ ﾎﾟ

ｯﾌﾟﾘｷｯﾄﾞﾏｯﾄ) 

・透け感のあるｶﾗｰとｻﾗｯとしたﾂﾔで魅せる(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ﾕｲﾙｶﾚｽ) 

・ｼﾞｭｴﾘｰが輝くような濃密なﾂﾔ(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ｼﾞｪﾘｰﾘｯﾌﾟｸﾞﾛｽ) 

・ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞな発色と透明感をどちらも叶える（ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ｾｵﾃｨﾘｯ

ﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・ｸﾘｱで美しいﾂﾔ発色で上質感あふれる唇を作る(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾚﾃﾞｨ

ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ) 

・新しいﾍﾞｰｼﾞｭがﾅﾁｭﾗﾙなのに、色っぽいﾇｹ感のある仕上がりを

叶える（RMK ﾌｪｲｽﾎﾟｯﾌﾟﾘｯﾌﾟｽ） 

・口元が浮かずに肌が明るく際立つ(ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾌﾞﾗｲﾄｱｯﾌﾟﾙｰｼﾞｭ) 

・ﾅﾁｭﾗﾙな血色感ﾘｯﾌﾟを叶える（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾏｲﾘｯﾌﾟｽ） 

・唇を染める染料を配合しﾅﾁｭﾗﾙな血色感を演出する(ｹｲﾄ ｶﾗｰｾ

ﾝｻｰﾘｯﾌﾟﾃｨﾝﾄ) 

・唇の質感はそのままにふんわりと色だけを添える（RMK ﾌｪｲｽ

ﾎﾟｯﾌﾟﾏｯﾄﾘｯﾌﾟｽ） 

・のせた瞬間に、きらめき感の高い立体的な唇に仕上げる(ｼｬﾈﾙ 

ﾙｰｼﾞｭｺｺｸﾞﾛｽ) 
・濃密な〝とろみ"ｳﾞｪｰﾙで唇ふっくら（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ﾙｰｼﾞｭｸﾞ

ﾛｳ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 34 

ヘアケア 
 

 

 コミュニケーションワード ヘアケアコスメのケア機能 ヘアケアコスメのメイク効果 
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コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・世界の女性の髪を美しく（ﾐﾙﾎﾞﾝ） 

・髪に、黄金のﾃｨｱﾗ(ﾛｸｼﾀﾝ ﾌｧｲﾌﾞﾊｰﾌﾞｽ) 

・髪ｻﾗﾘ、毛先するり（ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾊｰﾌﾞﾍｱｴｯｾﾝｽﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾘﾍﾟｱ） 

・「頭皮ｽｷﾝｹｱ」から、美しさ際立つ(ﾘｸｲｰﾙ) 

・本格ｵｰｶﾞﾆｯｸｺｽﾒをあなたの毎日に（ｱﾙｼﾞｪﾗﾝ） 

・ふんわりしなやか、はずむ髪（ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾒｲﾌﾟﾘｰｾﾞ） 

・思いのままに、決める。心躍るﾂﾔめく髪へ(ﾘｸｲｰﾙ ｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾒｲｸ

ｼﾘｰｽﾞ) 

・不要なものは脱ぎ捨てる。夢のような時間にいざなう(ﾘｯﾌﾟｽｱﾝ

ﾄﾞﾋｯﾌﾟｽ) 

・目指したのは、ﾍｱｻﾛﾝの品質(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ) 

・まるで自宅がﾍｱｻﾛﾝに！髪の悩みが気にならない！(ﾘｯﾌﾟｽｱﾝﾄﾞ

ﾋｯﾌﾟｽ ﾍｱｿｰﾌﾟ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 

・ｼｬﾝﾌﾟｰ習慣に新境地、ﾉｰｼｬﾝﾌﾟｰ(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ｴｸｽﾄﾗｵｰﾃﾞｨﾅﾘｰｵｲﾙﾗｸ

ﾚﾑﾗｳﾞｫﾝｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ) 

・極上ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙで洗う贅沢(ﾛｸｼﾀﾝ ﾌｧｲﾌﾞﾊｰﾌﾞｽﾃﾞｨｰﾌﾟﾀﾞﾒｰｼﾞｹｱｼ

ｬﾝﾌﾟｰ) 

・理想のﾎﾞﾘｭｰﾑも、ﾂﾔも。大人の髪に、演出を(ｼﾞｮﾝﾏｽﾀｰｵｰｶﾞﾆｯｸ 

ｵｰｶﾞﾆｯｸｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾌｫｰﾑ) 

・美しさの秘密は肌の色に合った髪色にある(ﾘｸｲｰﾙ ｴｯｾﾝｽｸﾞﾛｰ

ｶﾗｰ) 

・表面をｹｱし、ふんわり仕上げる(ﾘｸｲｰﾙ ｶｰﾙｳｫｰﾀｰ) 

・ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙだからしっとりしなやか。驚くほどなめらかな指通

りに 

(ﾛｸｼﾀﾝ ﾌｧｲﾌﾞﾊｰﾌﾞｽ) 

・ごわつく髪も芯までしっとりしなやかな手ざわりに導く(ｽﾃｨ

ｰﾌﾞﾝﾉﾙ ﾓｲｽﾁｭｱｿﾌﾆﾝｸﾞｴﾏﾙｼﾞｮﾝ) 

・瞬時に変わる手ざわり。ﾄﾞﾗｲﾔｰの熱を味方にするﾌﾞﾛｰ前のﾌﾟ

ﾚ美容液(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ﾊｲﾄﾞﾛﾘﾆｭｰﾐｽﾄ) 

・頭皮ﾀｲﾌﾟに合わせて、やさしく洗う。ﾉﾝｼﾘｺﾝで、上質な泡(ﾘ

ｸｲｰﾙ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ) 

・肌へ。髪へ。年齢に応じたｹｱを。皮膚科学から生まれた頭皮

ｽｷﾝｹｱもﾌﾟﾗｽ（ﾘｸｲｰﾙ） 

・乱れがちな現代女性の心身をときほぐすﾎﾘｽﾃｨｯｸ精油美容(ｶﾗ

ｰｽﾞ ｻﾞﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｵｰｶﾞﾆｯｸ) 

・８つのﾌﾘｰ処方で必要のない成分は使用せず(ﾘｯﾌﾟｽｱﾝﾄﾞﾋｯﾌﾟ

ｽ) 

・毛髪内密度を高める、「SSVR ｼﾙｸ」を配合(ﾐﾙﾎﾞﾝ) 

・眠っている間に深層ﾀﾞﾒｰｼﾞをｹｱする夜の濃密補修ｾﾗﾑ(ｽﾃｨｰﾌﾞ

ﾝﾉﾙ ﾌﾟﾚﾐｱﾑｽﾘｰｸﾃﾞｨｰﾌﾟﾘﾍﾟｱｾﾗﾑ) 

・深層補修しながら輝くﾂﾔ髪に導く(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ｼｬｲﾝﾘﾍﾟｱｺﾝﾃﾞ

ｨｼｮﾅｰ) 

・100％天然由来成分で髪を内側から補修しつつ、ﾊﾘと立体感を

もたらす（ｼﾞｮﾝﾏｽﾀｰｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾎﾞﾘｭｰﾏｲｼﾞﾝｸﾞﾌｫｰﾑ） 

・ﾌﾟﾙｰﾝから抽出されたｴｷｽと２種のﾎﾞﾀﾆｶﾙ成分の力で、毛髪の

水分を保ち乾燥を抑える(ﾗﾒｲﾕ ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ UV ﾍｱｵｲﾙ) 

・ｵｰｶﾞﾆｯｸｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙとﾏｶﾃﾞﾐｱﾅｯﾂｵｲﾙが傷んだ髪の内部まで浸透

し、栄養と潤いを補給する(ｱﾙｼﾞｪﾗﾝ ｵｲﾙﾍｱﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 

・濃厚なｽｲｰﾄｱｰﾓﾝﾄﾞｵｲﾙが髪表面をｺｰﾃｨﾝｸﾞすることでよりしっ

とりとした美髪に導く(ｱﾙｼﾞｪﾗﾝ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾓｲｽﾄﾃﾞｨｰﾌﾟﾍｱﾄﾘｰﾄ

ﾒﾝﾄ) 

・加水分解ﾀﾞｲｽﾞﾀﾝﾊﾟｸが髪の内側からﾀﾞﾒｰｼﾞを補修し、切れ毛

を予防する(ｼﾞｮﾝﾏｽﾀｰｵｰｶﾞﾆｯｸ ｵｰｶﾞﾆｯｸｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾌｫｰﾑ) 

・主成分の洗浄成分「ｼﾙｸ由来のｱﾐﾉ酸」が、髪のﾀﾞﾒｰｼﾞを内側

から修復し､ﾂﾔのある美しい髪に導く(ﾘｯﾌﾟｽｱﾝﾄﾞﾋｯﾌﾟｽ ﾍｱｿｰ

ﾌﾟ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 

・ｸﾘｽﾀﾙｼｬｲﾝｺｰﾄ成分で深く潤う(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ｼｬｲﾝﾘﾍﾟｱ) 

・やわらかふんわりｷｰﾌﾟ処方で髪１本１本の潤いと柔らかさを

維持する(ｸﾗｼｴ 柔らか質感ふんわり和草ｴｱﾘｰﾜｯｸｽ) 

・UV ｶｯﾄ成分配合で紫外線ﾀﾞﾒｰｼﾞから守る(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ｴﾀｰﾅﾙｼ

ｬｲﾝｵｲﾙ) 

 

・仕上がりも香りも選べるｹｱ(ﾛｸｼﾀﾝ ﾌｧｲﾌﾞﾊｰﾌﾞｽ) 

・仕上がりで選んで、なりたい髪ｲﾒｰｼﾞへ(ﾘｸｲｰﾙ ﾍｱｹｱﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 

・洗うだけで毛先まで潤い、するんとまとまる。手ぐしできまる、

自信の髪へ導く(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ｼｬｲﾝﾘﾍﾟｱｼｬﾝﾌﾟｰ) 

・手もみでもみこむだけでくずれたｶｰﾙもふんわり直す(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ

ﾉﾙ ﾆｭｱﾝｽｱﾚﾝｼﾞﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 

・髪にﾊﾘｺｼを与え、根元からふわっと立ち上がるﾎﾞﾘｭｰﾑｱｯﾌﾟ用ｼ

ｬﾝﾌﾟｰ(ﾘｸｲｰﾙ ﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ) 

・毛先がｽﾙｯとまとまる健康的な髪を作る(ｸﾗｼｴ ﾋﾏﾜﾘﾎﾞﾘｭｰﾑ&ﾘ

ﾍﾟｱ) 

 ・作り込んだｽﾀｲﾙをｷｰﾌﾟしつつ、ｴｱﾘｰなﾍｱｽﾀｲﾙに(ﾘｸｲｰﾙ ｽﾀｲ

ﾘﾝｸﾞｽﾌﾟﾚｰ) 

・手軽に再ｾｯﾄ。ふんわり、軽やかなﾎﾞﾘｭｰﾑ髪へ(ﾘｸｲｰﾙ ﾘｸｲｰﾙﾎﾞ

ﾘｭｰﾏｲｻﾞｰ) 

・大人の美しいﾂﾔ色の髪に仕上げるｴｯｾﾝｽ(3 剤)付きのｸﾘｰﾑﾍｱｶﾗ

ｰ(ﾘｸｲｰﾙ ｴｯｾﾝｽｸﾞﾛｰｶﾗｰ) 

 

 

ヘアケア 
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 コミュニケーションワード ヘアケアコスメのケア機能 ヘアケアコスメのメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

 ・植物由来ｱﾐﾉ酸系洗浄成分の贅沢泡で頭皮をしっかり洗浄す

る（ｱﾙｼﾞｪﾗﾝ ﾀﾞﾒｰｼﾞﾘﾍﾟｱｵｲﾙｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・ｼｬﾝﾌﾟｰ､ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄの間にひと手間を加えることで新鮮で濃厚な

美容成分が健康な髪の土台を作り、ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄの効果を最大に引

き出す(ｲｲｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾍｱｾﾗﾑ) 

・太く長く美しい髪を育むﾛｰｼｮﾝ状育毛美容液(ﾘｸｲｰﾙ 薬用育

毛美容液) 

 

 

 

その他 

 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 コスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

〈ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ〉 

・冷えたて、召し上がれ（ﾛｸｼﾀﾝ 夏ｳﾞｧｰﾍﾞﾅ） 

・ﾎﾞﾃﾞｨこそﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄに（ｸﾚ・ﾄﾞ・ﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｾﾗﾑｴｸﾚﾙｼｻﾝｺｰﾙ） 

・美容液のような、新感覚ﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟ(ｻﾝﾃｯｸ ｲｲｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾎﾞﾃﾞｨｾ

ﾗﾑｳｫｯｼｭ) 

・いつもより涼しげﾎﾞﾃﾞｨで過ごす夏（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾄﾞｩﾗｳﾞｨｽﾊﾟｰｸ

ﾘﾝｸﾞﾎﾞﾃﾞｴｨｼﾞｪﾙ） 

・肌を優しく包み込む洗練のﾎﾞﾃﾞｨﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｲﾝﾌﾟﾚｽﾐﾗﾉｺﾚｸｼｮﾝ ﾎﾞ

ﾃﾞｨﾌﾚｯｼｭﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

〈ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ〉 

・ﾒﾗﾆﾝ生成をおさえｼﾐ､ｿﾊﾞｶｽを防ぐ（ｸﾚ・ﾄﾞ・ﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｾﾗﾑｴｸﾚ

ﾙｼｻﾝｺｰﾙ） 

・ｻﾗﾘとした肌に整え､SPF50 の防御力で夏のﾎﾞﾃﾞｨを隙なく守る

(ｽﾘｰﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾎﾞﾃﾞｨ UV ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ) 

・保湿成分が洗い流されないﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟ(ﾗｲｵﾝ ﾊﾀﾞｶﾗ) 

・朝の目覚めに、お風呂上りに、ひんやり爽快ﾐｽﾄが肌を潤す(ｲ

ｸﾞﾆｽ ｵｰﾗﾘﾌﾚｯｼｭﾓｰﾆﾝｸﾞｼｬﾜｰ) 

・手ごわいｾﾙﾗｲﾄを改善予防する新処方で脂肪をｺﾝﾄﾛｰﾙする(ｸﾗﾗ

ﾝｽ ﾎﾞﾃﾞｨﾌｨｯﾄ) 

 

〈ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ〉 

・ふわりと香りをまとう歓び、贅沢なﾎﾞﾃﾞｨﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｲﾝﾌﾟﾚｽﾐﾗﾉｺﾚ

ｸｼｮﾝ ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

スキンケア(洗う・落とす) 
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 成分・剤型 機能・効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・植物ｵｲﾙが贅沢なｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾍﾟｰｽﾄ(ｲｸﾞﾆｽ ﾊｰﾊﾞﾙｴｯｾﾝｽﾍﾟｰｽﾄ） 

・選び抜かれた７種類の植物ｵｲﾙ(ｴｸｼｱ AL ｼﾞｮｲｸﾞﾚｲｽｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・潤してﾘｾｯﾄする３つの植物ｵｲﾙ(ｲｸﾞﾆｽ ﾊｰﾊﾞﾙｴｯｾﾝｽﾍﾟｰｽﾄ） 

・濃密な植物美容ｵｲﾙでｵﾌ(ｲﾝﾌｨｵﾚ ﾌﾞﾘﾔﾝｽﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾞｰﾑ） 

・４つの潤い成分からなる、濃密美容液配合(ﾕﾆﾘｰﾊﾞ ﾀﾞｳﾞ洗顔ｼﾘｰｽﾞ） 

・こだわりぬいた天然成分と豊かな花々の香り(ｲﾝﾌｨｵﾚ ﾌﾞﾘﾔﾝｽﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾞｰﾑ） 

・洗うたび、もっちり潤い肌に(ﾕﾆﾘｰﾊﾞ ﾀﾞｳﾞｸﾘｰﾐｰ洗顔料） 

・潤い導入洗顔(ﾕﾆﾘｰﾊﾞ ﾀﾞｳﾞ洗顔ｼﾘｰｽﾞ） 

・毛穴の奥の汚れや古い角質をおだやかに取り去り、なめらかに洗い上げる（ﾘｻｰｼﾞ ｸﾘｰﾐｨｿｰﾌﾟ

a） 

・ﾂﾔとﾊﾘに驚くｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾞｰﾑ(ｲﾝﾌｨｵﾚ ﾌﾞﾘﾔﾝｽﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾞｰﾑ） 

・至福の肌ざわり、至福の洗いあがり(ｴｸｼｱ AL ｼﾞｮｲｸﾞﾚｲｽｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ） 

 

 
 

スキンケア(整える・与える) 

 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・この肌は、幸福を予感する(ﾒﾅｰﾄﾞ ｲﾙﾈｰｼﾞｭ） 

・美滴が育む、愛おしい肌(ｶﾈﾎﾞｳ ﾃﾞｭｰ） 

・一瞬で潤い、美がみなぎる凝縮美容液(ｴｸｻｰｼﾞｭ ﾊﾞｲﾀﾙﾌｫｰｶｽ） 

・艶めく肌に導く、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞな美容液ｵｲﾙ誕生（ﾗﾝｺﾑ ｱﾌﾟｿﾘｭﾌﾟ

ﾚｼｬｽｾﾙﾅｲﾄﾄﾞﾛｯﾌﾟ） 

・肌が夢をみる。揺るぎない自信へ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQ ﾐﾘｵﾘﾃｨﾗｸﾞｼﾞ

ｭﾘｱｽｺﾌﾚ V) 

・この美容液があれば、ﾀﾞﾒｰｼﾞはもう恐くない(ｱﾕｰﾗ ﾘｽﾞﾑｺﾝｾﾝ

ﾄﾚｰﾄ） 

・ﾀﾞﾒｰｼﾞ肌ﾓﾆﾀｰ 91%を満足させた美容液誕生(ｱﾕｰﾗ ﾘｽﾞﾑｺﾝｾﾝﾄﾚｰ

ﾄ） 

・五感を通して生き生きと輝く印象の肌へと導く保湿ｱｲﾃﾑ

（SHISEIDO ｴｯｾｼｬﾙｲﾈﾙｼﾞｬ） 

・「補う」から「育む」ｼﾞｪﾙ乳液で叶える自水力のある水肌へ(ﾆｭ

ｰﾄﾛｼﾞｰﾅ ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾞｰｽﾄｳｫｰﾀｰｼﾞｪﾘｰ） 

・保湿力が高く、肌に潤いを角層まで留める化粧水（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ 

AQ ﾛｰｼｮﾝ ER) 

・ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟで潤いを行き渡らせ保湿効果とｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ効果で輝き

のある肌に導く(ｹﾞﾗﾝ ｱﾍﾞｲﾕﾛｲﾔﾙｳｫｰﾀｰｵｲﾙ） 

・ｸﾘｰﾑのような保湿力で濃密な潤いをｷｰﾌﾟし、ﾊﾘのある肌に整え

る（ﾙﾅｿﾙ ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ） 

・まるで植物の新鮮なｼﾞｭｰｽのように、ﾎﾞﾀﾆｶﾙｳｫｰﾀｰの潤いで肌を

ﾘﾌﾚｯｼｭする(ｲﾝﾌｨｵﾚ ﾎﾞﾀﾆｶﾙｳｫｰﾀｰｺﾝｾﾝﾄﾚ） 

・過酷な乾燥でも潤い続ける(ｴｽﾄ ｻﾞﾛｰｼｮﾝ） 

・乾燥しがちな肌にたっぷり潤いを与える（ﾘｻｰｼﾞ ｽｷﾝﾒﾝﾃﾅｲｻﾞ

ｰ M） 

 

・ﾀｲﾑｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑ採用(ｵﾊﾞｼﾞ ﾀﾞｰﾏﾊﾟﾜｰ X ﾘﾌﾄｸﾘｰﾑ） 

・美容成分の浸透力を高める導入美容液(ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ ｱｸｱｲﾝﾀﾞｰ

ﾑ導入ｴｯｾﾝｽ EX) 

・角層の潤いに「擬似皮脂膜」をﾌﾟﾗｽ、ﾌｧｼﾞｰ乳化でﾌﾚｯｼｭなｴﾅﾒﾙ

肌へ(ｷｯｶ ﾋﾞｭｰﾃｨｸﾞﾛｳｵｲﾙ&ｴｯｾﾝｽ） 

・肌の美しさにかかわるﾘｽﾞﾑに着目し、肌ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝを健やかにす

るｵｲﾙ状美容液（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQ ｵｲﾙｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝ） 

・肌の奥深くへ働きかけ、肌内部に蓄積した有害物質を取り除く

新発想の美細胞ｹｱｾﾗﾑ(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ﾜﾝｴｯｾﾝｼｬﾙ） 

・皮膚の専門家が独自の「密閉処方」で､3 ｽﾃｯﾌﾟで美肌作りをﾊﾞ

ｯｸｱｯﾌﾟする(ﾌｨﾙﾅﾁｭﾗﾝﾄ） 

・油膜､ﾍﾞﾀつきを感じさせないｵｲﾙ状ﾍﾞｰｽでｵｲﾙの常識を変える

使い心地(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQ ｵｲﾙｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝ） 

・｢SVCT２遺伝子」に着目し、ﾊﾘに満ちた肌に導くﾘﾌﾄｹｱ美容液(ｱ

ﾃﾆｱ ﾘﾌﾄｼﾞｪﾈｼｽ） 

・特殊ﾌﾟﾘﾝﾄ「SAISEI ｼｰﾄﾏｽｸ」で気になるｿﾞｰﾝをﾌｫｰｶｽｹｱ(ﾌﾛｳﾌｼ 

SAISEI ｼｰﾄﾏｽｸ） 

・約 30 秒、肌にのせて使う炭酸ﾎｲｯﾌﾟﾏｽｸ(ｴｸｻｰｼﾞｭ ﾘﾌｧｲﾝﾎｲｯﾌﾟ

ﾏｽｸ） 

・ﾏｲｸﾛﾆｰﾄﾞﾙ技術採用の、最先端美容液ﾏｽｸ(ﾌｨﾙﾅﾁｭﾗﾝﾄ ICUHA ﾏｲ

ｸﾛﾊﾟｯﾁ） 

・ｺﾗｰｹﾞﾝ X ｴﾗｽﾁﾝに着目(ｵﾊﾞｼﾞ ﾀﾞｰﾏﾊﾟﾜｰ X ﾘﾌﾄｸﾘｰﾑ） 

・独自の高浸透技術｢ﾃﾞｨｰﾌﾟﾀｰｹﾞｯﾄﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ」採用(ｵﾊﾞｼﾞ ﾀﾞｰﾏﾊﾟ

ﾜｰ X ﾘﾌﾄｸﾘｰﾑ） 

・ﾛｰｽﾞの恵みを 10000 粒のﾛｰｽﾞﾏｲｸﾛﾊﾟｰﾙに凝縮(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ 

ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾕｲﾙﾄﾞﾛｰｽﾞ） 

・高濃度ｲﾓｰﾃﾙ(摘んでも枯れない花）の力で、素肌にﾊﾘ(ﾛｸｼﾀﾝ ｲ

ﾓｰﾃﾙﾃﾞｨｳﾞｧｲﾝ） 

・肌にのせた瞬間に弾ける微細な粒状のﾎﾞﾀﾆｶﾙｵｲﾙを配合(ｹﾞﾗﾝ 

ｱﾍﾞｲﾕﾛｲﾔﾙｳｫｰﾀｰｵｲﾙ） 

・すっきりﾌｪｲｽﾗｲﾝへ。美容成分｢ﾘﾌﾄﾆﾝ」をﾌﾟﾗｽ配合(ﾌﾛｳﾌｼ 

SAISEI ｼｰﾄﾏｽｸ） 

・保湿成分ﾋｱﾛｻﾎﾟｰﾄαを配合(ｶﾈﾎﾞｳ ﾃﾞｭｰ） 

・極限環境生物が生み出す成分｢ｴｸﾄｲﾝ」の保湿力に着目（ｴｽﾄ ｻﾞ

ﾛｰｼｮﾝ） 

・ﾎﾜｲﾄﾑｸﾅｴｷｽをｼﾘｰｽﾞ最高濃度配合で潤いを高める（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ 

AQ ｽｷﾝｹｱ） 

・最速でﾊﾘを生み出す成分「OSK7」を配合(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｱﾝﾌｨﾈｽ） 

・ﾊﾘの研究から生まれたｵﾘｼﾞﾅﾙ美容成分 OSK9 配合(ｱﾙﾋﾞｵﾝｱﾝﾌｨﾈ

ｽ ｱｯﾌﾟｻｰｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ） 

 

 
 

スキンケア(整える・与える) 
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 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・美白しながら潤いを与える（ﾘｻｰｼﾞ ｽｷﾝﾒﾝﾃﾅｲｻﾞｰ W） 

・雪のように軽く、乾燥ﾀﾞﾒｰｼﾞを受けた肌にもやさしく浸透し、

潤う(ﾛｸｼﾀﾝ ｽﾉｰｼｱﾎﾞﾃﾞｨｸﾘｰﾑ） 

 ・対話型ｺﾗｰｹﾞﾝがもっちりﾊﾘを訴求する(ﾌｧﾝｹﾙ ｱｸﾃｨﾌﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮ

ﾆﾝｸﾞ EX)に整えるﾎﾜｲﾄﾑｸﾅｴｷｽを高配合（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQ ｵｲﾙｲﾝﾌｭ

ｰｼﾞｮﾝ） 

・美しい肌に必要不可欠の 20 の微量要素で美しいｷﾒ密度に(ｸﾘｽ

ﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾕｲﾙﾄﾞﾛｰｽﾞ） 

・肌状態を健やか 

 
 

 

スキンケア(下地・補正) 
 

 下地の機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・ひと塗りで完璧にｶﾓﾌﾗｰｼﾞｭ(ﾃﾞｨｵｰﾙｽｷﾝ ﾌｫｰｴｳﾞｧｰｺﾝｼｰﾗｰ） 

・輝きと潤いに満ちた美容液ﾌﾟﾗｲﾏｰ(ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｰ

ｼｮﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・ｽｷﾝｹｱの続きのような感覚で、たっぷりの水に満たされたような

肌に仕上げる（ﾙﾅｿﾙ ｳｫｰﾀﾘｰﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・乾燥が気になる季節も下地で仕上がりﾛﾝｸﾞｷｰﾌﾟ（ｴｽﾄ ﾓｲｽﾄﾗｽﾃｨ

ﾝｸﾞﾍﾞｰｽ） 

・贅沢な潤い効果でﾋﾟｭｱな透明感の艶肌にする(ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾓｲｽﾁｭ

ｱﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・汗、皮脂による化粧くずれを防ぎ、美しい仕上がりを長時間持続

(ｴｽﾄ ﾛﾝｸﾞﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾍﾞｰｽ） 

・色ﾑﾗや小じわをｶﾊﾞｰして、明るく血色感のある仕上がりにする(ｺ

ｰｾｰ ｲﾝﾌｨﾆﾃｨﾀｲﾄﾘﾌﾄﾍﾞｰｽ） 

・光の滴を纏ったような、透明感と共に潤った素肌に整える(ﾎﾟｰﾙ

&ｼﾞｮｰ ﾓｲｽﾁｭｱﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・SPF40・PA+++で美しい仕上がりの効果を継続させる（ﾚﾌﾞﾛﾝ ｶﾗ

ｰｽﾃｲ UV ﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・秋冬の紫外線対策に、みずみずしく潤うﾐﾙｷｰｼﾞｪﾙ（ちふれ 日焼

け止めｼﾞｪﾙ UV) 

・UV ｶｯﾄ効果&皮脂ｺﾝﾄﾛｰﾙ効果で毛穴を見せないｻﾗｻﾗ肌に（ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞ

ｮｰ ﾌﾟﾛﾃｸﾃｨﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

 ・ｽｰﾊﾟｰ高濃度ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄ配合で気になる部分を 8 時間ｶﾊﾞｰ(ﾃﾞｨｵｰﾙ

ｽｷﾝ ﾌｫｰｴｳﾞｧｰｺﾝｼｰﾗｰ） 

・のびの良い揮発性のｵｲﾙと繊細なﾊﾟｰﾙを絶妙なﾊﾞﾗﾝｽで配合（ﾙ

ﾅｿﾙ ｳｫｰﾀﾘｰﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・写真の修整技術を化粧下地に応用し、自然に肌を修正する(ｱﾃ

ﾆｱ ｽｷﾝﾚﾀｯﾁｬｰ） 

・ｵﾚﾝｼﾞﾌﾗﾜｰ水や 2 種のﾋｱﾙﾛﾝ酸配合(ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾓｲｽﾁｭｱﾗｲｼﾞﾝｸﾞ

ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・保湿美容成分をたっぷり配合（ｴｽﾄ ﾓｲｽﾄﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾍﾞｰｽ） 

・体温で固まるﾀｲﾄﾘﾌﾄｹﾞﾙ配合、朝の形状を記憶する(ｺｰｾｰ ｲﾝﾌ

ｨﾆﾃｨﾀｲﾄﾘﾌﾄﾍﾞｰｽ） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ベースメイク（ファンデーション） 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 
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コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・実は、作ってます。まるで｢ｷﾚｲな素肌」(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸﾊﾟ

ｳﾀﾞﾘｰ UV） 

・素肌感を極める、新ﾍﾞｱｽｷﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ｹﾞﾗﾝ ﾗﾝｼﾞｭﾘｰﾄﾞﾎﾟｰｱｸｱ

ﾇｰﾄﾞ） 

・ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝを超越したﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（ｸﾚ・ﾄﾞ・ﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙ・ﾌｫﾝﾄﾞｩ

ﾀﾝ） 

・ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝの実力は、冬の午後に試される(ｴｽﾄ ｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮ

ﾝｴｯｾﾝｽﾓｲｽﾄ） 

・一瞬で、光沢ｳﾞｪｰﾙを纏う(ｶﾈﾎﾞｳ ﾌﾙﾗﾃﾞｨｱﾝｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰはここまできた。なめらか艶肌ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ｴｽﾄ ﾊﾟｳﾀﾞｰ

ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｼﾙｷｰｽﾑｰｽ） 

・ｼﾙｸのようになめらかで、花々のように麗しく香しい仕上がり

(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾏﾙｾﾙﾜﾝﾀﾞｰｽｺﾚｸｼｮﾝﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・ｼﾐ、色ﾑﾗのない「均一艶肌｣ﾌｧﾝﾃﾞ、誕生(ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰｸﾞﾛ

ｳﾒｰｸｱｯﾌﾟ 15） 

・5色のﾊﾟｳﾀﾞｰで上質な輝きと透明感のある肌に！(ｺｰｾｰ ｲﾝﾌｨﾆ

ﾃｨﾛｲﾔﾙﾌﾗﾜｰｺﾚｸｼｮﾝⅥｺﾝﾊﾟｸﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・肌を覆い隠さず肌そのものを活かした「未体験の肌作り」（ｸﾚ・

ﾄﾞ・ﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙ・ﾌｫﾝﾄﾞｩﾀﾝ） 

・ﾃｶﾘ､ﾖﾚ、くすみ等の化粧崩れのﾄﾘﾌﾟﾙﾌﾞﾛｯｸ技術(ｴｽﾄ ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌ

ｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｼﾙｷｰｽﾑｰｽ） 

・乾燥から肌を守る、独自の美容成分を配合（ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾙｰｽﾊﾟｳﾀﾞ

ｰ） 

・潤い化粧水ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰｴｯｾﾝｽﾛｰｼｮﾝに包まれたﾊﾟｳﾀﾞﾘｰでﾋﾟﾀｯとﾘ

ｷｯﾄﾞの密着度(ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰﾊﾟｳﾀﾞｰﾒｰｸｱｯﾌﾟｳｫｰﾀｰｳﾞｪｰﾙ） 

・しっとりとなめらかな薄膜をつくる、ｽｷﾝｼﾝｸﾛｳﾞｪｰﾙ処方(ｴｽﾄ 

ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｼﾙｷｰｽﾑｰｽ） 

・ｻﾗｻﾗ感と高い保湿力を両立させ光沢のある肌が持続する(ｱｽﾀﾘ

ﾌﾄ ﾙｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・潤い艶肌、ずっとつづく(ｴｽﾄ ｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｴｯｾﾝｽﾓｲｽﾄ） 

・肌のすみずみまで潤いを届け、みずみずしくふっくらとした肌

をかなえる(ｹﾞﾗﾝ ﾗﾝｼﾞｭﾘｰﾄﾞﾎﾟｰｱｸｱﾇｰﾄﾞ） 

・保湿技術と光ｺﾝﾄﾛｰﾙ技術の融合で、潤いと透明感のあるﾂﾔ肌を

実現（ｱｽﾀﾘﾌﾄ BB ｸﾘｰﾑ） 

・ﾗｲﾄｳｪｲｵｲﾙが肌の潤いを閉じ込め、肌の保湿ﾊﾞﾗﾝｽを整える(ﾛｰ

ﾗﾒﾙｼｴ ｷｬﾝﾄﾞﾙｸﾞﾛｳｿﾌﾄﾙﾐﾅｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・水の艶､ｸﾘｱな透明感、潤いの肌へ(ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ｴｸﾗﾀﾝｼﾞｪﾙﾌｧﾝﾃﾞ

ｰｼｮﾝ） 

・肌に潤いを与え保湿持続力をｱｯﾌﾟしてﾂﾔ感を追求(ﾌｧﾝｹﾙ ﾓｲｽ

ﾁｬｰﾗｲﾝ） 

・潤いを逃さず、ぴったりと肌に密着し一日中ﾂﾔ美肌が続く(ﾌｧ

ﾝｹﾙ ｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾓｲｽﾁｬｰ） 

・ｽｷﾝｹｱ成分でたっぷり潤し、素肌が吸い付くような艶を宿す(ｸ

ﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰｸﾞﾛｳﾒｰｸｱｯﾌﾟ 15） 

・美容液成分が溶け込んだｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ｴｽﾄ ｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｴ

ｯｾﾝｽﾓｲｽﾄ） 

・素肌から美しく、ﾍﾙｼｰに艶めいて、潤いの美容液ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ﾎﾟ

ｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

 

 

・発光しているような、美しい肌印象へ(ｶﾈﾎﾞｳ ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｷｯﾄ） 

・肌が初めて体験する素肌感ﾏｯﾄ(ﾃﾞｨｵｰﾙｽｷﾝ ﾌｫｰｴｳﾞｧｰｺﾝﾊﾟｸﾄｴｸ

ｽﾄﾚﾑｺﾝﾄﾛｰﾙ） 

・素肌以上に美しい、素肌のような仕上がりの秘密(ｹﾞﾗﾝ ﾗﾝｼﾞ

ｭﾘｰﾄﾞﾎﾟｰｱｸｱﾇｰﾄﾞ） 

・5色のﾊﾟｳﾀﾞｰがﾊﾘﾂﾔや血色感をﾌﾟﾗｽし、毛穴や小じわをｶﾊﾞｰし

てﾃｶﾘを防ぐ(ｺｰｾｰ ｲﾝﾌｨﾆﾃｨﾛｲﾔﾙﾌﾗﾜｰｺﾚｸｼｮﾝⅥｺﾝﾊﾟｸﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・たるみ影を飛ばして明るくﾊﾘに満ちた表情に(ｺｰｾｰ ｲﾝﾌｨﾆﾃｨｽ

ｷﾝｼﾞｪﾆｯｸﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰなのに、なめらか艶肌(ｴｽﾄ ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｼﾙｷｰｽﾑｰｽ） 

・ｷｬﾝﾄﾞﾙの灯りに照らされたようなﾛﾏﾝﾃｨｯｸで、やわらかな艶肌

に(ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ｷｬﾝﾄﾞﾙｸﾞﾛｳｿﾌﾄﾙﾐﾅｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・見ているだけで静かに語りかけてくるような、磨き上げられた

なめらかさ(ｶﾈﾎﾞｳ ﾗｽﾀｰｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・きめ細かくなめらかで美しい、にじむ光を放つ肌印象へ(ｶﾈﾎﾞ

ｳ ﾃﾞｭｱﾙﾗﾃﾞｨｱﾝｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・「肌色補正」と「凹凸補正」の機能を集約し、肌色の悩みを 1品

で解決する(資生堂 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｶﾊﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ MV) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

メイク全体 
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 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・勇敢な光。饒舌な影(ｽｯｸ 2017秋冬ｶﾗｰｺﾚｸｼｮﾝ） 

・質感で魅せるｵｰﾀﾑﾒｲｸ(ﾌｧﾝｹﾙ ｵｰﾀﾑﾒｲｸｱｯﾌﾟｺﾚｸｼｮﾝ） 

・木洩れ日浄化(ﾙﾅｿﾙ 2017 ｵｰﾀﾑﾒｲｸｱｯﾌﾟｺﾚｸｼｮﾝ） 

・見つめ合うまなざしに、愛を描いて(ｽﾘｰ 2017A/W ﾒｲｸｱｯﾌﾟｺ

ﾚｸｼｮﾝ） 

・花色纏い、やさしさ満ちていく(ｶﾈﾎﾞｳ ﾄﾜﾆｰﾗﾗﾌﾞｰｹ） 

・ｼｬﾝﾊﾟﾝのきらめき、ｾﾝｼｭｱﾙな艶めき(ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾒｲｸｱｯﾌﾟｺﾚｸ

ｼｮﾝ 2017 ｼｬﾝﾊﾟﾝｿﾜﾚ） 

・ｼｮｺﾗのように、甘くとろける浄化ﾒｲｸを(ﾙﾅｿﾙ ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝｺﾚｸｼｮ

ﾝ） 

・目もと口もとに、華やかな輝き。手もとにｺﾞｰﾙﾄﾞのきらめき

(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ ｸﾞｯﾄﾞｱｽﾞｺﾞｰﾙﾄﾞ 2017） 

・冬の澄みわたる空気の中で揺らめくｷｬﾝﾄﾞﾙの光にｲﾝｽﾊﾟｲｱさ

れた浄化ﾒｲｸ（ﾙﾅｿﾙ ﾊﾟｰﾃｨｺﾌﾚ 2017） 

・澄んだｶﾗｰに、あたたかに揺れる光感、凛とした中にもやわら

かさのある表情（ﾙﾅｿﾙ ﾊﾟｰﾃｨｺﾌﾚ 2017） 

・面で輝く、線で艶めく、表情美きわだつ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ 新ﾎﾟｲﾝ

ﾄﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・ﾋﾟｭｱな色彩、繊細な光沢と透明感を融合させ誰よりも美しく

煌めく(ﾃﾞｨｵｰﾙ ｸﾘｽﾏｽ限定ｺﾚｸｼｮﾝ 

<ﾁｰｸ> 

・ﾜｲﾙﾄﾞﾋﾞｭｰﾃｨｵｲﾙを使用し、しっとり潤いながら頬を華やかに発

色させる（MiMC ﾋﾞｵﾓｲｽﾁｭｱﾁｰｸ） 

・しっとり艶めく、ﾊﾘ、血色感､3 ｽﾃｯﾌﾟ透明感に包まれる新感触

ｸﾘｰﾑﾁｰｸ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｸﾘｰﾑﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・神秘的で洗練された質感の輝き、透明感、奥行きある深い発色

と陰影を放つ（MiMC 2017A/W ｺﾚｸｼｮﾝ） 

 

<ﾁｰｸ> 

・素肌に溶け込む質感で、〝体温″を演出する、ｸﾘｱな発色なﾁｰｸ

(ｷｯｶ ﾌﾛﾚｽｸﾞﾛｳﾌﾗｯｼｭﾌﾞﾗｯｼｭﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・頬をふんわり染め上げ、冴えわたるﾂﾔと立体感を与える(ｽｯｸ 

ﾋﾟｭｱｶﾗｰﾌﾞﾗｯｼｭ） 

 

 
 

メイク（アイ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

  〈ｱｲﾌﾞﾛｳ〉 
・毛流れを整え、立体的な艶やか眉に仕上げる（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｱｲﾌﾞ
ﾛｰｶﾗｰﾜｯｸｽ） 

・ﾌｫｷﾞｰな発色でふんわり描ける(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾌｫｰｷﾞｰﾌﾞﾛｰ） 
 
〈ｱｲｸﾞﾛｽ〉 
・囁くように瞬くﾊﾟｰﾙが、光で濡れたようなﾂﾔをまぶたに纏わせ
るｱｲｸﾞﾛｽ(ｽﾘｰ ｳｲｽﾊﾟｰｸﾞﾛｽﾌｫｰｱｲ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メイク（リップ） 
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 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

・唇がふれた瞬間、恋に落ちる(ｸﾘﾆｰｸ ﾎﾟｯﾌﾟﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・花びらのような発色とみずみずしさ。贅沢なﾂﾔ感あふれるﾘｯﾌﾟ

ｽﾃｨｯｸ(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾘｯﾌﾟﾌﾞﾛｯｻﾑ 

・ｲﾝｶｲﾝﾁなどの天然成分でﾊﾘ、ﾂﾔ、潤いを与える（MiMC ﾐﾈﾗﾙ

ﾙｰｼﾞｭ） 

・保湿成分を 50％以上配合し、とろけるようになめらかなﾃｸｽﾁ

ｬｰ(ｽﾘｰ ﾍﾞﾙﾍﾞﾄﾗｽﾄﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・高い保湿力とﾗｽﾃｨﾝｸﾞ効果で、色、質感、輪郭の美しさをｷｰﾌﾟ

（ｽﾘｰ ｱﾝﾌﾟﾘﾌｧｲﾄﾞｽﾍﾟｸﾄﾗﾑﾘｯﾌﾟｸﾚﾖﾝ） 

・潤い感を与え、にじみ出るように艶めく唇を演出する(ｽｯｸ ﾓ

ｲｽﾁｬｰﾘｯﾁﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・自然な血色感とにじみ出るようなﾂﾔ感を与える(ﾙﾅｿﾙ ﾌﾙｸﾞﾗ

ﾏｰﾘｯﾌﾟｽ） 

・加齢によってやせる唇、下がる口角をﾘﾃﾞｻﾞｲﾝする、（ｽｯｸ ﾘ

ｯﾌﾟﾃﾞｨﾌｧｲﾆﾝｸﾞﾍﾟﾝｼﾙ） 

・濃密なﾂﾔとﾛｰｽﾞのようなﾆｭｱﾝｽのあるﾍﾞｰｼﾞｭﾌﾞﾗｳﾝが上品で甘

やかな唇を演出する(ﾙﾅｿﾙ ﾒﾙﾃｨｼｮｺﾗﾘｯﾌﾟｽ） 

・とろけて、とけこむ、輝きの発色で肌を明るく美しく魅せる（ｺ

ｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｻﾞﾙｰｼﾞｭ） 

・濃密ﾊﾞｰﾑとｼｱｰな発色で、唇が染まるように色が灯る(ｽｯｸ ﾓｲ

ｽﾁｬｰﾘｯﾁﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・輪郭にﾂﾔ感、内側からじゅわっと色づくぷっくり立体ﾘｯﾌﾟ(ﾒｲ

ﾍﾞﾘﾝ ﾘｯﾌﾟﾌﾗｯｼｭﾋﾞｯﾃﾝｽﾄﾛﾎﾞ） 

・真珠ｳﾞｪｰﾙ処方によりふわりとぼかしたような光効果で肌と調

和する(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸﾙｰｼﾞｭ P） 

 

 

 

 
 

ヘアケア 
い  

 コミュニケーションワード ヘアケアコスメのケア機能 ヘアケアコスメのメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・ﾗ・ｶｽﾀでほめられる髪に(ﾗ・ｶｽﾀ ｱﾛﾏｴｽﾃ ﾍｱｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・つけた瞬間、すぐ実感！進化を遂げたﾍｱｴﾏﾙｼﾞｮﾝの実力(ﾗ・ｶｽﾀ

ｱﾛﾏｴｽﾃﾍｱｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・厳選したｵｰｶﾞﾆｯｸ植物成分とﾊｰﾌﾞｴｷｽ、植物油が、傷んだ髪を

内側から補修する(ﾗ・ｶｽﾀｱﾛﾏｴｽﾃ ﾍｱｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・さらっとﾍﾞﾀつきのないｵｲﾙが、髪 1本 1 本になじんでしっか

りｺｰﾃｨﾝｸﾞする(ﾗ・ｶｽﾀｱﾛﾏｴｽﾃ ﾍｱｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・潤い補給で頭皮環境を整える(ﾗ・ｶｽﾀ ｱﾛﾏｴｽﾃ ｽｷｬﾙﾌﾟﾘﾍﾟｱｴ

ｯｾﾝｽ） 

・頭皮の乾燥や白髪が気になる方､ﾂﾔのある髪を保ちたい方に

(ﾗ・ｶｽﾀ ｱﾛﾏｴｽﾃ ｽｷｬﾙﾌﾟﾘﾍﾟｱｴｯｾﾝｽ） 

・厳選したｵｰｶﾞﾆｯｸ植物成分とﾊｰﾌﾞｴｷｽ、植物油が、ｶﾗﾘﾝｸﾞした髪

にも、なめらかな手ざわりとﾂﾔを与える(ﾗ・ｶｽﾀｱﾛﾏｴｽﾃ ﾍｱｴﾏ

ﾙｼﾞｮﾝ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

２０１７/秋冬 ⑥ 



 42 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメの機能 コスメによる効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

〈ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ〉 

・ｵﾚﾝｼﾞやｼﾅﾓﾝなど 6種類の精油をﾌﾞﾚﾝﾄﾞし、ｸﾘｽﾏｽをｲﾒｰｼﾞした

幸福な香りに仕上げた(ﾃﾗｸｵｰﾚ ｽﾊﾟｲｼｰﾎﾘﾃﾞｨｳｫｰﾑﾋﾞｭｰﾃｨｹｱｷｯ

ﾄ） 

 

〈ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ〉 

・目を閉じて、感じてください〈ﾛｸｼﾀﾝ ﾃｰﾙﾄﾞﾙﾐｴｰﾙｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ〉 

・もうひとりの あなたが香る(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾊﾞｲｽ&ﾊﾞｰﾁｭ№１ｵｰﾄﾞ

ﾄﾜﾚ） 

・あなたの秘められた輝きを開花させて(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾅｲﾄｼﾞｭｴﾙｵ

ｰﾄﾞﾄﾜﾚ） 

 

<ﾈｲﾙ> 

・印象深く、色遊びの妙を感じさせる指先へ(ｽｯｸ ﾈｲﾙｶﾗｰﾎﾟﾘｯｼ

ｭ） 

 

〈小物〉 

・すべての肌に、均一な美しさを(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾌﾞﾗｼ） 

〈ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ〉 

・なめらかな潤いで､ﾂﾔやかでﾊﾘがきわだつ肌に導く真珠ﾊﾟｳﾀﾞｰ

配合ﾎﾞﾃﾞｨﾐﾙｸ(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾊﾟｰﾙﾎﾞﾃﾞｨﾐﾙｸ） 

・つるんとなめらかな肌に磨き上げる、海塩・ｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙ配合、2

層式ﾎﾞﾃﾞｨｽｸﾗﾌﾞ（ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ｿﾙﾄﾎﾞﾃﾞｨｽｸﾗﾌﾞ） 

〈ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ〉 

・さらりと軽いのび広がり。甘く柔らかに香り立つﾎﾞﾃﾞｨｵｲﾙ(ｼﾞ

ﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾘﾗｯｸｽﾎﾞﾃﾞｨｵｲﾙ） 

 

〈ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ〉 

・純潔と、官能。揺れ動く女性の心を表現した、まるでｾｶﾝﾄﾞｽｷ

ﾝのようになじむ香り(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾊﾞｲｽ&ﾊﾞｰﾁｭ№１ｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ） 

 

〈小物〉 

・ふんわり均一な仕上がりが､ｷﾚｲなまま一日中続く(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ 

ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾌﾞﾗｼ） 
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スキンケア(洗う・落とす) 

 

 成分・剤型 機能・効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・美容ｵｲﾙで落とす（ｴｸｼｱ AL ｼﾞｮｲﾌﾙｰﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・ｵｲﾙﾘｯﾁなｸﾘｰﾑ(ﾋｶﾘﾐﾗｲ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ）  

・濃密な植物美容ｵｲﾙで美しくｵﾌする(ｲﾝﾌｨｵﾚ ﾌﾞﾘﾔﾝｽｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾞｰﾑ） 

・濃密泡とﾌﾚｯｼｭな香り(ｲｸﾞﾆｽ ｻﾆｰｻﾜｰﾃﾞｭｵｿｰﾌﾟ） 

・もっちり濃密な泡が肌に密着する(ﾛｸｼﾀﾝ ﾚｰﾇﾌﾞﾗﾝｼｭｲﾙﾐﾈｲﾃｨﾝｸﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾌｫｰﾑ） 

・濃密泡で隅々まで洗い上げ、明るく磨かれたなめらかな肌へ（ｲｸﾞﾆｽ VQ ﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞﾌｫｰﾑ） 

・ｸﾘｰﾐｨな弾力泡で古い角質汚れを取り除き、しっとり明るい肌に洗い上げる(ﾋｶﾘﾐﾗｲ ｳｫｯｼｭｸﾘｰ

ﾑ） 

・泡洗顔で、澄んだ輝き素肌に導く(ｸﾗﾗﾝｽ ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾗｽﾌﾞﾗｲﾄｸﾚﾝｻﾞｰ） 

・ﾎﾟﾝﾌﾟを押すだけでｸﾘｰﾐｨな泡がでる(ｼﾝﾋﾟｭﾙﾃ ﾋﾟｭｱﾏｲﾙﾄﾞﾌｫｰﾐﾝｸﾞｳｫｯｼｭ） 

・とろける温感ｹﾞﾙのｵｰﾙｲﾝﾜﾝ洗顔(ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ VC100 ﾎｯﾄﾋﾟｰﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｹﾞﾙ） 

・酵素洗顔ﾊﾟｳﾀﾞｰが毛穴の黒ずみ、古い角質を優しく洗い上げる(ﾙｼｪﾘ 洗顔ﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・毎日ｽﾌﾟﾚｰするだけの毛穴洗顔（水橋保寿堂製薬 ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾘﾑｰﾊﾞｰ） 

・ｵﾘｰﾌﾞ葉ｴｷｽ、ｺｺﾅｯﾂｵｲﾙ配合(ｲｸﾞﾆｽ VQ ﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ&ﾌｫｰﾑ） 

・美容液配合で、毛穴の汚れを溶かす(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾎｯﾄｼﾞｪﾙﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ） 

・ｽｷﾝｹｱ成分を豊富に含んだ豊かな泡立ちの洗顔石けん（ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾙｻｳﾞｫﾝ） 

・天然由来成分 98%のまろやかなｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ（ｽﾘｰ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・天然由来の保湿成分でしっとりやわらかな肌へ(ｼﾝﾋﾟｭﾙﾃ ﾋﾟｭｱﾏｲﾙﾄﾞﾌｫｰﾐﾝｸﾞｳｫｯｼｭ） 

・植物の香りで包み込んで、心地よく落とす（ｲｸﾞﾆｽ ﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ） 

・まろやかなｺｸで包み込んで落とす（ｲｸﾞﾆｽ VQ ﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ） 

・肌の透明感を引き出す(ﾛｸｼﾀﾝ ﾚｰﾇﾌﾞﾗﾝｼｭｲﾙﾐﾈｲﾃｨﾝｸﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾌｫｰﾑ） 

・磨き上げたかのような後肌、洗い上がり（ｴｸｼｱ AL ｼﾞｮｲﾌﾙｰﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・泡洗顔で、澄んだ輝き素肌に導く(ｸﾗﾗﾝｽ ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾗｽﾌﾞﾗﾝﾄｸﾚﾝｻﾞｰ） 

・天然由来のｽｸﾗﾌﾞが肌のざらつきをｵﾌする(ｼﾝﾋﾟｭﾙﾃ ﾋﾟｭｱﾏｲﾙﾄﾞｽｸﾗﾌﾞｳｫｯｼｭ） 

・肌に付着した汚れをすっきり落としﾋﾟｭｱな肌に仕上げる(ｽﾘｰ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・酸化した皮脂汚れをｸﾘｱする（ｴｸｼｱ AL ｼﾞｮｲﾌﾙｰﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・皮脂汚れ､ﾒｲｸ汚れ、毛穴に入り込んだﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝなど、落とし切れていない汚れを浮かす（水橋

保寿堂製薬 ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾘﾑｰﾊﾞｰ） 

・古い角質を浮き上がらせてするりと落とす(ｽﾘｰ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・ﾒﾗﾆﾝを含む古い角質や汚れをすっきり落とし、澄んだ輝く素肌に導く(ｸﾗﾗﾝｽ ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾗｽﾌﾞﾗｲﾄｸ

ﾚﾝｻﾞｰ） 
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スキンケア(整える・与える) 

 

スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・心地よく浸透し、ﾘｯﾁな保湿感で肌を満たす（DHC ｽｰﾊﾟｰｺﾗｰｹﾞ

ﾝｽﾌﾟﾘｰﾑ） 

・とろけるﾃｸｽﾁｬｰで保湿、やわらか肌へ導く（ﾛｸｼﾀﾝ ｱｸｱﾚｵﾃｨｴﾊ

ｲﾄﾞﾚｰｼｮﾝｸﾘｰﾑ） 

・ｸﾘｰﾑのような保湿力で濃密な潤いをｷｰﾌﾟする(ﾙﾅｿﾙ ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ

ｿﾘｭｰｼｮﾝ） 

・乳酸菌が乾燥から肌を守り、肌に潤いのﾊﾞﾘｱを与える(ｸﾘﾆｰｸ ﾓ

ｲｽﾁｬｰｻｰｼﾞﾊｲﾄﾞﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ） 

・角層をすみずみまで潤いで満たして、滑らかな肌にする（ｽﾘｰ ﾄ

ﾘｰﾄﾒﾝﾄｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・ひんやりした心地よい感触と深い潤いを与える(ﾄﾞｩ・ﾗ・ﾒｰﾙ ｻﾞ

ﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞｸｰﾙｼﾞｪﾙｸﾘｰﾑ） 

・ゆらぎがちな肌を保護していたわりながら潤す(ﾄﾜﾆｰ ﾏｲﾙﾄﾞｺﾝ

ﾃﾞｨｼｮﾅｰ t) 

・ｵｲﾙが肌を柔らかくし、潤いに満ち溢れたもっちりとしたﾊﾘのあ

る肌へ導く(ﾙﾅｿﾙ ｵｲﾙｲﾝｿﾘｭｰｼｮﾝ） 

・角層のすみずみまで潤いで満たし､湧き上がるﾊﾘと透明感あふ

れる肌へ導く(ｴﾘｸｼｰﾙｼｭﾍﾟﾘｴﾙ ﾘﾌﾄﾓｲｽとｴﾏﾙｼﾞｮﾝ WⅡ） 

・角層に潤いを閉じ込め､ﾊﾘと透明感を引き出す（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾘﾎﾟ

ｿｰﾑﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾘｷｯﾄﾞ） 

・押し上げるようなﾊﾘを感じさせる(ｿﾌｨｰﾅ ﾘﾌﾄﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ） 

・透明なﾂﾔ膜がﾊﾘのある艶やかな肌に整える（ﾙﾅｿﾙ ﾎﾟｼﾞﾁﾌﾞｿﾘｭ

ｰｼｮﾝ） 

・柔軟と収れん 2つの働きで肌を整え､しなやかに引き締まり、ﾊ

ﾘ、弾力のある肌へ導く(ｽﾘｰ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾛｰｼｮﾝ） 

・弾むような感触だけでなく、肌表面に「見た目」のﾊﾘを導く（ｸ

ﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｾﾗﾑﾗﾌｪﾙﾐｻﾝ S） 

・弾むようなﾊﾘ感をもたらし、笑顔の美しさが際立つ(資生堂 ﾘ

ﾝｸﾙﾎﾜｲﾄﾃﾞｨｰﾌﾟﾚﾁﾉﾎﾜｲﾄ 4） 

・季節の変わり目に潤いをﾁｬｰｼﾞして、ﾊﾘを呼び覚ます(ﾄﾜﾆｰ ｼｰ

ｽﾞﾅﾙｴｯｾﾝｽ AW) 

・濃密なとろみがやわらかもっちりﾊﾘ密肌に導く(ﾃﾞｭｳﾎﾞｰﾃ ﾛｰｼ

ｮﾝ&ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・透明感が際立ち、輝くﾊﾘ肌に導く(ﾛｸｼﾀﾝ ﾚｰﾇﾌﾞﾗﾝｼｭﾎﾜｲﾄｲﾝﾋｭｰ

ｼﾞｮﾝｼﾞｪﾙｸﾘｰﾑ） 

・こまやかなﾐｽﾄがピタッと密着し､ﾂﾔのある肌へ導く(ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ 

ﾊｲﾄﾞﾛﾐｽﾄｼﾞｰﾆｱｽ） 

 

・角層の潤いに、擬似皮脂膜をﾌﾟﾗｽし、ﾌｧｼﾞｰ乳化でﾌﾚｯｼｭなｴﾅﾒﾙ

肌を作る(ｷｯｶ ﾋﾞｭｰﾃｨｸﾞﾛｳｵｲﾙ&ｴｯｾﾝｽ） 

・「時間美容」発想のｽｷﾝｹｱ(ｶﾈﾎﾞｳ) 

・潤いを肌に巡らせてｷｰﾌﾟする「肌が自ら潤う力」に着目した(ｸ

ﾘﾆｰｸ ﾓｲｽﾁｬｰｻｰｼﾞ 72 ﾊｲﾄﾞﾚｰﾀｰ） 

・ｼﾐの原因を作らせない、未然に防ぐ美白（ｿﾌｨｰﾅ ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾛﾌｪｯｼ

ｮﾅﾙ） 

・肌の奥で黒さを増す､ｼﾐのもとを無色化すれば、もう濃く目立つ

ｼﾐは生まれない(ﾜﾝﾊﾞｲｺｰｾｰ ﾒﾗﾉｼｮｯﾄﾎﾜｲﾄ） 

・ｼﾐやｿﾊﾞｶｽの根本的原因となるﾒﾗﾆﾝ生成信号の新しい伝達ｼｽﾃﾑ

を発見(ｸﾗﾗﾝｽ ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾗｽ） 

<ﾘｯﾌﾟ> 

・一人一人の唇の水分量や pH ﾊﾞﾗﾝｽに反応して、その人本来の血

色感を引き出す(ﾃﾞｨｵｰﾙ ｱﾃﾞｨｸﾄﾘｯﾌﾟｸﾞﾛｳ） 

・ｵﾘｼﾞﾅﾙ美容液成分 m-ｸﾘｱｴｷｽ配合(ﾎﾟｰﾗ ﾎﾜｲﾄｼｮｯﾄ CXS） 

・ﾌﾟﾗｾﾝﾀｴｷｽを高配合した格別な美容液ｼﾘｰｽﾞ(ｶｼｰ ﾌﾟﾗｽｷﾝｴｸｽ

ﾄﾗ） 

・かつてない浸透に挑んだ独自成分 DHC ｽｰﾊﾟｰｺﾗｰｹﾞﾝを配合

（DHC ｽｰﾊﾟｰｺﾗｰｹﾞﾝ） 

・太く強靭なｺﾗｰｹﾞﾝで肌の弾力を維持し、肌の奥からﾊﾘのあ

る肌に導く(ｱﾃﾆｱ ﾘﾌﾄｼﾞｪﾈｼｽ） 

・ｱｾﾛﾗの果実と種子由来のｴｷｽを安定して抽出し、配合(ｸﾗﾗﾝｽ 

ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾗｽ） 

・精油、植物油などの植物原料の組み合わせで完成させたて天

然由来成分 90%超のﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ(ｽﾘｰ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞ UV ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ） 

・大気中の外的刺激からﾌﾟﾛﾃｸﾄする植物とﾎﾟﾘﾏｰからなるｱﾝﾃｨ

ﾎﾟﾘｭｰｼｮﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ配合(ｸﾗﾗﾝｽ UV ﾌﾟﾗｽﾏﾙﾁﾃﾞｲｽｸﾘｰﾝ） 

・ｾﾝｻｰｺﾝﾄﾛｰﾙ成分が発生原因のﾌﾟﾛｾｽを各段階でﾌﾞﾛｯｸする（ﾄﾞ

ｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ ｽｰﾊﾟｰﾎﾜｲﾄ 377VC） 

・たっぷりの美容成分を凍結乾燥させた二剤式美容液が、使う

瞬間まで新鮮さを保つ(ｶｼｰ ﾌﾟﾗｽｷﾝｴｸｽﾄﾗｾﾗﾑ） 

・贅沢な保湿成分がみずみずしいﾊﾘを与える(ﾐﾑﾗ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾛｰ

ｼｮﾝﾉｳﾐﾂ） 

・ﾖﾓｷﾞｴｷｽ配合で潤ってふっくらする（ｲｸﾞﾆｽ ﾌﾚｯｼｭﾈｲﾁｬｰﾐﾙ

ｸ） 

・天然由来のｽｷﾝｹｱ成分を豊富に含んで塗っている間も肌が潤

う(ｼﾝ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ UV ｸﾘｰﾑ） 

・ﾗｲｽﾊﾟﾜｰ№11 を配合して潤いを改善する(ﾜﾝﾊﾞｲｺｰｾｰ薬用保

湿美容液） 

・乳酸菌が潤して、肌に潤いのﾊﾞﾘｱを与える(ｸﾘﾆｰｸ ﾓｲｽﾁｬｰｻ

ｰｼﾞﾊｲﾄﾞﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ） 

・二層ﾊﾞﾘｱで内側は潤い、外側は艶めく素肌美へ(ｷｯｶ ﾋﾞｭｰﾃ

ｨｸﾞﾛｳｵｲﾙ&ｴｯｾﾝｽ） 

・ｲｵﾝ化ｶﾌﾟｾﾙの浸透力で頬のﾊﾘﾂﾔが変わる(ｺｰｾｰ ﾙｼｪﾘ） 

・月下香培養ｴｯｾﾝｽ EX配合でﾊﾘのあるなめらかな肌へ導く(ｿﾌ

ｨｰﾅ ﾘﾌﾄﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ） 

・薬用有効成分「純粋ﾚﾁﾉｰﾙ」がﾋｱﾙﾛﾝ酸を生み出し水分量を増

やすことで柔軟な肌に導く(資生堂 ﾘﾝｸﾙﾎﾜｲﾄﾃﾞｨｰﾌﾟﾚﾁﾉﾎﾜ

ｲﾄ 4） 

・ﾊﾘ付与成分配合でｷﾒのすみずみにまで入り込みﾋﾟﾝと充実の

ﾊﾘ肌へ導く(ﾃﾞｭｳﾎﾞｰﾃ ﾓｲｽﾄﾘﾌﾄｴｯｾﾝｽ） 

・浸透ﾋﾞﾀﾐﾝ Cを高濃度配合しｷﾒの整ったなめらかなﾂﾔ肌をも

たらす(ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ VC100 ｴｯｾﾝｽﾛｰｼｮﾝ） 

 
 



 45 

 
 

スキンケア(整える・与える) 

 

スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・ｷﾒを整えにごり肌を輝く肌に導く(ﾃﾗｸｵｰﾚ ﾏｸﾞﾉﾘｱﾌﾞﾗｲﾄｾﾗﾑ） 

・みずみずしくｷﾒが整う（ｲｸﾞﾆｽ ﾌﾚｯｼｭﾈｲﾁｬｰｳｫｰﾀｰ） 

・使った瞬間ﾂﾙﾘとして、ｷﾒの整った潤った肌に導く(ｸﾘﾆｰｸ ﾀｰﾝ

ｱﾗｳﾝﾄﾞｾﾗﾑ AR) 

・肌をやわらげ、透明感の呼び水にする(ｲｸﾞﾆｽ ﾎﾜｲﾄﾊｰﾊﾞﾙﾉｰﾌﾞﾙ

ﾐﾙｸ） 

・透明感が際立つﾋﾟｭｱ肌を作る(ｸﾘﾆｰｸ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｶﾘｰﾃﾞｨﾌｧﾚﾝﾄﾊｲﾄﾞﾚ

ｰﾃｨﾝｸﾞｼﾞｪﾘｰ） 

・30 秒のﾏｯｻｰｼﾞですっきり透明感に満ちた肌に導く(ｲﾝｽﾄﾘｰﾑ ﾘ

ﾌﾚｯｼｭｺｰﾙｴｯｾﾝｽ） 

・潔い透明感が翳りを塗り替える(ｴｸｼｱ ｱﾝﾍﾞｱｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾐﾙｸ） 

・翳りのない均一な明るさと澄みわたるような透明感を与える(ｸ

ﾗﾗﾝｽ ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾗｽｲﾝﾃﾝｼｳﾞﾌﾞﾗｲﾄｾﾗﾑ） 

・ｻﾞﾗつきや古い角質をふき取り、透明感のある肌を作る(ﾛｸｼﾀﾝ 

ﾚｰﾇﾌﾞﾗﾝｼｭﾌﾞﾗｲﾄﾌｪｲｽｳｫｰﾀｰ） 

・ｻﾞﾗつき、古い角質を取り去り､ｸﾘｽﾀﾙのように輝く肌に整える

(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ｸﾘｽﾀﾙﾋﾟｭﾘﾌｧｲﾝｸﾞｴｯｾﾝｽ） 

・洗顔で落としきれない古い角質を取り除きｸﾘｱな肌に導く(ｸﾘﾆｰ

ｸ ｸﾗﾘﾌｧｲﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ）  

・ﾊｰﾌﾞが香る上質な美白ﾐﾙｸ(ｲｸﾞﾆｽ ﾎﾜｲﾄﾊｰﾊﾞﾙﾉｰﾌﾞﾙﾐﾙｸ） 

・白い花の潤い美白で明るく澄みきった肌に導く(ﾛｸｼﾀﾝ ﾚｰﾇﾌﾞﾗ

ﾝｼｭﾎﾜｲﾄｲﾝﾋｭｰｼﾞｮﾝｾﾗﾑ） 

・将来ｼﾐに素顔をじゃまさせない、今から始める美白美容液(ｴｸｻ

ｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾚｽﾎﾟﾝｽ） 

・肌全体にみずみずしく広がる高機能美白美容液(ﾎﾟｰﾗ ﾎﾜｲﾄｼｮｯ

ﾄ CXS） 

・類まれな輝きの美肌に導く美白美容液（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｾﾗﾑｺﾝｻﾝ

ﾄﾚｴｸﾚﾙｼｻﾝ） 

・最高の UV ｶｯﾄと、近赤外線、ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄのｶｯﾄで肌をｶﾞｰﾄﾞする（MiMC 

ﾅﾁｭﾗﾙｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱﾐﾈﾗﾙﾊﾟｳﾀﾞｰｻﾝｽｸﾘｰﾝ） 

・肌を美しく見せながら紫外線カット、美白、日焼け後のｻﾝｹｱの

3 つの機能を 1 つで叶える（MiMC ﾅﾁｭﾗﾙﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾐﾈﾗﾙﾊﾟｳﾀﾞｰｻ

ﾝｽｸﾘｰﾝ） 

・紫外線ｶｯﾄ+αのﾊﾟｰﾌｪｸﾄｸﾘｰﾑ(ｼﾝ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ UV ｸﾘｰﾑ） 

・真夏の紫外線、大気汚染物質などの外的刺激から肌をしっかり

守りﾀﾞﾒｰｼﾞｹｱする(ｽﾘｰ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞ UV ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ R) 

・遮る、守る、整える、太陽光に着目したﾄﾘﾌﾟﾙ防御(ｼﾞｭﾘｰｸ UV

ﾃﾞｨﾌｪﾝｽﾛｰｼｮﾝ） 

 ・独自成分「ﾌｪﾙﾗ酸」を新配合、肌のくすみを徹底ｹｱする(ｱｽ

ﾀﾘﾌﾄ AL ﾎﾜｲﾄｸﾘｰﾑ C） 

・水溶層とｵｲﾙ層からなるﾊﾞｲﾌｪｰｽﾞﾀｲﾌﾟでｵｲﾙで肌を保護しな

がら、滑らかでｸﾘｱな肌へ導く（ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾘﾌﾟﾗｽﾃｨﾌﾟﾚｿ

ﾘｭｰｼｮﾝ） 

・植物由来のｱｲﾘｽｴｷｽを高濃度で配合し、目に見えない肌老化

に立ち向かう（ﾃﾞｨｵｰﾙ ｶﾌﾟﾁｭｰﾙﾕｰｽｸﾘｰﾑ） 

・ｽｷﾝｹｱ成分を 50％配合し、紫外線を防ぎながら保湿のみなら

ず、肌ﾀﾞﾒｰｼﾞを整える(ｱﾈｯｻ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ UV) 

<ｱｲ> 

・贅沢なまつ毛成分ﾗｯｼｭ D ｶﾌﾟｾﾙを 2倍配合（ｽｶﾙﾌﾟ D まつ毛

美容液ﾌﾟﾚﾐｱﾑ） 

・世界初、｢ｴﾝﾄﾞﾐﾈﾗﾙ」配合(ﾌﾛｳﾌｼ ｻﾞまつ毛美容液） 

 

 

（つづき） 
２０１８/春夏 ③ 
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スキンケア(整える・与える) 

 

スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・紫外線ｹｱ×大気汚染ｹｱ×ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱの×3 ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝでしっかり

守る(ｸﾗﾗﾝｽ UV ﾌﾟﾗｽﾏﾙﾁﾃﾞｲｽｸﾘｰﾝ） 

・毛穴ｹｱや潤い不足に向き合う(ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ VC100 ｹﾞﾙ） 

・気になる凹凸、ざらつき、毛穴へ潤いを入れ込み、滑らかな輝

く肌へ導く（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｺﾚｸﾁｭｰﾙｴｻﾝｼｴﾙ） 

・夏特有の、汗ばみﾍﾞﾀついた肌をｻﾗﾘと整え引き締める(ｽﾘｰ ｱﾛ

ﾏﾛｰｼｮﾝ U&R) 

<ｱｲ> 

・輝く眼差しに導く､ﾛｰﾙｵﾝﾀｲﾌﾟの目もと美容液(ｲﾝﾌｨｵﾚ ｿｳｽﾃﾞｸﾗ

ｱｲｾﾗﾑｺﾝｾﾝﾄﾚ） 

<ﾘｯﾌﾟ> 

・ほんのり桜色のﾂﾔでどんな唇も魅力的に導く（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾏ

ﾆﾌｨｶﾄｩｰﾙﾚｰﾌﾞﾙ） 

  

 

 

 
 

スキンケア(下地・補正) 
 

 下地の機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・狙い通りに包囲し、ﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄにしっかりｶﾊﾞｰ(ｴｸｼｱ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞｺﾝ

ｼｰﾗｰ） 

・薄くのばすことも重ねることもでき、ｶﾊﾞｰ力を自在に調整でき

る（ﾙﾅｿﾙ ｼﾑﾚｽｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞｺﾝﾊﾟｸﾄ） 

・影もくすみもさえざえと塗り替える(ｴｸｼｱ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｺﾝｼｰﾗｰ） 

・大人の肌ぐすみ、色ﾑﾗをｶﾊﾞｰする（ｽｯｸ ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｸﾞﾛｳﾌﾟﾗｲﾏ

ｰ） 

・色つき下地でくすみ、色ﾑﾗを一掃する(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ﾄｩﾙｰｶﾗｰ UV) 

・色の演出効果により、肌色の気がかりを修正する(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾓﾃﾞ

ﾘﾝｸﾞｶﾗｰﾍﾞｰｽ EXUV) 

・乾燥しがちな肌や荒れがちな肌も、ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝときれいになじ

ませる下地(ｽﾘｰ ｱﾙﾃｨﾒｲﾄﾌﾟﾛﾃｸﾃｨﾌﾞﾌﾟﾘｽﾃｨｰﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・気になるときにﾒｲｸの上から使えるｻﾗｻﾗ下地(ｾｻﾞﾝﾇ 皮脂ﾃｶﾘお

直し液） 

・たっぷりの水に満たされたような水ﾂﾔ肌を演出する（ﾙﾅｿﾙ ｳｫ

ｰﾀﾘｰﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・ｺﾝｼｰﾗｰのﾌｨｯﾄ感を高め透明感をｷｰﾌﾟするﾊﾟｳﾀﾞｰ（ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ｼｰｸﾚ

ｯﾄﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝとの相性を考え、ﾂﾔ、保湿力､ｶﾊﾞｰ力のﾊﾞ

ﾗﾝｽを緻密に計算している（ｽﾘｰ ﾊﾟｰﾌｪｸﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・閃光で気がかりをとばす化粧下地（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽﾄﾛﾋﾞﾝｸﾞｸﾘｴｲ

ﾀｰ） 

・植物由来の美容ｴｷｽ 3種配合(ｽｯｸ ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞｸﾞﾛｳﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・ｴｸﾄｲﾝ､ｺﾗｰｹﾞﾝﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞなどｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱを見据えた厳選成分(ｱﾙﾋﾞ

ｵﾝ ｽｰﾊﾟｰ UV ｶｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾄﾃﾞｲｸﾘｰﾑ） 

・天然由来成分 86%以上でﾒｲｸｵﾌした後ももっちりとしたやわら

かな肌の質感に導く(ｽﾘｰ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞﾊｰﾓﾆｰﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・6種の植物油などがなめらかな質感を持続させ、肌を乾燥から

守るｺﾝｼｰﾗｰ(ｽﾘｰ ﾗﾃﾞｨｱﾝﾄﾜﾝﾄﾞｲﾝｳﾞｨｼﾞﾌﾞﾙ） 

・ｼｱﾊﾞﾀｰや植物ｵｲﾙが角質層に潤いを与えながら、やわらかな肌

へ整える(ｽﾘｰ ｱﾝｼﾞｪﾘｯｸｺﾝﾌﾟﾚｸｼｮﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・ｶﾌﾟｾﾙ状の UV ｶｯﾄ効果のある成分が、素肌に触れた瞬間はじけ

てくすみを飛ばす(ﾅｰｽﾞ ﾗﾃﾞｨｱﾝｽﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾊﾟｰﾙで女性を輝かせる(ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾗﾄｩｰｴｸﾗﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

ﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・繊細なﾊﾟｰﾙで毛穴や小じわまで自然にｶﾊﾞｰする(ｽﾘｰ ｱﾝｼﾞｪﾘｯ

ｸｺﾝﾌﾟﾚｸｼｮﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・ﾊﾟｰﾙとｵｲﾙをﾊﾞﾗﾝｽよく配合し、自然なﾂﾔ感と明るさを演出する

（ﾙﾅｿﾙ ｳｫｰﾀﾘｰﾌﾟﾗｲﾏｰ） 
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スキンケア(下地・補正) 
 

 下地の機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・化粧もちに優れ、時間がたっても透明感があふれる肌を作る(ｺｽ

ﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｴﾊﾞｰｸﾘｽﾀﾙﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ） 

 

・潤ってなめらか、美を引き上げる（ｴｸｼｱ ｽﾍﾟﾘｱﾒｲｸｱｯﾌﾟｾﾗﾑ EX) 

・美白もできるﾒｲｸｱｯﾌﾟﾍﾞｰｽ(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾎﾜｲﾄﾌｨﾗｰｸﾘｴｲﾀｰ） 

・明るさもﾊﾘも思うままに(ｴｸｼｱ ﾘｳﾞｨｼﾞｮﾝﾘﾌﾄｶﾗｰ） 

・ｼﾐを防ぐ､ﾊﾘが満ちる｡ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱするﾌｪｲｽ用日焼け止め(ｱﾙﾋﾞｵﾝ 

ｽｰﾊﾟｰ UV ｶｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾄﾃﾞｲｸﾘｰﾑ） 

・厳しい陽射しの下でも生き生きとした素肌美をｻﾎﾟｰﾄ(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽ

ｰﾊﾟｰ UV ｶｯﾄﾌﾟﾛﾃｸﾄﾃﾞｲｸﾘｰﾑ） 

・UV ｶｯﾄと潤いをひとつにして、軽やかな感触で毛穴もｶﾊﾞｰ(ﾎﾟｰﾙ&

ｼﾞｮｰ ﾌﾟﾛﾃｸﾃｨﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・1 本で毛穴ｺﾝｼｰﾗｰとﾊｲﾗｲﾄの W の効果のﾏﾙﾁｽﾃｨｯｸ(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾏｼﾞｶ

ﾙｸﾞﾛｳｽﾃｨｯｸ） 

・毛穴ﾚｽが一日中続く(ｻﾅ ｻﾞ・ﾊﾟﾃ） 

・毛穴も色ﾑﾗも見えず、明るい肌に導く(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾄｰﾝｱ

ｯﾌﾟﾍﾞｰｽ） 

・肌色を補正しながら毛穴を隠しさらさらのなめらかな肌が実現

する(ﾚﾌﾞﾛﾝ ﾌｫﾄﾚﾃﾞｨﾋﾟﾗｰﾏｰ） 

・朝からずっとくずれにくい化粧くずれ防止下地(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾇｰﾃﾞｨ

ｰｶﾊﾞｰﾛﾝｸﾞｷｰﾌﾟﾍﾞｰｽ UV) 

・化粧くずれを防いで、ｷﾚｲが持続する(ｴﾃｭｾ CC ｱﾐﾉｸﾘｰﾑ） 

・皮脂崩れを防いで、塗っている間もｽｷﾝｹｱ効果が続く(ﾏｷｱｰｼﾞｭ 

ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸｽｷﾝｾﾝｻｰﾍﾞｰｽ UV） 

・汗、皮脂を感知して抱え込み、化粧崩れを防ぐ(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW

ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾍﾞｰｽ UV) 

・ﾃｶﾘを抑えｿﾌﾄﾌｫｰｶｽ効果で気になる凹凸を隠す(ｼﾞﾊﾞﾝｼｨ ﾏｯﾄ&ﾌﾞ

ﾗｰﾀｯﾁ） 

・凹凸をなくしｻﾗｻﾗ美肌を持続させる(ﾐﾑﾗ ｽﾑｰｽｽｷﾝｶﾊﾞｰ） 

・皮脂､ﾃｶﾘを防ぎ､ｻﾗｻﾗな肌が続く(ｾｻﾞﾝﾇ 皮脂ﾃｶﾘ防止下地） 
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ベースメイク（ファンデーション） 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・輝く生命感、咲き誇る肌(ﾃﾞｨｼﾗ ｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・光を操り、光を放つような肌へ(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｻﾞﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮ

ﾝ） 

・抜けのいい肌(ｴｸｼｱ ﾌﾘｭｲﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ RS) 

・美しく、素肌になりすます(ｽｯｸ ﾇｰﾄﾞｳｪｱﾘｸｲﾄﾞ） 

・大人はね、素敵に隠すの(ｴｸｼｱ ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｴｸｽﾄﾘｰﾑ） 

・近くでｽｷなし、遠目でｵｰﾗ「女優肌」(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ﾋﾞｼﾞｮﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼ

ｮﾝ） 

・この肌の完成度、ｸｯｼｮﾝ以上(ﾗ・ﾌﾟﾚﾘｰ SC ｴｯｾﾝｽｲﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・この美は夢か幻か（ｴｸｼｱ ｽｰﾍﾟﾘｱｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ EX) 

・真に洗練された肌を求めて（ｽﾘｰ ｱﾝｼﾞｪﾘｯｸｼﾝｾｼｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｾﾗ

ﾑ） 

・惹きつけてやまない魅せ肌(ｴｸｼｱ ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾚﾐｱﾑﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮ

ﾝ） 

・のばした瞬間から劇的。真なる美しさ(ｴｸｼｱ ｽｰﾍﾟﾘｱｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞ

ｰｼｮﾝ） 

・「つくってます感」のない明るい肌へ-5才肌ﾊﾟｳﾀﾞｰ(ﾌﾟﾘﾏｳﾞｨｽﾀ 

肌色ﾄｰﾝｱｯﾌﾟﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ UV) 

・ﾚｱな肌か、ｽﾉｰな肌か、この春あなたはどっちでｷﾚｲになる？(ｱ

ﾙﾋﾞｵﾝ ｽﾏｰﾄｽｷﾝﾎﾜｲﾄﾚｱ&ｽﾉｰﾎﾜｲﾄｼﾌｫﾝ） 

・春夏の「揺らぎ肌」をみずみずしい「ｵｱｼｽ肌」に（MiMC ﾐﾈﾗﾙ

ﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・羽根のように軽くなめらか(ｴｸｼｱ ｽｰﾍﾟﾘｱｳﾞｪｰﾙｺﾝﾊﾟｸﾄ）ﾌｪｲｽﾊﾟ

ｳﾀﾞｰ 

・こんな進化、待ってた、ﾑｰｽ生まれのﾊﾟｳﾀﾞﾘｰ(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃ

ｨｯｸﾊﾟｳﾀﾞﾘｰ UV) 

・永遠の矛盾を解き放つｳﾙﾄﾗﾌｧﾝﾃﾞ誕生(ﾗﾝｺﾑ ﾀﾝｲﾄﾞﾙｳﾙﾄﾗｳｪｱ） 

・ﾊｲｽﾍﾟｯｸ・美膜ﾌｧﾝﾃﾞ(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾌｨﾙﾐｯｸｽｷﾝ EX) 

・ﾊﾘのある膜感が、美しさを形状記憶。小顔ﾒｲｸ、矯正ﾌｧﾝﾃﾞ(ｱﾙ

ﾋﾞｵﾝ ﾀｲﾄﾌｨﾙﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・繊細なﾂﾔを静かに放つ新感触のｼﾞｪﾙ状ﾊﾟｳﾀﾞﾘｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ｽﾘｰ 

ｱﾝｼﾞｪﾘｯｸｼﾝﾊﾞｲｵｼｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ｸﾘｽﾀﾙのような、透明感とﾂﾔ感ほしいまま(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ｴｳﾞｧｰﾗ

ｽﾃｨﾝｸﾞｼﾙｸﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・高ﾚﾍﾞﾙなｶﾊﾞｰ力､ﾘｱﾙを超える透明感（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽｷﾝｸﾞﾚｲｼﾝｸﾞﾌｧ

ﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・さらさらﾊﾟｳﾀﾞｰで美白する夏の新習慣(ｴｸｻｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄﾆﾝ

ｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

 

・ﾊﾞﾗの栽培家により作られたｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾙﾛｰｽﾞの有効成分が豊かな

ｽｷﾝｹｱ効果をもたらす（ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾙｸｯｼｮﾝﾀﾝﾄﾞｩﾛｰｽﾞ） 

・植物の恵みを享受した美容液成分が美しさの根本にｱﾌﾟﾛｰﾁす

る（ｽﾘｰ ｱﾝｼﾞｪﾘｯｸｼﾝｾｼｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｾﾗﾑ） 

・植物ｵｲﾙによるｽｷﾝｹｱ効果で肌自体に潜む美しさまで引き出す

(ｽﾘｰ ﾌﾛｰﾚｽｼﾘｱﾙﾌﾙｲﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙや植物油を配合し肌を柔軟にする(ｽﾘｰ ﾘﾆｭｰｲﾝｸﾞﾊﾟｳ

ﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・肌表面を引き締め、潤いを与える(ﾗ・ﾌﾟﾚﾘｰ SC ｴｯｾﾝｽｲﾝﾌｧﾝﾃﾞ

ｰｼｮﾝ） 

・美容ｴｷｽ&ｵｲﾙ 11種類配合で肌を潤す(ｽｯｸ ﾇｰﾄﾞｳｪｱﾘｸｲﾄﾞ） 

・十分な潤いと弾むようなﾊﾘ感をもたらす（ｽﾘｰ ｱﾝｼﾞｪﾘｯｸｼﾝｾｼ

ｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｾﾗﾑ） 

・厳選 9 種の美容ｵｲﾙ配合で、肌にﾋﾟﾀｯと密着、しっとり潤う(ｴ

ｸｽﾎﾞｰﾃ ｴｱｰﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰｸﾘｽﾀﾙﾓｲｽﾄ） 

・高 UV ｶｯﾄ＆高ﾗｽﾃｨﾝｸﾞで、ﾂﾙﾝとｷﾒ細やかに魅せる(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾌｨ

ﾙﾐｯｸｽｷﾝ EX) 

・2倍の高濃度ﾐﾈﾗﾙﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄ配合で、どんな色ﾑﾗ、肌悩みも完璧に

ｶﾊﾞｰする（ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾃﾞｨｵｰﾙｽｷﾝﾌｫｰｴｳﾞｧｰｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ） 

・なめらかな使用感と自在なｶﾊﾞｰ力、続くしっとり感でｽｷﾝｹｱし

ながら毛穴をｶﾊﾞｰする（MiMC ﾐﾈﾗﾙｴｯｾﾝｽﾓｲｽﾄ EX) 

・毛穴が消える。粉感消える(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾇｰﾃﾞｨｶﾊﾞｰﾛﾝｸﾞｷｰﾌﾟﾊﾟｸﾄ

UV) 

・ﾎﾟﾂﾎﾟﾂ毛穴を徹底消去！ﾂﾙﾝと毛穴ﾚｽ肌に(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ｽﾑｰｽ CC ﾊﾟ

ｳﾀﾞｰ） 

・気になる毛穴、凹凸をｶﾊﾞｰして素肌がきれいになったようなつ

るんとした肌を実現する（ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄ 水ｼﾞｪﾘｰｸﾗｯｼｭ） 

・毛穴、色ﾑﾗも一瞬でｶﾊﾞｰし、透明感も高める(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃ

ｨｯｸﾊﾟｳﾀﾞﾘｰ UV) 

・毛穴､ｼﾐをなめらかにｶﾊﾞｰ、美容成分 52%配合で、潤ﾂﾔ肌にする

(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ﾋﾞｼﾞｮﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾘｷｯﾄﾞﾓｲｽﾄﾀｲﾌﾟ） 

・皮脂&乾燥くずれを防いでなめらか肌ｷｰﾌﾟ(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽﾏｰﾄｽｷﾝﾎﾜ

ｲﾄﾚｱ） 

・汗・皮脂に負けずｷﾚｲが持続する(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽﾉｰﾎﾜｲﾄｼﾌｫﾝ） 

・汗に強く崩れにくいﾉﾝｼﾘｺｰﾝ設計（MiMC ﾐﾈﾗﾙﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・余分な皮脂を抑えて一日中崩れない(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ｴｳﾞｧｰﾗｽﾃｨﾝ

ｸﾞｼﾙｸﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

 

・いきいきと、血色感があふれ出し、表情を鮮明に仕立てる(ｴﾚ

ｶﾞﾝｽ ｴﾓｰｼｮﾅﾙﾌｪｲｽ） 

・内側から艶めきを放つような生命感あふれる仕上がりに（ｽﾘｰ 

ｱﾝｼﾞｪﾘｯｸｼﾝｾｼｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｾﾗﾑ） 

・美容液のようにみずみずしく、「清潔な艶」に満ちた肌印象へ

(ｽｯｸ ﾇｰﾄﾞｳｪｱﾘｸｲﾄﾞ） 

・しっとりとつやめきに満ちた上向きのﾊﾘつや美肌へ導く(ﾃﾞｨｼ

ﾗ ｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ aM） 

・ﾒｲｸした粉感を感じさせず、入浴後の肌のようなﾅﾁｭﾗﾙでみずみ

ずしいﾂﾔ感を実現する(ｲｳﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾗﾃﾞｨｱﾝﾄﾀｯﾁｵｰﾙｲﾝﾜﾝｸﾞﾛｳﾌｧ

ﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・内側から光を放つような艶肌に仕上げる(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｻﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ

ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・瞬時に肌ﾄｰﾝをｱｯﾌﾟさせる(ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞﾙｰｽﾊﾟｳ

ﾀﾞｰ C） 

・軽いつけ心地なのにﾊﾟｻつかずﾋﾟﾀｯとﾌｨｯﾄする(ｴﾃｭｾ ﾌﾟﾚﾐｱﾑｼ

ﾌｫﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ｽﾌﾟﾚｰするとひんやり広がり、ｻﾗｻﾗ感触に変わるおしろい(ｲﾌﾟ

ｻ ｽｰﾊﾟｰﾏｯﾄｸｰﾘﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・光によるたしかなｶﾊﾞｰ力を長時間実感できる(ｽﾘｰ ﾌﾛｰﾚｽｼﾘｱﾙ

ﾌﾙｲﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・高ｶﾊﾞｰでﾃｶりにくく、陶器のようなﾏｯﾄ肌にする(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ﾋﾞ

ｼﾞｮﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾘｷｯﾄﾞﾏｯﾄﾀｲﾌﾟ） 

・表情ｼﾞﾜまで巧妙に塗り替える(ｴｸｼｱ ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｴｸｽﾄﾘｰ

ﾑ） 

・贅沢にﾛｰｽﾞ水を配合し、素肌をしなやかに魅せる(ｴｸｼｱ ﾌﾘｭｲ

ﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ｼﾐ、色ﾑﾗのない「均一ﾂﾔ肌」を作る(ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰｸﾞﾛｳﾒｰｸ

ｱｯﾌﾟ 15） 

・美容液のような潤いで肌を包み込み、美しい仕上がりが続く(ﾙ

ﾅｿﾙ ｸﾞﾛｳｲﾝｸﾞｳｫｰﾀﾘｰｵｲﾙﾘｸｲﾄﾞ） 

・濃密な潤いが密着しつけたての美しさを持続(ﾃﾞｨｼﾗ ｸﾘｰﾑﾌｧﾝ

ﾃﾞｰｼｮﾝ aM） 

・時間がたつほどにくすみなく、みずみずしく透明感あふれる艶

肌に仕上げる（MiMC ﾐﾈﾗﾙﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・いつでもどこでも、ﾊﾘに満たされた艶やかな仕上がりに導く

(ﾗ・ﾌﾟﾚﾘｰ SC ｴｯｾﾝｽｲﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 
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ベースメイク（ファンデーション） 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

・毛穴、色ﾑﾗ、隠したことさえ気づかせない（ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾇｰﾃﾞｨ

ｶﾊﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・毛穴凹凸一気にｶﾊﾞｰして、厚塗り感も消える、これがｾﾞﾛ肌(ｹ

ｲﾄ ﾊﾟｳﾀﾞﾘｰｽｷﾝﾒｲｶｰ&ｼｰｸﾚｯﾄｽｷﾝﾒｲｶｰｾﾞﾛ） 

・-5℃で仕上げる快感。朝はもちろん、崩れる午後も(ｲﾌﾟｻ ｽ

ｰﾊﾟｰﾏｯﾄｸｰﾘﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・汗、水、皮脂に強いﾛﾝｸﾞﾗｽﾃｨﾝｸﾞ効果（ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾃﾞｨｵｰﾙｽｷﾝﾌｫｰｴ

ｳﾞｧｰｱﾝﾀﾞｰｶﾊﾞｰ） 

・ﾂﾔと潤いを仕込んで、汗や皮脂に崩れにくく紫外線もﾌﾞﾛｯｸ(ｸ

ﾘﾆｰｸ ｽｰﾊﾟｰｼﾃｨﾌﾞﾛｯｸ BB ｸｯｼｮﾝｺﾝﾊﾟｸﾄ 50） 

） 

・魅了するﾊﾘ、ひときわ立体感へ(ｴｸｼｱ ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾎﾜｲﾄ） 

・圧倒的なﾒﾘﾊﾘで魅せる肌へ導く(ｴｸｼｱ ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓｲｽﾄ） 

 

 

メイク全体 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・前の季節を脱ぎ捨てて、ﾇｰﾄﾞな気分で(ﾅｰｽﾞ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 2018 ｶ

ﾗｰｺﾚｸｼｮﾝ） 

・花色まとい、やさしさみちていく(ﾄﾜﾆｰ ﾗﾗﾌﾞｰｹ） 

・ﾊｰﾄに刺さる赤(ｴﾚｶﾞﾝｽ 2018 ｵｰﾀﾑ） 

・6 ｶﾗｰ×光でつくる、印象自在のﾋﾞｼﾞｭｰﾒｲｸ(ﾋﾞｼﾞｭｰｺﾚｸｼｮﾝ） 

・ｼｯｸなのに軽やか（RMK ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｻﾏｰ 2018 ｺﾚｸｼｮﾝ） 

・可憐浄化(ﾙﾅｿﾙ 2018 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾒｲｸｱｯﾌﾟｺﾚｸｼｮﾝ） 

・誰のためでもない輝きを(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾎﾟｲﾝﾄﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・面で輝く、線で艶めく、表情美きわだつ(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾎﾟｲﾝﾄﾒｲ

ｸｱｯﾌﾟ） 

・顔立ち美しく、水ﾂﾔの肌(ﾙﾅｿﾙ ｽｷﾝｹｱ&ﾍﾞｰｽﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・美しさ満開の女神ﾌｪｲｽ（ﾌｧﾝｹﾙ 春限定ﾒｲｸ） 

・艶質感とｶﾗｰﾒｲｸを楽しむｻﾏｰｺﾚｸｼｮﾝ(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ｻﾏｰｺﾚｸｼｮﾝ） 

<ﾁｰｸ> 

・頬色で女を醸す（ｴｸｼｱ ｺﾝﾌﾟﾚｸｼｮﾝﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・ﾅﾁｭﾗﾙｻｲｴﾝｽなｽｷﾝｹｱとｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞいらずのﾐﾈﾗﾙﾒｲｸの組み合わせ

(ｴﾄｳﾞｫｽ 2018S/S ｺﾚｸｼｮﾝ） 

<ﾁｰｸ> 

・表情美に華やかなﾒﾘﾊﾘ（ｴｸｼｱ ｺﾝﾌﾟﾚｸｼｮﾝﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・ひそかに効かせたﾊﾟｰﾙの技で肌に透明感を与える（ﾙﾅｿﾙ ｶﾗｰ

ﾘﾝｸﾞｼｱｰﾁｰｸｽ） 

・夏映えするﾎﾟｯﾌﾟな色味で肌の透明感を際立たせる(ｸﾘﾆｰｸ ﾁｰ

ｸﾎﾟｯﾌﾟ） 
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メイク（アイ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメケアの機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 

・3D ﾂﾔ仕込みｼｬﾄﾞｳ誕生(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾇｰﾃﾞｨｲﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｱｲｽﾞ） 

・瞳を美しく魅せる”顔映えﾆｭｱﾝｽ”ｱｲｼｬﾄﾞｳ(ｷｯｶ ﾐｽﾃｨｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰｱ

ｲｼｬﾄﾞｳ） 

・ｶﾗｰで魅せる、夏の眼差し（ｼｭｳｳｴﾑﾗ ｻﾏｰｱｲｺﾚｸｼｮﾝ） 

・瞳の色から導かれたあなただけのﾌﾞﾗｳﾝ(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸｽﾀｲﾘ

ﾝｸﾞｱｲｽﾞ） 

・ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞｶﾗｰで目のﾌﾚｰﾑ、深く際立つ(ｹｲﾄ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾓｰﾄﾞｱｲｽﾞ） 

・目もとに引力､ﾗｳﾝﾄﾞｱｲ(ｹｲﾄ ｽﾓｰｷｰﾗｳﾝﾄﾞｱｲｽﾞ） 

・目もと、ちょっとの優しさが、逆に強い(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ 3D 仕込みｼｬ

ﾄﾞｳ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

・ﾇｹ感ｶﾗｰﾃﾞﾋﾞｭｰ！（ﾃﾞｼﾞｬｳﾞ ｸﾘｰﾑﾍﾟﾝｼﾙ) 

・とろけて固まる、ﾚｱｼﾞｪﾙﾍﾟﾝｼﾙ(ｹｲﾄ ﾚｱﾌｨｯﾄｼﾞｪﾙﾍﾟﾝｼﾙ） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・濃密､ｴｸｽﾃ級(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾌﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾏｽｶﾗ） 

・さよなら、ﾏｽｶﾗーｸｾづけﾌｫｰﾏｰ(ｹｲﾄ ﾗｯｼｭﾌｫｰﾏｰ） 

<ｱｲﾌﾞﾛｳ> 

・大人の薄眉に！美眉が一日中続く(ﾌﾟﾘｵｰﾙ 美眉ﾍﾟﾝ） 

・色にﾇｹ感、毛並みに立体感を(ｹｲﾄ 3D ｱｲﾌﾞﾛｳｶﾗｰ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

美容成分配合のｱｲﾗｲﾅｰで、ﾒｲｸするたびに美しい目もとへ導く(ｽ

ｶﾙﾌﾟ D ﾋﾟｭｱﾌﾘｰｱｲﾗｲﾅｰ） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・保湿成分配合で、ﾂﾔのある美しいまつ毛へ導く(ｽｶﾙﾌﾟ D ﾋﾟｭ

ｱﾌﾘｰﾏｽｶﾗ） 

<ｱｲﾌﾞﾛｳ> 

・眉成分を詰め込んで、根元からﾊﾘのある眉毛を作る(ｽｶﾙﾌﾟ D 

ﾋﾟｭｱﾌﾘｰｱｲﾌﾞﾛｳｾﾗﾑ） 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 

・自在に多彩な表情美を創る（ｴｸｼｱ ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｱｲｶﾗｰ） 

・くすまず、よれず、美しい仕上がりが持続する(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｱｲ

ｸﾞﾛｳｼﾞｪﾑ） 

・まぶたに軽やかにﾌｨｯﾄして、美しい仕上がりをｷｰﾌﾟする(ﾙﾅｿﾙ 

ｼﾏｰｶﾗｰｱｲｽﾞ） 

・ﾇｹ感がありながらも深みと奥行きのある、洗練された眼差しを

完成させる(ﾙﾅｿﾙ ﾄﾞﾗｲｻﾏｰｱｲｽﾞ） 

・絶妙な光と艶のﾆｭｱﾝｽで、まぶたに立体的なｱｲﾎｰﾙをつくりだす

(ｷｯｶ ﾆｭｱﾝｽｶﾗ-ﾘｯﾄﾞ） 

・ふんわりやわらかな質感とﾋﾟｭｱな彩りで上品な目もとを叶え

る(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾏｯﾄｸﾁｭｰﾙｱｲｽﾞ） 

・くすんだ色合いの 2色で、ﾇｹ感のある囲み目を作る(ｹｲﾄ ｳﾞｨ

ﾝﾃｰｼﾞﾓｰﾄﾞｱｲｽﾞ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

・色で引き締め、光で美しく魅せる(ｷｯｶ ｽﾊﾟｰｸﾙ&ﾎﾟｯﾄﾗｲﾅｰ） 

・目もとになじんで優しい印象を与える(ｾｻﾞﾝﾇ ﾌﾞﾗｳﾝｱｲﾗｲﾅｰ細

芯） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・ｶｰﾙｱｯﾌﾟしたまつ毛をしっかりｷｰﾌﾟ(ﾄﾜﾆｰ ﾗﾗﾌﾞｰｹﾏｽｶﾗﾍﾞｰｽ） 

・自まつ毛に美しいｶｰﾌﾞをｸｾづける機能が加わる(ｹｲﾄ ﾗｯｼｭﾌｫｰ

ﾏｰ） 

・汗、水、涙にも負けないﾛﾝｸﾞ&ｶｰﾙﾏｽｶﾗ(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞｶｰ

ﾙﾌﾞﾛｯｻﾑﾏｽｶﾗ） 

・ふさふさｶｰﾙで魅せる(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾌﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾏｽｶﾗ） 

・まつげの果てまで濃く深く、ふさふさｶｰﾙで魅せるﾌｨﾙﾑﾏｽｶﾗ(ｴ

ﾚｶﾞﾝｽ ﾌﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾏｽｶﾗ） 

<ｱｲﾌﾞﾛｳ> 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰのようにふんわりやわらかな仕上がり(ｻﾅﾆｭｰﾎﾞｰﾝ ﾊﾟｳ

ﾀﾞﾘｰﾍﾟﾝｼﾙﾌﾞﾛｳ EX) 

・眉を自然に描き足せ、眉尻まで繊細にすっきり描ける(ﾄﾜﾆｰ ﾗ

ﾗﾌﾞｰｹｱｲﾌﾞﾛｳﾘｸｲﾄﾞ） 

・0.97mm の極細芯で 1 本 1 本の究極ﾘｱﾙ眉を再現する(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ 

ｴｸｽｱｰﾃｨｽﾄﾘｱﾙﾌﾙｱｲﾌﾞﾛｳ） 
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メイク（リップ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメケアの機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

・ひと塗りで今どきっﾘｯﾌﾟ(ｷｬﾝﾒｲｸ ﾘｯﾌﾟﾃｨﾝﾄﾏｯﾄ） 

・記憶する､ﾂﾔとふっくら感（ﾌｧﾝｹﾙ ｱｸｱｾﾗﾑﾙｰｼﾞｭ） 

・濃淡ｺﾝﾄﾛｰﾙで唇に立体感(ｹｲﾄ ﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾅﾙﾙｰｼﾞｭ） 

・渋みを少し。春ひきたつ(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾀﾞｽﾃｨｸﾘｰﾐｨ） 

・言葉より語るｼｮｺﾗなﾘｯﾌﾟ（資生堂 ﾙｰｼﾞｭﾋﾟｺ） 

・不意に放たれる閃光(ｽｯｸ ﾌﾛｳﾚｽﾘｯﾌﾟｸﾞﾛｽ） 

・高まるｴﾅｼﾞｰを表情へ(ｽﾘｰ ｼﾏﾘﾝｸﾞﾘｯﾌﾟｼﾞｬﾑ） 

・鍵はあき、輝きが解き放たれる（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭｱﾚｰﾌﾞﾙ n） 

・唇、ふわり、ｶｼﾐｱの心地に包まれ（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭｱﾚｰﾌﾞﾙ

ｶｼﾐｱ） 

・ﾂﾔめくﾃｨﾝﾄｸﾞﾛｽとﾏｯﾄﾙｰｼﾞｭがひとつに(ﾋﾞｼﾞｭｰ W ﾙｰｼﾞｭﾃｨﾝﾄ&ﾏ

ｯﾄ） 

・さりげないのに惹きつける、真珠ｳﾞｪｰﾙの輝き(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃ

ｨｯｸﾙｰｼﾞｭ P） 

・3 色に心を弾ませて、春を呼び込む表情へ(ｽﾘｰ ﾄﾘﾌﾟﾙｽﾘｰﾄﾘｰ

ﾄ） 

・色で夏を呼び込んで､ﾊｯﾋﾟｰｴﾅｼﾞｰ全開(ｸﾘﾆｰｸ ﾎﾟｯﾌﾟｽﾌﾟﾗｯｼｭ） 

・鮮烈な発色、詩的な色味。B.A ｶﾗｰｽﾞ誕生（B.A ｶﾗｰｽﾞﾘｯﾌﾟｽﾃｨ

ｯｸ） 

・溶け込むｲｴﾛｰﾗﾒあどけない甘さ(ｵﾍﾟﾗ ｼｱｰﾘｯﾌﾟｶﾗｰ N ﾊﾆｰﾋﾟﾝｸ） 

・大人の縦ｼﾞﾜ唇もぷるん！なめらかﾂﾔ感ﾙｰｼﾞｭ(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ｴｸｽｱｰ

ﾃｨｽﾄｸﾞﾛｳﾙｰｼﾞｭ） 

・まるで美容液のようなﾙｰｼﾞｭ（ﾌｧﾝｹﾙ ｱｸｱｾﾗﾑﾙｰｼﾞｭ） 

・肌の透明感まで高めるﾙｰｼﾞｭ(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸﾙｰｼﾞｭ P） 

・50％以上配合された保湿成分がﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄのようになめらかで

上質に潤った唇にする（ｽﾘｰ ﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄﾗｽﾄﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・ﾏｯﾄﾊﾟｳﾀﾞｰと保湿成分の絶妙な配合でﾏｯﾄなのにじんわり潤う

つけ心地（ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ｳﾞｪﾛｱｴｸｽﾄﾘｰﾑﾏｯﾄﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・べとつきにくく、ｴｱｺﾝなどによる乾燥からも唇を守る(ｽﾘｰ ｼ

ﾏﾘﾝｸﾞﾘｯﾌﾟｼﾞｬﾑ） 

・ｼｰﾙﾄﾞ効果で唇の乾燥を防ぎ、潤い感を長時間ｷｰﾌﾟ(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ 

ｻﾞﾙｰｼﾞｭ） 

・1本に 300億個の乳酸菌｢ﾗﾌﾛｰﾗ」を配合し潤い続ける唇へ(ﾌﾛ

ｰﾌｼ LIP38℃ﾘｯﾌﾟﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・独自の美容成分｢ｴﾝﾄﾞﾐﾈﾗﾙ」配合で唇に 38℃の血色感を与え

る(ﾌﾛｰﾌｼ LIP38℃ﾘｯﾌﾟﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・ｴｱﾘｰﾀｯﾁｵｲﾙ配合で立体感と品のあるﾂﾔ感を与える(ｽｯｸ ﾌﾛｳﾚ

ｽﾘｯﾌﾟｸﾞﾛｽ） 

・ﾏｲｸﾛｺﾗｰｹﾞﾝ+美容液成分 90%以上配合で縦ｼﾞﾜをｶﾊﾞｰする(ｴｸｽ

ﾎﾞｰﾃ ｴｸｽｱｰﾃｨｽﾄｸﾞﾛｳﾙｰｼﾞｭ） 

 

・顔立ちまで魅せるﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾙｰｼﾞｭ(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾌﾚｯｼｭｾﾝﾄﾙｰｼﾞｭ） 

・肌まで美しく引き立て、凛とした表情を生み出す（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞ

ｰﾃ ﾙｰｼﾞｭｱﾚｰﾌﾞﾙ n) 

・まるで、生まれつき美しい唇だったかのように魅せる“擬似唇”

ﾒｲｸ(ｷｯｶ ﾒｽﾒﾘｯｸﾘｯﾌﾟﾗｲﾝｽﾃｨｯｸ） 

・新感覚ﾛｰﾏｯﾄな質感（ｽﾘｰ ﾘﾘｶﾙﾘｯﾌﾟﾌﾞﾙｰﾑ） 

・上質なｶｼﾐｱのようなﾏｯﾄ感（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭｱﾚｰﾌﾞﾙｶｼﾐｱ） 

・見た目を裏切らない濃密な発色と柔らかなﾏｯﾄ感（ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ｳﾞ

ｪﾛｱｴｸｽﾄﾘｰﾑﾏｯﾄﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・ｴﾅﾒﾙ級の発色つづく(ﾚﾌﾞﾛﾝ ｶﾗｰｽﾃｲｵｰﾊﾞｰﾀｲﾑﾘｯﾌﾟｶﾗｰ） 

・肌の美しさを引き立てるような色設計（B.A ｶﾗｰｽﾞﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯ

ｸ） 

・表情にｽﾄｰﾘｰを生み出す彩色が魅力のﾘｯﾌﾟｼﾞｬﾑ(ｽﾘｰ ｼﾏﾘﾝｸﾞﾘｯ

ﾌﾟｼﾞｬﾑ） 

・ﾅﾁｭﾗﾙな血色感ﾘｯﾌﾟを叶えるﾃｨﾝﾄﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾏｲﾘｯ

ﾌﾟｽ） 

・唇に、自分だけの血色感(ｹｲﾄ ｶﾗｰｾﾝｻｰﾘｯﾌﾟﾃｨﾝﾄ N) 

・濃密な発色でありながら、適度にﾂﾔを抑え唇の存在感を引き出

す（RMK ｶﾗｰｸﾚﾖﾝ） 

・にごりの少ないｸﾘｱな発色と透明感を追求(ｽｯｸ ﾌﾛｳﾚｽﾘｯﾌﾟｸﾞﾛ

ｽ） 

・花びらのような発色とみずみずしさ(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾘｯﾌﾟﾌﾞﾛｯｻﾑ） 

・鮮やかな色､豊満なﾂﾔ（ｴｸｼｱ ﾌﾟﾗｲﾑﾙｰｼﾞｭ） 

・磨き抜かれたﾂﾔ、奥深い発色(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾘｸｲｯﾄﾞﾙｰｼﾞｭﾋﾞｼﾞｭｰ） 

・花々をｲﾒｰｼﾞした発色で、肌の色まで美しく魅せる艶ﾙｰｼﾞｭ(ﾄﾜ

ﾆｰ ﾗﾗﾌﾞｰｹﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｯｼｰ） 

・ｼﾜやくすみを感じさせないﾌﾟﾙﾝとした唇に仕立てる（ｽﾘｰ ｼﾏ

ﾘﾝｸﾞﾘｯﾌﾟｼﾞｬﾑ） 
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ヘアケア 
 

 

 コミュニケーションワード ヘアケアコスメのケア機能 ヘアケアコスメのメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・洗うたびに「浄化」する(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ﾋﾟｭｱﾘﾌｧｲﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・すっきり、爽快(ｱｳﾞｪﾀﾞ ﾛｰｽﾞﾏﾘｰﾐﾝﾄｼｬﾝﾌﾟｰ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・未来の髪へ、美しさをつなぐ（ｽﾘｰ ｵｰﾀﾞﾚﾝｼﾞｼﾘｰｽﾞ） 

・ﾍｱｹｱが変わる。それは、新たなｽｷﾝｹｱ(ｼｽﾚｰ ﾍｱﾘﾁｭｱﾙ） 

・ﾍｱｹｱを変えて見た目印象を若々しく！(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ｽｶﾙﾌﾟﾌｫｰｶｽｼｬ

ﾝﾌﾟｰ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・美しさの秘密は肌の色に合った髪色にある(ﾘｸｲｰﾙ ﾍｱｶﾗｰ） 

・潤い補給で頭皮環境を整える！(ﾗ・ｶｽﾀ ｱﾛﾏｴｽﾃｽｷｬﾙﾌﾟﾘﾍﾟｱｴｯｾ

ﾝｽ） 

・だから、毛先まで指通りなめらか(ｺｰｾｰ ﾘｳﾞｧｰｼｱ） 

・ﾄﾞﾗｲｼｬﾝﾌﾟｰ誕生。いつでも洗いたてのさらふわ髪へ(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ 

ﾄﾞﾗｲｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・ﾊｰﾊﾞﾙﾋﾞﾈｶﾞｰのﾐｽﾄで髪、陽射しから守ってひんやり香る(ﾛｸｼﾀﾝ 

ﾌｧｲﾌﾞﾊｰﾌﾞｽﾋﾟｭｱﾌﾚｯｼｭﾈｽｻﾏｰﾐｽﾄ） 

・髪にとっての悪影響を取り除き、内側から健康的な髪を目指

す(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ﾋﾟｭｱﾘﾌｧｲﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・肌へ、髪へ、年齢に応じたｹｱを、皮膚科学から生まれた頭皮

ｽｷﾝｹｱをﾌﾟﾗｽする(ﾘｸｲｰﾙ ｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・植物成分が頭皮と髪をすっきり洗い上げる(ｱｳﾞｪﾀﾞ ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ

ﾐﾝﾄｼｬﾝﾌﾟｰ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・ｵﾒｶﾞ 3 を含むﾁｱｼｰﾄﾞｵｲﾙが髪に栄養を与える(ｵｰﾌﾞﾘｰ ﾁｱｽﾀｲﾘ

ﾝｸﾞｼﾘｰｽﾞ） 

・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾐﾈﾗﾙで本来のﾂﾔ髪へ導く(ｽｶﾙﾌﾟ D ﾅﾁｭﾗｽﾀｰｽｶﾙﾌﾟｼｬﾝ

ﾌﾟｰ） 

・髪を保湿しながらｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞする(ｱｳﾞｪﾀﾞ ｽﾑｰｽﾞｲﾝﾋｭｰｼﾞｮﾝ

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・湿気から守ってしっとりまとまりやすい髪にする(ｱｳﾞｪﾀﾞ ｽ

ﾑｰｽﾞｲﾝﾋｭｰｼﾞｮﾝｽﾑｰｼﾞﾝｸﾞﾏｽｸ） 

・潤ってふわｻﾗ､ﾅﾁｭﾗﾙなﾂﾔ感を与える（ﾀﾞｲｱﾝﾎﾞﾇｰﾙ ｵﾚﾝｼﾞﾌﾗﾜ

ｰ） 

・柔らかな洗い心地で、地肌へ潤いを与える(ﾗｯｸｽ ﾎﾞﾀﾆｶﾙﾊﾞﾗ

ﾝｽﾋﾟｭｱｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・乾燥しがちな頭皮に潤いを補給し、美しく豊かな髪を保つ(ﾗ・

ｶｽﾀ ｱﾛﾏｴｽﾃｽｷｬﾙﾌﾟﾘﾍﾟｱｴｯｾﾝｽ） 

・硬くなった頭皮をﾏｯｻｰｼﾞで血行を促進して柔軟にする(ｽﾃｨｰ

ﾌﾞﾝﾉﾙ ｽｶﾙﾌﾟｿﾌﾆﾝｸﾞﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・濃密泡で髪同士の摩擦を防ぐ(ｽｶﾙﾌﾟ D ﾅﾁｭﾗｽﾀｰｽｶﾙﾌﾟｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・傷んだﾀﾞﾒｰｼﾞﾍｱをﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟｵｲﾙ､ｽｲｰﾄｱｰﾓﾝﾄﾞｵｲﾙがしっとり保

湿する(ｵｰﾌﾞﾘｰ ﾛｰｻﾞﾓｽｸｴｰﾀｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・傷んでごわついた髪を瞬時に和らげ潤ってしなやかな髪に(ｺ

ｰｾｰ ﾘｳﾞｧｰｼｱｿﾌﾆﾝｸﾞﾐﾙｸ） 

・髪を補修しながら頭皮の皮脂もすっきり洗い上げる(ｺｰｾｰ ﾘ

ｳﾞｧｰｼｱﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・ｾﾗﾐﾄﾞを配合、髪の内部に浸透し内側から補修、切れ毛や枝毛

を抑える(ﾛﾚｱﾙ ｴｸｽﾄﾗｵｰﾃﾞｨﾅﾘｰｵｲﾙﾀﾞﾌﾞﾙﾍｱﾊﾟｯｸ） 

・髪に必要なﾐﾈﾗﾙが傷んだ髪の内部に入り込み、からみにくい

髪に導く(ｺｰｾｰ ﾘｳﾞｧｰｼｱﾃﾞｨｰﾌﾟﾘﾍﾟｱﾏｽｸ） 

・ﾄﾞﾗｲﾔｰの熱や乾燥から髪を守りながら、もつれ、からまりを

防ぎ指通りの滑らかな髪へ導く(ｵｰﾌﾞﾘｰ ﾁｱﾃﾞｨﾀﾝｸﾞﾗｰ） 

・ｳﾈﾘ､ﾊﾈ、広がりの原因となるﾀﾞﾒｰｼﾞを補修し、ｽﾀｲﾘﾝｸﾞしやす

い髪に導く(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄﾍｱｾﾗﾑ） 

・ﾀﾞﾒｰｼﾞをいたわってﾅﾁｭﾗﾙにまとまる髪へ（ﾀﾞｲｱﾝﾎﾞﾇｰﾙ ｸﾞﾗ

ｰｽﾛｰｽﾞ） 

・髪の悩みに合わせてﾊﾟｰﾌｪｸﾄな仕上がりへ(ｱｳﾞｪﾀﾞ ｽﾑｰｽﾞｲﾝﾋｭ

ｰｼﾞｮﾝ） 

・気になる髪の根元を手軽に素早くｶﾊﾞｰでき自然に仕上がる(ﾘｸ

ｲｰﾙ ﾍｱｺﾝｼｰﾗｰ） 

・植物由来ｾﾙﾛｰｽが髪表面を滑らかに整え、一日中美しい髪をｷｰ

ﾌﾟする(ｱｳﾞｪﾀﾞ ｽﾑｰｽﾞｲﾝﾋｭｰｼﾞｮﾝ） 

・ﾂﾔのある髪を保つ(ﾗ・ｶｽﾀ ｱﾛﾏｴｽﾃｽｷｬﾙﾌﾟﾘﾍﾟｱｴｯｾﾝｽ） 

・しなやかなｺｼとﾂﾔを宿して美しいﾎﾞﾘｭｰﾑ感をあたえる（ｽﾘｰ ｽ

ｷｬﾙﾌﾟ&ﾍｱﾘｲﾝﾌｫｰｼﾝｸﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・光が反射するようなﾂﾔとｻﾗｻﾗの美しい髪へ導く（ﾀﾞｲｱﾝﾎﾞﾇｰﾙ 

ｵﾚﾝｼﾞﾌﾗﾜｰ） 

・べたつかず、さらりと毛先まで輝く髪へ(ﾗｯｸｽ ﾎﾞﾀﾆｶﾙｼｬﾝﾌﾟｰ

&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・髪の色とﾂﾔをきわだたせ拡がることなく美しくまとまる（ｽﾘｰ 

s ｷｬﾙﾌﾟ&ﾍｱｵｰﾀﾞﾚﾝｼﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・なめらかでまとまりのある髪に(ｱｳﾞｪﾀﾞ ｽﾑｰｽﾞｲﾝﾋｭｰｼﾞｮﾝ） 

・こくのある濃厚ｸﾘｰﾑがしっとりまとまった髪へ導く(ﾘｸｲｰﾙ 

ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 3） 

・広がらず、まとまりのよいしっとり髪に仕上げる(ｺｰｾｰ ﾘｳﾞｧ

ｰｼｱﾓｲｽﾄｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・ﾊﾘとｺｼを与えふんわり軽やかな髪へと導く(ﾘｸｲｰﾙ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾄ

ﾘｰﾄﾒﾝﾄ 1） 

・手軽に再ｾｯﾄ、ふんわり、軽やかなﾎﾞﾘｭｰﾑ髪へ（ﾘｸｲｰﾙ ﾎﾞﾘｭｰ

ﾏｲｻﾞｰ） 

・ｽﾌﾟﾚｰするだけで植物由来のﾊﾟｳﾀﾞｰが余分な皮脂を吸着しふん

わりとしたｽﾀｲﾙに仕上げる(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ﾄﾞﾗｲｼｬﾝﾌﾟｰ） 
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ヘアケア 
 

 

 コミュニケーションワード ヘアケアコスメのケア機能 ヘアケアコスメのメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

 ・成分を内包したｶﾌﾟｾﾙが髪の深部まで浸透し､ﾀﾞﾒｰｼﾞを補修す

る(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ﾃﾞｲﾘｰﾘﾆｭｰﾏｽｸ） 

・はがれかけたｷｭｰﾃｨｸﾙを瞬時に補強しﾊﾟｻつきを抑える(ｺｰｾｰ 

ﾘｳﾞｧｰｼｱｸﾞﾛｳｼｬｲﾝｵｲﾙ） 

・太く長く美しい髪を育む育毛美容液（ﾘｸｲｰﾙ 薬用育毛美容

液） 

 

 

 

 

その他 

 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 コスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

<ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ> 

・心に､ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽ晴れ(ﾛｸｼﾀﾝ ﾐﾝﾄｳﾞｧｰﾍﾞﾅｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ） 

・香を聞き、涼を呼ぶ(ｽｯｸ ｾﾝﾃｨｯﾄﾞﾊｲﾄﾞﾚｲﾃｨﾝｸﾞﾐｽﾄ＆ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰ

ﾑ） 

・爽やかなﾍﾟｯﾊﾟｰﾐﾝﾄの香りで速攻ﾘﾌﾚｯｼｭ(ｱｳﾞｪﾀﾞ ｸｰﾘﾝｸﾞﾊﾞﾗﾝｼ

ﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾟｳﾀﾞｰに天然ｱﾛﾏｵｲﾙ、という贅沢(ｶﾈﾎﾞｳﾐﾗﾉｺﾚｸｼｮﾝ ﾎﾞ

ﾃﾞｨﾌﾚｯｼｭﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・はじける炭酸泡ｾﾗﾑ、夏のﾎﾞﾃﾞｨ、なめらかｷｭｯ(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾄﾞｩ

ﾗｳﾞｨｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾎﾞﾃﾞｨｼﾞｪﾙ） 

・みずみずしく軽やかに UV ｶｯﾄ（ｲｸﾞﾆｽ ﾌｪｲｽ&ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾟﾗｿﾙ UV) 

<ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ> 

・ｼﾄﾗｽが恋のﾊｰﾌﾞ､ｳﾞｧｰﾍﾞﾅに出会って、今(ﾛｸｼﾀﾝ ｼﾄﾗｽｳﾞｧｰﾍﾞﾅ

ｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ） 

<小物> 

・超音波ﾌﾞｰｽﾀｰ、5 分間、今すぐ輝き肌体験(ﾗﾝｺﾑｼﾞｪﾈﾌｨｯｸ 超

音波ﾌﾞｰｽﾀｰ） 

・すべての肌に、均一な美しさを(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾌﾞﾗｼ） 

<ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ> 

・ﾃﾞｲﾘｰﾕｰｽでうっかり日焼けを防ぐ(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽｰﾊﾟｰ UV ｶｯﾄﾌｧｲﾝｺ

ﾝﾌｫｰﾄﾎﾞﾃﾞｨ） 

・ｳﾞｧｰﾍﾞﾅｴｷｽの潤いが柔らかくなめらかな肌に整える(ﾛｸｼﾀﾝ ﾐ

ﾝﾄｳﾞｧｰﾍﾞﾅｿﾙﾍﾞﾎﾞﾃﾞｨｼﾞｪﾙ） 

・肌の潤いの根源、ﾗﾒﾗを壊さずに洗えるﾎﾞﾃﾞｨｳｫｯｼｭ(ｸﾗｼｴ ﾗﾒﾗ

ﾝｽ） 

<ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ> 

・天然ｱﾛﾏｵｲﾙの高級感のある香りでﾎﾞﾃﾞｨを包み込む(ｶﾈﾎﾞｳﾐﾗﾉｺ

ﾚｸｼｮﾝ ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾚｯｼｭﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・心を解放するような快い香り(ｳﾞｪﾚﾀﾞ ｱﾙﾆｶﾊﾞｽﾐﾙｸ） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

（つづき） 
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スキンケア(洗う・落とす) 

 

 成分・剤型 機能・効果 
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コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・ｺｸのあるｵｲﾙで、なめらかな明るい素肌へ（ｶﾈﾎﾞｳ ﾒﾛｳﾘｯﾁｵｲﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ） 

・ﾎﾞﾀﾆｶﾙｵｲﾙがﾒｲｸと汚れを素早く落とし、ﾊﾘのあるしなやかな肌に導く（ｼﾞｭﾘｰｸ ﾌｧｰﾐﾝｸﾞｸﾚﾝｼﾞ

ﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・なめらかなｵｲﾙが肌本来のﾊﾞﾗﾝｽを保ちながらしっかりとﾒｰｸｵﾌ(ｼｬﾈﾙ ﾕｲﾙﾃﾞﾏｷﾔﾝﾄ） 

・ｱﾎﾞｶﾄﾞｵｲﾙ配合で素早く落としてすっきりさせる（ｲｸﾞﾆｽ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・肌のにごり要因をｸﾘｱするｵｲﾙﾀｲﾌﾟのﾒｲｸ落とし(ｴﾘｸｼｰﾙ ﾒｰｸｸﾘｱｵｲﾙ） 

・ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟｵｲﾙなどのﾅﾁｭﾗﾙ成分配合のｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ（ﾄﾘﾛｼﾞｰ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ）・ﾐﾙｸがなめらかなｵｲ

ﾙに変化して汚れを落としながら潤いで肌を満たす（ｼｬﾈﾙ ﾚﾃﾞﾏｷｬﾝﾄﾞｩｽｰﾙ） 

・ﾐﾙｸがなめらかなｵｲﾙに変化して汚れを落としながら潤いで肌を満たす（ｼｬﾈﾙ ﾚﾃﾞﾏｷｬﾝﾄﾞｩｽｰﾙ）・

ﾐﾙｸで洗い、汚れ落ちはすっきり、洗い上がりはしっとり(ｴﾑﾃﾞｨ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸ） 

・ﾎｲｯﾌﾟ洗顔のｷﾒ細やかな泡立ちで、くすみのないなめらか肌へ導く（ｼﾞｭﾘｰｸ ﾗﾃﾞｨｱﾝﾄｸﾞﾛｳﾌｫｰﾐ

ﾝｸﾞｸﾚﾝｻﾞｰ） 

・濃密な泡でくすみの原因となる汚れや古い角質をｵﾌする(ｶﾈﾎﾞｳ ﾘﾌﾚｯｼﾝｸﾞｸﾘｰﾐｨｳｫｯｼｭ） 

・濃密な泡で、肌表面の汚れを穏やかに落とし、透明感のある肌に導く（ｼｬﾈﾙ ﾑｰｽﾈﾄﾜｲﾔﾝﾄ） 

・ふかふかの濃密泡が汚れを吸着し、透明感のある素肌へと導く(ﾄｰﾝ ﾓｲｽﾁｬｰｳｫｯｼｭﾍﾟｰｽﾄ） 

・ｼﾙｷｰな濃密泡で贅沢に洗う(ｴﾘｸｼｰﾙ ｴﾝﾘｯﾁﾄﾞﾌｫｰﾐﾝｸﾞﾐﾙｸ） 

・炭酸泡でくすみを落とす(ﾗﾌﾗ ﾏｼｭﾏﾛｵﾚﾝｼﾞ） 

・ｸﾘｰﾐｨでｷﾒ細やかな泡が古い角質や詰まりがちな皮脂汚れを優しく落とす(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾓｲｽﾁｬｰﾌｫｰ

ﾑ） 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰがﾒﾚﾝｹﾞのように細やかに泡立ちすっきり落としてクリアな肌に導くﾌｨﾙﾅﾁｭﾗﾝﾄ ﾊﾟｳﾀﾞｰ

ﾌｫｰﾑ） 

・天然ｸﾚｲが不要な汚れを取り除きｷﾒ細やかな泡でやさしく洗い上げる(ｽﾁｰﾑｸﾘｰﾑ ｿｰﾌﾟ） 

・やわらかなｸﾘｰﾑで、やわらかな明るい素肌へ導く(ｶﾈﾎﾞｳ ｿﾌﾆﾝｸﾞｸﾘｰﾑｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ） 

・包み込んで落とす､ｸﾘｰﾑﾀｲﾌﾟのﾒｲｸ落とし(ｴﾘｸｼｰﾙ ﾒｰｸｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ N) 

・乳液のようなｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞがﾒｲｸになじみ肌に負担をかけずにﾒｲｸを落とす（ﾑｸﾅ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸ） 

・ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞと洗顔を 1本にしたｼﾞｪﾙﾀｲﾌﾟ（ﾄﾞｸﾀｰ津田ｺｽﾒﾗﾎﾞ T'ｓｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｳｫｯｼｭｼﾞｪﾙ） 

・ｼﾞｪﾙ洗顔で肌ﾊﾞﾗﾝｽを整える（ｼﾞｭﾘｰｸ ﾘﾆｭｰﾊﾞﾗﾝｽﾌｫｰﾐﾝｸﾞｼﾞｪﾙ） 

・潤いを抱えたｼﾞｪﾙでﾒｲｸや古い角質をやさしく落とす(ｺｰｾｰ ｶﾙﾃｸﾘﾆﾃｨｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙ） 

・まつ毛ｴｸｽﾃ対応でｼﾞｪﾙ状のｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞがﾒｲｸや汚れにしっかり吸着して落とす(ﾑｸﾅ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪ

ﾙ） 

・米ぬかの美肌成分配合で泡立てずなめらかなｸﾘｰﾑで洗う(ｲｸﾞﾆｽ ﾌﾞﾗﾝｳｫｯｼｭｸﾘｰﾑ）・黒酵母洗顔

で透明感、ﾊﾘﾂﾔを与える(ｴﾑﾃﾞｨ ﾄﾞｸﾀｰｲｼｲｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・ﾊﾞｰﾑｵﾚﾝｼﾞ美容液成分で洗う、ｱﾛﾏ温感ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ（ﾗﾌﾗ ﾊﾞｰﾑｵﾚﾝｼﾞ） 

・ﾏｼｭﾏﾛｰｴｷｽが肌を保水し、潤す(ｼﾞｭﾘｰｸ ﾘﾌﾟﾚﾆｯｼﾝｸﾞﾓｲｽﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ） 

・乳液に使われる乳化剤を汚れ落とし成分とし、肌を傷めず汚れだけ落とす(ﾄﾞｸﾀｰ津田ｺｽﾒﾗﾎﾞ 

T'ｓｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｳｫｯｼｭｼﾞｪﾙ・ﾒｲｸをやさしく浮かせて落とす(ﾘｻｰｼﾞ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ） 

・肌の汚れや軽いﾒｲｸを簡単ｵﾌする（ｶﾈﾎﾞｳ ｸﾘｱｸﾚﾇｼﾞﾝｸﾞﾄﾅｰ） 

・乳液のようなｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞがﾒｲｸになじみ肌に負担をかけずにﾒｲｸを落とす（ﾑｸﾅ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸ）・乾

燥などの肌ﾄﾗﾌﾞﾙを未然に防ぐ(資生堂 ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾌｫｰﾑ） 

・ﾒｲｸをやさしく浮かせて落とす(ﾘｻｰｼﾞ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ） 

・肌の汚れや軽いﾒｲｸを簡単ｵﾌする（ｶﾈﾎﾞｳ ｸﾘｱｸﾚﾇｼﾞﾝｸﾞﾄﾅｰ） 

・乳液のようなｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞがﾒｲｸになじみ肌に負担をかけずにﾒｲｸを落とす（ﾑｸﾅ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸ）・

乾燥などの肌ﾄﾗﾌﾞﾙを未然に防ぐ(資生堂 ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾌｫｰﾑ） 

・落ちにくいﾒｰｸｱｯﾌﾟも W洗顔不要でしっかり落とすｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ（ｼｬﾈﾙ ﾕｲﾙﾃﾞﾏｷﾔﾝﾄ） 

 

・軽やかな伸び感で汚れを絡めとり,もっちり潤い肌に仕上げる(ﾄｰﾝ ﾓｲｽﾁｬｰｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸ） 

・くすみを脱ぎ捨てるように豊潤な洗い上がり(ｲﾄﾘﾑ ﾌｪｲｽｿｰﾌﾟ） 

・ﾒｲｸも毛穴の奥の汚れもしっかりｵﾌして透明感のあるなめらかな肌へ導く（ﾌｨﾙﾅﾁｭﾗﾝﾄ ﾃﾞｨｰ

ﾌﾟｵｲﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙ） 

 
 

スキンケア(洗う・落とす) 

 

 成分・剤型 機能・効果 

２０１８/秋冬 ② （つづき） 
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コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・落ちにくいﾒｰｸｱｯﾌﾟも W洗顔不要でしっかり落とすｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ（ｼｬﾈﾙ ﾕｲﾙﾃﾞﾏｷﾔﾝﾄ） 

・軽やかな伸び感で汚れを絡めとり,もっちり潤い肌に仕上げる(ﾄｰﾝ ﾓｲｽﾁｬｰｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸ） 

・くすみを脱ぎ捨てるように豊潤な洗い上がり(ｲﾄﾘﾑ ﾌｪｲｽｿｰﾌﾟ） 

・ﾒｲｸも毛穴の奥の汚れもしっかりｵﾌして透明感のあるなめらかな肌へ導く（ﾌｨﾙﾅﾁｭﾗﾝﾄ ﾃﾞｨｰﾌﾟ

ｵｲﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙ）） 

・肌のｺﾚｽﾃﾛｰﾙを守る洗浄成分配合でやさしく洗い上げる(ｺｰｾｰ ｶﾙﾃｸﾘﾆﾃｨﾓｲｽﾄｳｫｯｼｭ） 

・生姜ｴｷｽがﾎﾟｶﾎﾟｶじんわりする泡立たない洗顔料(ｲｸﾞﾆｽ ﾎｯﾄｸﾚﾝｽﾞ） 

<ｱｲｹｱ> 

・潤いを与えながら洗浄し、まつ毛環境を改善する(ﾛｰﾄ ｱｲｽｷﾝｹｱｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・満ちる潤いで目元にﾊﾘをもたらす(ｴﾘｸｼｰﾙ ｴﾝﾘｯﾁﾄﾞｱｲｸﾘｰﾑ CB) 
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・濃密保湿で潤いが続く(ｳﾞｪﾚﾀﾞ ﾜｲﾙﾄﾞﾛｰｽﾞﾓｲｽﾁｬｰﾛｰｼｮﾝ&ﾐﾙｸ） 

・美容液が心地よく浸透し､ﾘｯﾁな保湿感で肌を満たす DHC ｽｰﾊﾟ

ｰｺﾗｰｹﾞﾝｽﾌﾟﾘｰﾑ） 

・豊かなとろみで、しっとりを超えたぬめ肌へ導く(ｷｯｶ ﾋﾞｭｰﾃ

ｨｸﾞﾛｳﾓｲｽﾁｬｰｴｯｾﾝｽ） 

・乾燥などのﾀﾞﾒｰｼﾞから肌を守る(資生堂 ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｿﾌﾅｰ） 

・紫外線、乾燥などのﾀﾞﾒｰｼﾞを受けた肌を、明るく整える(ﾋｶﾘﾐﾗ

ｲ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾅｲﾄｴﾏﾙｼｮﾝ） 

・乾燥、肌荒れを防いで、ﾊﾘ艶あふれる肌に導く(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQ

ﾎﾞﾀﾆｶﾙﾋﾟｭｱｵｲﾙ） 

・乾燥しくすみがちな肌に潤いとﾊﾘを与える(ｼﾞｮﾝﾏｽﾀｰｵｰｶﾞﾆｯｸ 

POM ﾌｪｲｼｬﾙｵｲﾙ N) 

・ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ美容で潤い浸透力をｻﾎﾟｰﾄする（ﾌｨﾙﾅﾁｭﾗﾝﾄ ｸﾘｱｿﾘｭｰｼ

ｮﾝｎ）・潤いｸｯｼｮﾝで乾燥などの刺激から守る(ｺｰｾｰ ｶﾙﾃｸﾘﾆﾃｨ

ｽﾀﾋﾞﾗｲｽﾞｴｯｾﾝｽ） 

・ゆらぐ肌のﾊﾞﾘｱ機能をｻﾎﾟｰﾄし、肌本来の潤いを保つ(ﾑｸﾅ ﾓｲ

ｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ） 

・潤いと輝きに満ちた肌へ整える(資生堂 ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｿﾌﾅｰ） 

・潤い、なめらかなﾓﾁ肌へ導く(ｷｰﾙｽﾞ ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾎﾞﾀﾆｶﾙｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ） 

・肌にするっと伸び、潤いを閉じ込める(ﾄｰﾝ ﾓｲｽﾁｬｰﾐﾙｸ） 

・潤いのﾍﾞｰﾙで美容成分を閉じ込め、ﾊﾘ、輝きを持続する(ｱｽﾀﾘﾌ

ﾄ ｸﾘｰﾑ&ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・肌を起動し、なめらかに整え潤す(ﾛｸｼﾀﾝ ｲﾓｰﾃﾙｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄﾘｾｯﾄ

ｾﾗﾑ） 

・肌が生み出す汗の保水効果をﾋﾝﾄに作った濃厚なｴｯｾﾝｽで強固

な水ﾊﾞﾘｱをもたらす(ｷｯｶ ﾋﾞｭｰﾃｨｸﾞﾛｳﾓｲｽﾁｬｰｴｯｾﾝｽ） 

・肌年齢のﾍﾞｸﾄﾙを変え、年齢を重ねた分だけ美しさが輝く新し

いｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ（DHC ｸｲｰﾝｵﾌﾞｾﾗﾑ） 

・肌の美しさのﾒｶﾆｽﾞﾑにｱﾌﾟﾛｰﾁし、肌をいきいきと輝かせる(ｼｬ

ﾈﾙ ﾌﾞﾙｰｾﾗﾑ） 

・ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞﾌｫｰｽ設計でｴｲｼﾞﾝｸﾞ世代の肌をｻﾎﾟｰﾄする(ﾐｷﾓﾄ ﾗﾌｪﾘｰ

ﾅ） 

・ｲﾐｭｰﾝｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝﾃｸﾉﾛｼﾞｰがあふれるようなﾊﾘと弾力感へ導く(ｱ

ﾙﾃｨﾐｭｰﾝ ﾊﾟﾜﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ N) 

・肌のﾊﾘと弾力の再構築を特徴とする(ｱﾍﾞﾝﾇ ﾐﾙｷｰｼﾞｪﾙｴﾝﾘｯﾁ） 

・美容皮膚科学からの着想でﾋﾞﾀﾐﾝ C で集中ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱする（ｸﾘﾆ

ｰｸ ﾌﾚｯｼｭﾌﾟﾚｽﾄ C10 ﾃﾞｲﾘｰﾌﾞｰｽﾀｰ） 

・還元ｲｵﾝ水がﾍﾞｰｽの保湿化粧水(ﾄｰﾝ ﾓｲｽﾁｬｰﾛｰｼｮﾝ） 

・ｾﾗﾐﾄﾞ様高機能成分を配合し肌に潤いを与える（ﾐｷﾓﾄ ｴﾙﾁｪ） 

・高分子多糖複合体配合がｷﾒを健やかに整える(ﾄﾞｸﾀｰ津田ｺｽﾒﾗ

ﾎﾞ ﾌｨﾙﾑｱｯﾌﾟﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・ﾂﾔのある健やかな肌に導くﾌﾟﾚｺﾗｰｹﾞﾝを配合（ﾄﾞｸﾀｰ津田ｺｽﾒﾗﾎﾞ 

ﾌｨﾙﾑｱｯﾌﾟﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・高濃度高浸透ﾋﾞﾀﾐﾝ C 誘導体配合で毛穴をｹｱする(ﾄﾞｸﾀｰ津田ｺｽ

ﾒﾗﾎﾞ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ C ｴｯｾﾝｽ） 

・3種のﾀﾞﾒｰｼﾞｹｱ成分を配合し肌環境を整える(ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ ｱｸｱ

ｲﾝﾀﾞｰﾑ導入ｴｯｾﾝｽ EX) 

・ﾏｯｻｰｼﾞ効果を高めるﾋﾞﾀﾐﾝ A ﾊﾟﾙﾐﾃｰﾄ配合（ﾋﾉｷ ﾏｯｻｰｼﾞ乳液ﾌﾙ

ｲｯﾄﾞｺｰﾙﾄﾞ） 

・ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸が炎症性物質をﾌﾞﾛｯｸしたるみ、しみ、ｼﾜを防ぐ（第

一三共ﾍﾙｽｹｱ） 

・弾力ｽﾄﾚｯﾁｵｲﾙ配合でﾊﾘを与える(ｶﾈﾎﾞｳﾃﾞｭｳ ﾓｲｽﾄﾘﾌﾄｴｯｾﾝｽ） 

・高保湿成分､人工ｺﾗｰｹﾞﾝが水分を抱え込み、肌を潤す(ｻﾝｽﾀｰ 

ｳﾞｧｲﾄﾛｼﾞｰｽﾍﾟｼｬﾙｲﾝｸﾘｰﾑ） 

・植物由来成分のﾊﾞﾘｱｱｯﾌﾟ複合体が肌に潤いとﾂﾔを与える（ﾄﾞｸ

ﾀｰ津田ｺｽﾒﾗﾎﾞ ｽｷﾝﾊﾞﾘｱｸﾘｰﾑ） 

・気温・湿度の低い環境下の肌に着目しﾏﾝｺﾞｰﾊﾞﾀｰ配合で肌を和

らげる(ｶﾈﾎﾞｳ AW ﾏｯｻｰｼﾞｸﾘｰﾑ） 

・ｵｰｶﾞﾆｯｸｻﾞｸﾛｵｲﾙが乾燥した肌に潤いとﾊﾘを与える(ｼﾞｮﾝﾏｽﾀｰｵｰ

ｶﾞﾆｯｸ POM ﾌｪｲｼｬﾙｵｲﾙ N） 
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・二層ﾊﾞﾘｱで、内側は潤い、外側は艶めく(ｷｯｶ ﾋﾞｭｰﾃｨｸﾞﾛｳｵｲﾙ

&ｴｯｾﾝｽ） 

・角層をきれいに整え、見るからに潤ってしなやかな肌に導く（ｴ

ｸｻｰｼﾞｭ ﾓｲｽﾄｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾐﾙｸ） 

・たっぷりのｾﾗﾐﾄﾞで角層まで潤いで満たし、肌表面のｷﾒを整え

る(ｱｽﾀﾘﾌﾄｼﾞｪﾘｰｱｸｱﾘｽﾀ） 

・角層のすみずみまで浸透し、濃密でﾘｯﾁな潤いをもたらす(ｴﾘｸ

ｼｰﾙ ｴﾝﾘｯﾁﾄﾞﾛｰｼｮﾝ CB) 

・角層を潤いで満たすことでふっくらした透明感のある肌に仕

上げる(ﾋｶﾘﾐﾗｲ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ） 

・角層最深部に浸透し、潤いﾊﾘをもたらす(ｿﾌｨｰﾅ IP ﾍﾞｰｽｹｱｴｯｾ

ﾝｽ） 

・角層にすばやく浸透し、ﾊﾘのある肌へ導く(ｽﾁｰﾑｸﾘｰﾑ ﾄﾅｰ）・

角層深くまで浸透しみずみずしく潤う(ｶﾈﾎﾞｳ ﾌﾛｽﾃｨｼﾞｭﾚﾛｰｼｮ

ﾝ） 

・なめらかに肌を包み、ふっくらとしたﾊﾘ感を育む(ｴﾘｸｼｰﾙ ｴﾝ

ﾘｯｯﾁﾄﾞｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・立体的なﾊﾘ肌を呼び覚ます(ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ ｴﾝﾘｯﾁﾘﾌﾄ 3D ｾﾗﾑ） 

・つけた瞬間からﾊﾘ感が高まり、ﾂﾔ感が留まる（ﾌｨﾙﾅﾁｭﾗﾝﾄ 

IC.UW ｾﾗﾑ） 

・ｺﾗｰｹﾞﾝを顔全体に張り巡らせ揺るぎないﾊﾘをもたらす(ｱｽﾀﾘﾌﾄ 

ｴｯｾﾝｽﾃﾞｽﾃｨﾆｰ） 

・弾力のある膜で顔全体を包み上げ、ﾊﾘを感じる肌に仕上げる

(ﾃﾞｭｳ ﾓｲｽﾄﾘﾌﾄｴｯｾﾝｽ） 

・満ちるﾊﾘで表情まで支える美容濃密ｸﾘｰﾑ(ｴﾘｸｼｰﾙｼｭﾍﾟﾘｴﾙ ｴﾝﾘ

ｯﾁﾄﾞｸﾘｰﾑ） 

・乾燥で年齢ｻｲﾝが現れやすい肌をﾊﾘふっくら美肌に導く（ｄﾌﾟ

ﾛｸﾞﾗﾑ ﾊﾞｲﾀﾙｱｸﾄﾛｰｼｮﾝ） 

・肌荒れを防いで弾むようなﾊﾘを感じさせる肌に整える薬用ｴｲ

ｼﾞﾝｸﾞｹｱｸﾘｰﾑ(ﾘｻｰｼﾞ ﾄｰﾀﾙｴﾅｼﾞｰｸﾘｰﾑ） 

・肌を引き締め、しなやかな弾力を与えるｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱｸﾘｰﾑ（ﾛｸｼﾀ

ﾝ ﾃﾞｨｳﾞｧｲﾝﾊｰﾓﾆｰｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄｸﾘｰﾑ） 

・真冬の乾燥で加速しがちなｴｲｼﾞﾝｸﾞ対策に(ﾐｷﾓﾄ ﾑｰﾝﾊﾟｰﾙ） 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱする美白乳液(ｱﾝﾌｨﾈｽﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾊﾟﾝﾌﾟﾐﾙｸ） 

・美白に､ﾊﾘに頼もしいｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱする美白乳液(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｱﾝﾌｨﾈｽ

ﾎﾜｲﾄﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾊﾟﾝﾌﾟﾐﾙｸ） 

・潤いの効果で肌の生まれ変わりをサポートする美白乳液(ﾊｸ 

ﾒﾗﾉﾃﾞｨﾌｪﾝｽﾊﾟﾜﾗｲｻﾞｰ） 

・凛と冴えわたるﾊﾘ肌への薬用美白化粧水&ﾐﾙｸ（ｲｸﾞﾆｽ ｺﾝｾﾝﾄﾚ

ｰﾄｸﾞﾛﾘｱｽﾐﾙｸ＆ｳｫｰﾀｰ） 

 ・海の恵み､ｼﾞｬﾆｱﾙﾍﾞﾝで若々しい顔立ちへ導く(ﾛｸｼﾀﾝ ﾃﾞｨｳﾞｧｲ

ﾝﾊｰﾓﾆｰｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄｸﾘｰﾑ） 

・ﾖﾓｷﾞｴｷｽ配合ではだをすこやかに整える(ｲｸﾞﾆｽ ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾈｲﾁｬｰﾐ

ﾙｸ&ｳｫｰﾀｰ） 

・ﾍﾙｼｰ素材由来の多彩な美容成分を配合(ｴｸｻｰｼﾞｭ ﾊﾞｲﾀﾙﾌｫｰｶｽ

N) 

・かつてない浸透に挑んだ独自成分ｽｰﾊﾟｰｺﾗｰｹﾞﾝ(DHC ｽｰﾊﾟｰｺﾗｰ

ｹﾞﾝ） 

・独自成分ｴﾝﾄﾞﾐﾈﾗﾙでﾌｫｰｶｽｹｱする（ﾌﾛｳﾌｼ SAISEI ｼｰﾄﾏｽｸ） 

・独自のﾅﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰを応用し、肌への浸透を高める(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ｲﾝﾌ

ｫｰｶｽｾﾙｱｸﾃｨﾌﾞｾﾗﾑ） 

・独自成分ﾅﾉﾚｽﾍﾞﾗ EX で揺るぎないﾊﾘを与える(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ｴｯｾﾝｽ

ﾃﾞｽﾃｨﾆｰ）・ｸﾘｰﾑとｹﾞﾙが、2つの層が絡み合い、あらゆる角度か

ら肌をｹｱする（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ ｴﾝﾘｯﾁﾘﾌﾄ 3D ｾﾗﾑ） 

・ｿﾘｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ発想のｵｲﾙｼｰﾙｽｷﾝｹｱ(ｷｯｶ ﾋﾞｭｰﾃｨｸﾞﾛｳｵｲﾙ&ｴｯｾﾝ

ｽ） 

<ﾘｯﾌﾟｹｱ> 

・ﾎﾞﾀﾆｶﾙ浸透保湿の美容液（ﾁｬﾝﾄｱﾁｬｰﾑ ﾃﾞｨｰﾌﾟﾓｲｽﾄﾘｯﾌﾟﾄﾘｰﾄﾒﾝ

ﾄ） 
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・みずみずしく明るい顔印象が続く美白乳液(ｴﾘｸｼｰﾙﾎﾜｲﾄ ｸﾘｱｴ

ﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・たちまちｸﾘｱに輝く、選べる３つの美白乳液(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｻｰｼﾞｭ

ﾎﾜｲﾄﾎﾜｲﾄﾗｲｽﾞﾐﾙｸ） 

・美白美容液で顔全体すみずみまで明るくする(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾎﾜｲﾄ

ﾛｼﾞｽﾄﾌﾞﾗｲﾄｴｸｽﾌﾟﾚｽ） 

・濃くなるｼﾐを、一点集中で美白する(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾎﾜｲﾄﾛｼﾞｽﾄｽﾃｨ

ｯｸｾﾗﾑ） 

・角質を取り除き、明るくなめらかな肌に整える(ﾄﾞｸﾀｰ津田ｺｽﾒ

ﾗﾎﾞ ﾌﾞｰｽﾀｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・UV対策がなかった世代のためのｼﾐ対策美容液(ｻﾝﾄﾘｰ ｴﾌｧｰｼﾞｭ

ﾒﾗﾉﾘｾｯﾄ） 

・肌を優しく包み紫外線や乾燥などのﾀﾞﾒｰｼﾞから守る(ｺｰｾｰ ｶﾘ

ﾃｸﾘﾆﾃｨﾏｲﾙﾄﾞﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ UV) 

<ｱｲｹｱ> 

・乾燥による小じわを目立たなくしいきいきとﾊﾘのある肌へ整

える(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ｱｲｸﾘｰﾑ） 

・まつ毛のしなやかさを育む美容液(ｴｸｼｱ ﾗｯｼｭｲﾝﾊﾟｸﾄ） 

<ﾘｯﾌﾟｹｱ> 

・ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ成分をﾘｯﾁに配合し、つけた瞬間ﾎﾞﾘｭｰﾑとﾂﾔを与える(ｴ

ｸｼｱ ﾘｯﾌﾟﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・潤いがじっくり浸透してふっくら唇になる（ﾁｬﾝﾄｱﾁｬｰﾑ ﾃﾞｨｰ

ﾌﾟﾓｲｽﾄﾘｯﾌﾟﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 
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スキンケア(下地・補正) 
 

 下地の機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 
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コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・なめらかに潤って美を引き上げる(ｴｸｼｱ ｽｰﾍﾟﾘｱﾒｲｸｱｯﾌﾟﾍﾞｰｽ） 

・にじみでるﾂﾔで、潤い続くﾂﾔ仕込み美容液下地(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾓｲｽﾁｬ

ｰｸﾞﾛｳﾍﾞｰｽ UV) 

・たっぷり潤いを与えながら強い紫外線から肌を守る（ｽﾁｰﾑｸﾘｰﾑ 

UV ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ） 

・いきいきと血色感ただよう肌の色を演出する（ｶﾈﾎﾞｳ ｸﾞﾛｳﾌﾟﾗｲ

ﾏｰ） 

・澄みわたるほどの透明感で、美を引き上げる（ｴｸｼｱ ﾎﾜｲﾄﾝﾆﾝｸﾞ

ﾗﾃﾞｨｱﾝﾄｸﾞﾛｳｾﾗﾑ） 

・想像以上に透明感を与える(ｾｻﾞﾝﾇ 皮脂ﾃｶﾘ防止下地） 

・天然由来成分でﾒｲｸｵﾌした後ももっちりとした柔らかな肌になる

(ｽﾘｰ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞﾊｰﾓﾆｰﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・肌に溶け込むようにｶﾊﾞｰしながら立体感を際立たせる(ﾋｶﾘﾐﾗｲ 

ｺﾝﾄﾗｽﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・肌と同化するようになじみ、ﾑﾗなくﾜｲﾄﾞにｶﾊﾞｰする(ｴｸｼｱ ﾗｽﾃｨ

ﾝｸﾞｺﾝｼｰﾗｰ） 

・光と陰で簡単に小顔ができる(ｾｻﾞﾝﾇ ｼｪｰﾃﾞｨﾝｸﾞ＆ﾊｲﾗｲﾄｽﾃｨｯｸ） 

・目もとから放たれる輝きの明るさで顔の印象を変えるｺﾝｼｰﾗｰ（ｸ

ﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｺﾚｸﾁｭｰﾙｴｸﾗﾌﾟｰﾙﾚｼﾞｭｰ） 

・瞬時に光を感じるほどの明るさで、翳りを飛ばす(ｴｸｼｱ ﾗﾃﾞｨｱﾝ

ﾄｸﾞﾛｳﾒｲｸｱｯﾌﾟｾﾗﾑ） 

・影もくすみも冴え冴えと塗り替える(ｴｸｼｱ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｺﾝｼｰﾗｰ） 

・ｸﾏ、くすみ、ﾆｷﾋﾞあとまで自然に隠す(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞ&ｶﾊﾞ

ｰﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝｺﾝｼｰﾗｰ） 

・ｷﾒ、毛穴など気になる肌の凹凸をﾌﾗｯﾄに整え、なめらかな肌に仕

上げる（ｶﾈﾎﾞｳ ﾘﾌｧｲﾆﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

<ｱｲｹｱ> 

・ﾀﾞｰｸｵﾚﾝｼﾞの色の効果で,くまがなかったかのような目元に仕上

げる(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｱｲｿﾞｰﾝｺﾝｼｰﾗｰ） 

 ・良質な植物由来の天然成分が、肌に確かな潤いをもたらす（ｽﾁ

ｰﾑｸﾘｰﾑ UV ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ） 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱを見据えた厳選成分を配合(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽｰﾊﾟｰ UV ｶｯﾄｲﾝ

ﾃﾝｼﾌﾞﾃﾞｲｸﾘｰﾑ） 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ベースメイク（ファンデーション） 
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 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・ね、まだｷﾚｲつづいてる(ｷｽﾐｰ ﾌｪﾙﾑ） 

・BB ｸﾘｰﾑに、つけ心地革命（ｱｽﾀﾘﾌﾄ BB ｸﾘｰﾑ） 

・なりたい美肌、思いのまま（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ BB ｸﾘｰﾑ） 

・のせた瞬間、あなたもときめく(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・のばした瞬間から劇的。真なる美しさ(ｴｸｼｱ ｽｰﾍﾟﾘｱｸﾘﾑﾌｧﾝﾃﾞ

ｰｼｮﾝ） 

・粉雪みたいなﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽﾉｰﾎﾜｲﾄｼﾌｫﾝ） 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰなのに、その肌うるっと生っぽい（ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾇｰﾃﾞｨｶﾊﾞ

ｰﾓｲｽﾁｬｰﾊﾟｸﾄ UV） 

・日々感じる潤い、上質な光の層（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾀﾝｸｯｼｮﾝｴｸﾗ） 

・ﾗｲﾝもｻｲﾝもﾌｧｲﾝに変える、ひとさしで（ｴｸｼｱ ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼ

ｮﾝｴｸｽﾄﾘｰﾑ） 

・まるでひとはけのｲﾘｭｰｼﾞｮﾝ(ｴｸｼｱ ｲﾘｭｰｼﾞｮﾝｳﾞｪｰﾙﾌｪｲｽｶﾗｰ） 

・放つ輝きで私を覚醒するｸﾞﾛｳﾊﾟｳﾀﾞｰ（ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ﾄﾗﾝｽﾙｰｾﾝﾄﾙｰｽ

ｾｯﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰｸﾞﾛｳ） 

・光を巧みに操ってﾌｫﾄｼﾞｪﾆｯｸなﾂﾔ肌へ(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾌﾗﾛｯｿﾙｰﾁﾊｲﾗｲﾀ

ｰ） 

・一瞬で光沢ｳﾞｪｰﾙをまとう（ｶﾈﾎﾞｳ ﾌﾙﾗﾃﾞｨｱﾝｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾌｧﾝﾃﾞも、美白もﾎﾜｲﾄﾆｽﾀ（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾎﾜｲﾄﾆｽﾀﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ｲﾔなとこ隠して、塗りました感なし(ﾌﾟﾘｵｰﾙ美つや BB ｼﾞｪﾙｸﾘｰ

ﾑ） 

・毛穴、消える！(ﾏﾅﾗ BB ﾘｷｯﾄﾞﾊﾞｰ） 

・高い保湿効果で乾燥から肌を守る(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽｷﾝｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾌｧﾝ

ﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・美容液で潤いあふれるﾂﾔ肌に導く（ｱｽﾀﾘﾌﾄ BB ｸﾘｰﾑ） 

・ｽｷﾝｹｱ成分でﾒｲｸしながら潤い、しっとりしたﾂﾔ肌に（ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾗ

ｲﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝﾓｲｽﾄﾋﾟｭｱﾘｷｯﾄﾞ UV) 

・軽やかで潤いが続く化粧水のようなﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾓｲｽﾄ

ｼｪｲｸｱｯﾌﾟ） 

・ｺﾗｰｹﾞﾝ、ﾋｱﾙﾛﾝ酸、ｾﾗﾐﾄﾞなどの美容成分で一日中潤うﾂﾔ肌にな

る(ﾏﾅﾗ BB ﾘｷｯﾄﾞﾊﾞｰ） 

・十分な潤いと弾むようなﾊﾘ感をもたらしながら、素肌を生き生

き見せる(ｽﾘｰ ｱﾝｼﾞｪﾘｯｸｼﾝｾｼｽﾌｧﾝｯﾃﾞｰｼｮﾝｾﾗﾑ） 

・ﾌｧﾝﾃﾞしながら、本気の美白もできる(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾎﾜｲﾄﾆｽﾀﾌｧﾝﾃﾞｰ

ｼｮﾝ） 

・眠っている間もﾊﾟｳﾀﾞｰで美白する（ｴｸｻｰｼﾞｭ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・潤いでﾊﾘを与えながら、どんな表情をしていても崩れにくい(ｽ

ﾘｰ ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾊｰﾓﾆｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・肌を保湿しながら、化粧崩れしやすい皮脂だけを吸着する(ｴﾄ

ｳﾞｫｽ ﾀｲﾑﾚｽｼﾏｰﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・汗皮脂に強く、崩れにくい（ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝﾛﾝｸﾞｷ

ｰﾌﾟﾊﾟｸﾄ UV) 

・羽根のように軽く滑らか(ｴｸｼｱ ｽｰﾍﾟﾘｱｳﾞｪｰﾙｺﾝﾊﾟｸﾄ） 

・無重力級の軽さで肌に溶け込むようにﾌｨｯﾄする(ﾚﾌﾞﾛﾝ ｶﾗｰｽﾃ

ｲﾌﾙｶﾊﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰの基本｢ｾｯﾃｨﾝｸﾞ力」と「美しい仕上がり」を叶える（ﾛｰ

ﾗﾒﾙｼｴ ﾙｰｽｾｯﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰﾄﾗﾝｽﾙｰｾﾝﾄ） 

・みずみずしい仕上がりをもたらし、肌に幾重もの光の層の輝き

を作る（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾀﾝｸｯｼｮﾝｴｸﾗ）・レアなつやっぽさでみず

みずしい素肌のような「レア肌」へ導く（ｱﾙﾋﾞｵﾝｽﾏｰﾄｽｷﾝﾍﾞﾘｰﾚ

ｱ） 

・大人の肌を瞬時に艶めかせ、引き上がったような印象に仕上げ

る(ﾘｻｰｼﾞ ｶﾗｰﾒｲﾝﾃﾅｲｻﾞｰ艶） 

・夕方までｼﾜが気にならない(ｷｽﾐｰ ﾌｪﾙﾑ） 

・表情ｼﾞﾜまで巧妙に塗り替える(ｴｸｼｱ ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｴｸｽﾄﾘｰ

ﾑ） 

・保湿効果を高めたように乾燥ｼﾞﾜが目立たない(ｷｯｶ ﾌﾛｰﾚｽｸﾞﾛ

ｳｿﾘｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・いきいきと血色感が溢れ出す、表情を鮮明に仕立てる（ｴﾚｶﾞﾝｽ 

ｴﾓｰｼｮﾅﾙﾌｪｲｽ） 

・くすみを目立たせずつややかで繊細な仕上がりにする（ｶﾈﾎﾞｳ 

ﾌﾙﾗﾃﾞｨｱﾝｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・4種の植物ｴｷｽとｵｰｶﾞﾆｯｸｼﾙｸﾊﾟｳﾀﾞｰで、なめらかな肌へ導く(ｺｽ

ﾒﾃﾞｺﾙﾃﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・保湿成分ｽｲｶｽﾞﾗ花ｴｷｽ配合で、ﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄのようになめらかに仕上

がる(ﾐﾗﾉｺﾚｸｼｮﾝ ﾌｪｰｽｱｯﾌﾟﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・ｵｲﾙｼｰﾙﾌｧﾝﾃﾞでありえない素肌美を作る(ｷｯｶ ﾌﾛｰﾚｽｸﾞﾛｳｿﾘｯﾄﾞ

ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・肌のｷﾒが限界まで細かくなり、素肌以上の素肌美が完成する(ｷ

ｯｶ ﾌﾛｰﾚｽｸﾞﾛｳｿﾘｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

 

・天然ﾐﾈﾗﾙ成分で、ﾅﾁｭﾗﾙな透明感のあるﾂﾔ肌に仕上がる(ｴﾄｳﾞｫ

ｽ ﾃﾞｨｱﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ L） 

・ﾋﾟｭｱな透明感とｷﾒこまやかな軽やかさを叶える(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽﾉｰﾎ

ﾜｲﾄｼﾌｫﾝ） 

・青の影が色に深みを与えて透明感と明るさを与える（ｶﾈﾎﾞｳ ﾗ

ｽﾀｰﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・きめ細かいﾊﾟｳﾀﾞｰが透明感と立体感を叶える（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾃﾞ

ｻﾞｲﾆﾝｸﾞﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・高ﾚﾍﾞﾙなｶﾊﾞｰ力、透明感でどんな女子も美肌に魅せる「盛り肌」

を作る(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽｷﾝｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 
 

 
 

 

ベースメイク（ファンデーション） 
 

２０１８/秋冬 ⑥ 
（つづき） 
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 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

  ・塗っていることを感じさせない透明感とﾌｨｯﾄ力で生命感あふ

れる仕上がりになる(ｽﾘｰ ｱﾝｼﾞｪﾘｯｸｼﾝｾｼｽﾌｧﾝｯﾃﾞｰｼｮﾝｾﾗﾑ） 

・ｷﾒ細かくなめらかで、明るい毛穴ﾚｽ肌に仕上げる(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾎﾜ

ｲﾄﾆｽﾀﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・毛穴ﾚｽな透明感と、すりｶﾞﾗｽのようなﾊｰﾌﾏｯﾄな肌を作る(ｼﾞﾙｽ

ﾁｭｱｰﾄ ｴｱﾘｰｽﾃｲﾌﾛﾚｽﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・毛穴も凹凸もひと塗りでなめらかにﾌｨｯﾄさせる(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾗ

ｽﾃｨﾝｸﾞﾌﾙﾌﾗｯﾄﾍﾞｰｽ） 

・毛穴を美しくｶﾊﾞｰしてみずみずしい素肌感を与える（ｴﾚｶﾞﾝｽ 

ﾓｲｽﾄｼｪｲｸｱｯﾌﾟ） 

・ふんわり毛穴ﾚｽで素肌から美しく見せる上質な透明感(ｺｽﾒﾃﾞｺ

ﾙﾃ ﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・ｾﾐﾏｯﾄな仕上がりで、密着力が高く、毛穴のｶﾊﾞｰ力に優れてい

る(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾏｯﾄｽﾑｰｽﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ｼﾐ、くすみ、毛穴をｶﾊﾞｰし、透明感のある自然な美肌に仕上げ

る（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ BB ｸﾘｰﾑ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

メイク全体 
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 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・ｱｲ､ﾘｯﾌﾟ､ﾁｰｸ､ｱｲﾌﾞﾗｳからｺﾝﾄｩｱﾘﾝｸﾞまで(ｽﾘｰ ｱｰﾄｵﾌﾞﾊﾟｰﾃｨｽﾞ

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・虹の色彩で楽しむ、春の訪れ(ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ 2019 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾚｸｼｮﾝ） 

<ﾁｰｸ> 

・存在に、色と華(ｴｸｼｱ ﾎﾟｲﾝﾄﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・表情美に華やかなﾒﾘﾊﾘ(ｴｸｼｱ ｺﾝﾌﾟﾚｸｼｮﾝﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・美人画の体温ﾁｰｸ(ｷｯｶ ﾌﾛｰﾚｽｸﾞﾛｳﾌﾗｯｼｭﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・まぶた、くちびる、色づいた(ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ ｱｲｶﾗｰ&ﾙｰｼﾞｭ） 

・全ｱｲﾃﾑにﾍﾞｰｽｵｲﾙﾐｯｸｽを配合し、乾燥から肌を守りながら､ｽｷﾝ

ｹｱ効果を高める(ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ ﾒｲｸ） 

<ﾁｰｸ> 

・天然ﾐﾈﾗﾙで作られた自然なｶﾗｰのﾊﾟﾌ一体型ﾁｰｸ(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾎﾟﾝﾎﾟ

ﾝﾐﾈﾗﾙﾁｰｸ） 

・ｼｯｸ&ｾﾝｼｭｱﾙな光彩が色つやと濃淡を描く(ｽﾘｰ ｱｰﾄｵﾌﾞﾊﾟｰﾃｨｽﾞ

ﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

<ﾁｰｸ> 

・ｸﾘｰﾑが肌上でさらっとﾊﾟｳﾀﾞｰに変化し、奥行きのある肌印象を

引き出す(ﾋｶﾘﾐﾗｲ ｲﾙﾐﾈｲﾄｸﾘｰﾑﾁｰｸｽ） 

・異なる質感で､ﾂﾔもﾌｫｷﾞｰも自由自在に操る(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾌﾞﾚﾝ

ﾄﾞﾌﾞﾗｯｼｭﾌﾞﾛｯｻﾑ） 

・ｸﾘｱな光と鮮やかな色で、肌まで美しく写す(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾌﾗﾛｯｿﾙｰ

ﾁﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・鮮やかな色づきで透明感のある表情を生み出す（ｴﾚｶﾞﾝｽ ｽﾘｰ

ｸﾌｪｲｽ） 

・花びらが頬にふんわり溶け込むようにやさしく色づく(ｼﾞﾙｽﾁｭ

ｱｰﾄ ﾁｰｸ&ｱｲﾌﾞﾛｯｻﾑ） 

・しなやかにﾌｨｯﾄし、澄んだ頬色を作る(ｴｸｼｱ ｺﾝﾌﾟﾚｸｼｮﾝﾌﾞﾗｯｼ

ｭ） 

・ふんわり軽やか、ｼﾙｷｰな艶めきでなめらかに溶け込む(ｺｽﾒﾃﾞｺ

ﾙﾃ ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・頬がほんのり紅潮するような上向きの印象に導く(ｷｯｶ ﾌﾛｰﾚｽ

ｸﾞﾛｳﾌﾗｯｼｭﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・素肌に溶け込むようになじんで、体温を演出する(ｷｯｶ ﾌﾗｯｼｭ

ﾌﾞﾗｯｼｭﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・自然な血色感をもたらし、肌の美しさを際立たせる（ｶﾈﾎﾞｳ ｳﾞ

ｧﾘｱﾝﾌﾞﾗｯｾ） 

・血色感をﾌﾟﾗｽして上品で華やかな印象に仕上げる(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾗ

ｲﾌﾞﾘｰｱｯﾌﾟﾁｰｸｽ） 

・頬全体に血色感が広がり肌色をﾄｰﾝｱｯﾌﾟさせる(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｸﾘｰ

ﾑﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・しっとり艶めいて､ﾊﾘ、血色感、透明感に包まれる(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｸ

ﾘｰﾑﾌﾞﾗｯｼｭ） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

メイク（アイ） 
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 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 

・わたしはｼﾞｭﾚでもっと輝く(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾚﾖﾝｼﾞｭﾚｱｲｽﾞ） 

・あなたの瞳は何色？運命のﾌﾞﾗｳﾝ（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸｽﾀｲﾘﾝｸﾞｱｲ

ｽﾞ D） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

・漆黒が冴えわたる魅惑のまなざし(ｴｸｼｱ ﾌﾞﾗｯｸｵﾆｷｽｱｲﾗｲﾅｰ） 

・くっきり鮮明、惹きの強いｱｲへ(ｴｸｼｱ ﾃﾞｨﾌｧｲﾝﾘｸｲｯﾄﾞｱｲﾗｲﾅｰ） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・さよなら、ﾏｽｶﾗ(ｹｲﾄ ｸｾづけﾌｫｰﾏｰ） 

・目覚める、目もとの存在感（ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾗｯｼｭｸｲｰﾝﾌｪﾘﾝｴﾚｶﾞﾝｽ） 

・まつげの果てまで濃く、深く（ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾌﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾏｽｶﾗ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

・保湿成分ｾﾝﾁﾌｫﾘｱｽﾊﾞﾗ花ｴｷｽ配合(ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ ﾘｷｯﾄﾞｱｲﾗｲﾅｰ） 

・お湯で簡単に落とせる(ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ ﾘｷｯﾄﾞｱｲﾗｲﾅｰ） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・美しいまなざしをｷｰﾌﾟしながら、お湯で落とせる（ｶﾈﾎﾞｳ ﾅ

ﾁｭﾗﾙﾌﾚｰﾐﾝｸﾞﾏｽｶﾗ） 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 
・なまめく目元をつくる“人肌ｱｲｼｬﾄﾞｳ”(ｷｯｶ ﾃﾞｨｱﾃﾞｨｱ） 
・見たままの色が美しく発色する(ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ ｻﾞｱｲｼｬﾄﾞｳ） 
・自在に多彩な表情美を創る(ｴｸｼｱ ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｱｲｶﾗｰ） 
・まぶたにしっとり澄み切った明るさを与える(ｴｸｼｱ ｱｲｶﾗｰﾍﾞｰ
ｽ） 

・指先でさっと伸ばすだけで瞬時にﾍﾞｰｼﾞｭﾆｭｱﾝｽの眼差しが完成
(ﾙﾅｿﾙ ﾍﾞｰｼﾞｭﾆｭｱﾝｽｱｲｽﾞ） 

・艶ﾍﾞｰｽがまぶたに潤んだようなﾂﾔを与える（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨ
ｯｸｽﾀｲﾘﾝｸﾞｱｲｽﾞ D） 

・素肌のような質感と色めくﾂﾔのｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝを作る(ｷｯｶ ﾃﾞｨｱﾃﾞ
ｨｱ） 

・ｵｰｶﾞﾝｼﾞｰを重ねたような繊細なｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝで透明感のある目元
を演出する（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞﾙｰｾﾝﾄｱｲｽﾞ） 

・艶めくｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝで強い意志を感じさせる(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾌﾗﾛｯｿｲﾝﾃﾝ
ｿｱｲｼｬﾄﾞｳ） 

・光と色のｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝが、写真に映える立体的な目元を作る(ｱｽﾀ
ﾘﾌﾄ ﾌﾗﾛｯｿｲﾝﾃﾝｿｱｲｼｬﾄﾞｳ） 

・濡れ感のある、にじむ光と色のﾚｲﾔｰが生まれる（ｶﾈﾎﾞｳ ﾓﾉｱｲ
ｼｬﾄﾞｳ） 

・ｺﾞｰﾙﾄﾞに瞬くﾆｭｱﾝｽで濡れたような光と色が続く(ｶﾈﾎﾞｳ ﾓﾉｱｲ
ｼｬﾄﾞｳ） 

・5 色の異なる色と光感が美しい印象を与える（ｶﾈﾎﾞｳ ｾﾚｸｼｮﾝ
ｶﾗｰｽﾞｱｲｼｬﾄﾞｳ） 

・新感触ｱｲｶﾗｰが光が射すように彩る（ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾚﾖﾝｼﾞｭﾚｱｲｽﾞ） 
・きらめくﾋﾟﾝｸﾊﾟｰﾙが魅惑的な目元を叶える(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｱｲｸﾞﾛｳ
ｼﾞｪﾑ） 

・反射角度によって色を変えるﾊﾟｰﾙが散りばめられて表情が変
わる(ｽﾘｰﾃﾞｱﾘﾝｸﾞｳﾞｫﾔｰｼﾞｬｰ） 

・光を反射する角度で、煌めく 2 色のｸﾛﾑｶﾗｰが楽しめる(ﾎﾞﾋﾞｰ
ﾌﾞﾗｳﾝ ﾘｭｸｽｱｲｼｬﾄﾞｳﾏﾙﾁｸﾛﾑ） 

・まばたきをするたび、ｵｰﾛﾗのように輝きが揺れる(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｺ
ﾝﾄｩｱﾘﾝｸﾞｱｲｼｬﾄﾞｳ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 
・ひと筆で艶やかに彩る色と煌めき(ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ ﾘｷｯﾄﾞｱｲﾗｲﾅｰ） 
・塗ったとたんほのかに光り輝き、繊細に描き上げる（ｶﾈﾎﾞｳﾗｽ
ﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾛｳｱｲﾗｲﾅｰ） 

・肌に乗せた瞬間ｼﾞｪﾙｵｲﾙがとろけてぴたっと密着する（RMK ｿ
ﾌﾄﾌｧｲﾝｱｲﾍﾟﾝｼﾙ） 

<ﾏｽｶﾗ> 
・涙にもにじまないｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ(ｴｸｼｱ ｸﾘｴｲｼｮﾝﾏｽｶﾗ） 
・自まつ毛に美しいｶｰﾌﾞをｸｾづける｢ｸｾづけﾌｫｰﾏｰ」機能が加わる

(ｹｲﾄ ﾗｯｼｭﾌｫｰﾏｰ） 
・水ﾍﾞｰｽ処方で薄くﾀﾞﾏなく塗布し、自まつ毛をくっきり美しく
仕上げる(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ｽﾅｯﾌﾟｽｶﾗ） 

・ｸﾘｰﾐｨな液が根元から密着して、しっかりﾎﾞﾘｭｰﾑｱｯﾌﾟする（ｶﾈ
ﾎﾞｳ ﾎﾞﾘｭｰﾑﾌﾚｰﾐﾝｸﾞﾏｽｶﾗ） 

・ぐっと長く、ずっと美しく、女っぽく魅せる(ｴｸｼｱ ﾗｸﾞｼﾞｭﾘｱ
ｽﾏｽｶﾗ） 

・ｴﾚｶﾞﾝﾄに広がり、存在感が引き立つ目元を作る（ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ 
ﾗｯｼｭｸｲｰﾝﾌｪﾘﾝｴﾚｶﾞﾝｽ） 

 

 
 

 

メイク（アイ） 
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 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

  <ｱｲﾌﾞﾛｳ> 
・ふんわりと立体感のある美眉を作る(ｴｸｼｱ ｽﾀｲﾘﾝｸﾞｱｲﾌﾞﾛｳﾍﾟﾝ
ｼﾙ） 

・眉頭から簡単にふんわり自然な仕上がり（ﾄﾜﾆｰﾗﾗﾌﾞｰｹｱｲﾌﾞﾛｳﾁ
ｯﾌﾟﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・ｽﾘﾑなﾗｲﾝをｿﾌﾄに描き、ﾉｰﾃｸで美眉を叶える（ｴﾚｶﾞﾝｽ ｱｲﾌﾞﾛｳ
ｽﾘﾑ） 

・眉尻や輪郭の整った美しく自然な眉に仕上がる(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｿﾌﾄ
ﾍﾟﾝｼﾙｱｲﾌﾞﾛｳ） 

・淡い極細ﾗｲﾝを、消えにくく美しく、自然に仕立てる（ｴﾚｶﾞﾝｽ 
ｱｲﾌﾞﾛｳﾘｸｲｯﾄﾞ） 

 

 

メイク（リップ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

・ﾊｰﾄに刺さる赤（ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾘｸｲｯﾄﾞﾙｰｼﾞｭﾋﾞｼﾞｭｰ） 

・ひと塗りで魅せる深き色(ｶﾈﾎﾞｳ ｳｪｱﾘﾝｸﾞｷｰﾌﾟﾙｰｼﾞｭ） 

・大胆なのに肌になじむﾛｯｿの彩り(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾌﾗﾛｯｿﾃｨﾗﾊﾞｰﾁﾘｯﾌﾟｽ

ﾃｨｯｸ） 

・唇、ふわり、ｶｼﾐｱの心地に包まれ（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭｱﾚｰﾌﾞﾙ

ｶｼﾐｱ） 

・とろーりとろけて、ふわっと染まる(ﾚﾌﾞﾛﾝｷｽ ｸｯｼｮﾝﾘｯﾌﾟﾃｨﾝﾄ） 

・はじまりの光、思いがけない出会い（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭﾙﾐﾇ） 

・そのﾂﾔ、彩り、まるでｸﾘｽﾀﾙ(ｴｸｼｱ ｸﾘｽﾀﾙｸﾞﾛｽ） 

・記憶する、ﾂﾔとふっくら感(ﾌｧﾝｹﾙ ｱｸｱｾﾗﾑﾙｰｼﾞｭ） 

・唇を潤わせながら縦ｼﾞﾜもｶﾊﾞｰする(ｽﾘｰ ﾃﾞｱﾘﾝｸﾞﾘｨﾃﾞﾐｭｱﾘｯ

ﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・潤いを与えて乾燥から唇を守り、唇表面の縦ｼﾞﾜをｶﾊﾞｰする（ｶ

ﾈﾎﾞｳ ﾘｯﾌﾟﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・唇に潤いを与えつつ、ぷるんとした質感を作り出す(ﾚﾌﾞﾛﾝｷｽ 

ｸｯｼｮﾝﾘｯﾌﾟﾃｨﾝﾄ） 

・美容ｵｲﾙでぷるんと包み込み、落とした後も潤う(ﾌｧﾝｹﾙ ｱｸｱ

ｾﾗﾑﾙｰｼﾞｭ） 

・荒れ、乾燥などｹｱしながらふっくらﾂﾔにみちた美しい唇にす

る(ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ ﾐﾈﾗﾙﾓｲｽﾁｬｰﾙｰｼﾞｭ） 

・とろけるような感触で、ﾂﾔと潤いを与える(ﾄﾜﾆｰ ﾗﾗﾌﾞｰｹﾙｰｼﾞ

ｭｸﾞﾛｯｼｰ） 

・保湿成分配合で潤いを与えながら立体感を演出する(ｱｽﾀﾘﾌﾄ 

ﾌﾗﾛｯｿﾃｨﾗﾊﾞｰﾁﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・ﾋｱﾙﾛﾝ酸､ｺﾗｰｹﾞﾝなど保湿成分で、塗るほどに唇がふっくらす

る(ﾚﾌﾞﾛﾝｷｽ ﾌﾟﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞﾘｯﾌﾟｸﾘｰﾑ） 

・保湿成分ﾋｱﾙﾛﾝ酸、ﾎﾎﾊﾞ油を配合(ｷｯｶ ﾒｽﾒﾘｯｸﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・保湿成分ｽｲｰﾄｱｰﾓﾝﾄﾞｵｲﾙ配合（RMK ｶﾗｰﾎﾟｯﾌﾟﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・天然ﾐﾈﾗﾙと植物由来ｵｲﾙ配合で乾燥や刺激で荒れる唇に潤い

とﾂﾔを与える(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾐﾈﾗﾙﾙｰｼﾞｭ） 

・内から湧き上がるような自然な血色感（ｶﾈﾎﾞｳ ﾘｸｲﾄﾞﾙｰｼﾞｭ） 

・ﾐﾈﾗﾙの透けｶﾗｰで、とろけるﾆｭｱﾝｽﾘｯﾌﾟを作る(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾐﾈﾗﾙｼｱ

ｰﾙｰｼﾞｭ） 

・神秘的な印象を醸し出す色と光でﾆｭｱﾝｽを際立たせる（ｶﾈﾎﾞｳ 

ﾘｸｲﾄﾞﾆｭｱﾝｽﾙｰｼﾞｭ） 

・まるで生まれつき美しい唇だったかのように魅せる擬似唇ﾒｲｸ

(ｷｯｶ ﾒｽﾒﾘｯｸﾘｯﾌﾟﾗｲﾝｽﾃｨｯｸ） 

・鮮やかな色、豊満なﾂﾔ(ｴｸｼｱ ﾌﾟﾗｲﾑﾙｰｼﾞｭ） 

・濃彩発色で、存在感を唇に(ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾘｭｸｽﾘｷｯﾄﾞﾘｯﾌﾟ） 

・輝きの発色で肌を明るく美しく魅せる(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｻﾞﾙｰｼﾞｭ） 

・透け感のあるほのかな発色で、ｾｸｼｰさを引き出す（RMK ﾘｯﾌﾟ

ｼﾞｪﾘｰｸﾞﾛｽ） 

・磨き抜かれたﾂﾔ、奥深い発色でみずみずしい色が続く（ｴﾚｶﾞﾝ

ｽ ﾘｸｲｯﾄﾞﾙｰｼﾞｭﾋﾞｼﾞｭｰ） 

・ひと塗りで鮮やかな彩り濃密発色（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾘｯﾌﾟﾌﾞﾛｯｻﾑﾍﾞ

ﾙﾍﾞｯﾄ） 

・ひと塗りで上質なﾂﾔとみずみずしい発色(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾘｯﾌﾟﾌﾞﾛ

ｯｻﾑ） 

・潤い感のあるｸﾘｰﾐｨなﾃｸｽﾁｬｰでｲﾝﾊﾟｸﾄのある発色を叶える(ﾎﾞ

ﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾘｭｸｽﾘｷｯﾄﾞﾘｯﾌﾟﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄﾏｯﾄ） 

・ふっくらﾎﾞﾘｭｰﾐｨで上品なﾂﾔを与える(ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾘｭｸｽﾘｷｯﾄﾞ

ﾘｯﾌﾟﾊｲｼｬｲﾝ） 

・どの角度から見ても瞬時に映える、贅沢なﾂﾔと仕上がり（ｸﾚﾄﾞ

ﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭﾙﾐﾇ） 

・多彩なﾗﾒと濃密なﾂﾔがきらめく(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ｼﾞｪﾘｰﾘｯﾌﾟｸﾞﾛｽ） 
 

 

 

 

 

 

メイク（リップ） 
２０１８/秋冬 ⑨ 
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 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

  ・滲みｺﾞｰﾙﾄﾞの輝きで、肌に溶け込むようになじみﾂﾔを与える(ｶ

ﾈﾎﾞｳ ﾓｲｽﾁｬｰﾙｰｼﾞｭ） 

・潤いあふれるｼﾞｭｰｼｰで色っぽい唇を叶える（RMK ｶﾗｰﾎﾟｯﾌﾟﾘｯ

ﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・ﾗﾒ入りで、唇の pH 値によって色が変化する(ﾚﾌﾞﾛﾝ ﾊﾞｰﾑｽﾃｲ

ﾝ） 

・唇の pH に反応して色が変化し、自分だけの美しいﾋﾟﾝｸｶﾗｰに

導く(ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾙｰｼﾞｭﾊﾟｰﾌｪｸﾄ） 

・ﾏｯﾄな仕上がりが色移りすることなく 12時間続く(ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ 

ﾘｭｸｽﾏｯﾄﾘｯﾌﾟｶﾗｰ） 
 

 

 

 

 

 

 

ヘアケア 
い  

 コミュニケーションワード ヘアケアコスメのケア機能 ヘアケアコスメのメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・贅沢に、丁寧に、頭皮に潤いを(ﾘｸｲｰﾙ ｽｶﾙﾌﾟﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｾﾗﾑ） 

・仕上がりで選んで、なりたい髪ｲﾒｰｼﾞへ(ﾘｸｲｰﾙ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾄﾘｰﾄﾒ

ﾝﾄ） 

・太く長く美しい髪を育む育毛美容液（ﾘｸｲｰﾙ 薬用育毛美容

液） 

・透けた地肌を柔らかくし、育毛成分を与える（石澤研究所 ﾅ

ｱﾁｭﾗﾙｽｶﾙﾌﾟｴｯｾﾝｽ） 

・髪の成長ｻｲｸﾙを改善し、抜け毛を防ぎながら、髪を育てる(ﾘ

ｸｲｰﾙ 薬用育毛美容液） 

・天然ﾐﾈﾗﾙの力で頭皮の余分な皮脂や湿気を吸着し、べたつき

を抑える(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾐﾈﾗﾙｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・ｺﾞﾜつきがちな髪を指通りなめらかにし、ﾊﾘと潤いを与える(ｵ

ｰﾌﾞﾘｰ GPB ｼｬﾝﾌﾟｰ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・頭皮に潤いを与え、美しさの土台を整える(ﾘｸｲｰﾙ ｽｶﾙﾌﾟﾄﾘｰ

ﾄﾒﾝﾄｾﾗﾑ） 

・天然泥で、べたつきや毛穴づまりをすっきり洗い上げる(ﾌﾟﾚ

ﾃﾞｨｱ ﾌｧﾝｺﾞｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・天然ﾐﾈﾗﾙ泥でﾘﾍﾟｱするようにしっとり洗い上げる(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ 

ﾀﾗｿｼｬﾝﾌﾟｰ n） 

・頭皮のｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱをしながら、すぐにﾎﾞﾘｭｰﾑｱｯﾌﾟ(ﾌﾟﾘｵｰﾙ ｽｶ

ﾙﾌﾟﾍｱｴｯｾﾝｽ） 

・ﾄﾞﾗｲﾔｰの熱や乾燥から髪を守りながら、もつれ、からまりを

防ぎ指通りの滑らかな髪へ導く(ｵｰﾌﾞﾘｰ ﾁｱﾃﾞｨﾀﾝｸﾞﾗｰ） 

・ｳﾈﾘ､ﾊﾈ、広がりの原因となるﾀﾞﾒｰｼﾞを補修し、ｽﾀｲﾘﾝｸﾞしやす

い髪に導く(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄﾍｱｾﾗﾑ） 

・ﾀﾞﾒｰｼﾞをいたわってﾅﾁｭﾗﾙにまとまる髪へ（ﾀﾞｲｱﾝﾎﾞﾇｰﾙ ｸﾞﾗ

ｰｽﾛｰｽﾞ） 

・成分を内包したｶﾌﾟｾﾙが髪の深部まで浸透し､ﾀﾞﾒｰｼﾞを補修す

る(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ﾃﾞｲﾘｰﾘﾆｭｰﾏｽｸ） 

・6 種類の自然由来成分がまとまりのあるつや髪を作る(ｱﾌﾀﾇｰﾝ

ﾃｨｰ ｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・ﾊﾘｺｼを与えながら美髪に導く(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾌｧﾝｺﾞﾍｱﾏｽｸ） 

・頭皮からｱﾌﾟﾛｰﾁして輝きを深め、色艶が際立つ､ﾊﾘのある髪へ

導く(ｲﾄﾘﾑ ｴﾚﾒﾝﾀﾘｰｼｬﾝﾌﾟｰ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・髪にﾊﾘｺｼを与え、根元からふわっと立ち上がらせる(ﾘｸｲｰﾙ ﾃﾞ

ｻﾞｲﾆﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ V) 

・手軽に再ｾｯﾄ、ふんわり、軽やかなﾎﾞﾘｭｰﾑ髪を作る(ﾘｸｲｰﾙ ﾎﾞ

ﾘｭｰﾏｲｻﾞｰ） 

・ﾎﾞﾘｭｰﾑ不足の髪を根元からふんわり立ち上げる(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾐﾈﾗﾙ

ｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・成分の複合体が髪の内、外、頭皮に働きかけ自然なふわっ感を

作る(ﾒﾛｽ ﾌﾗｶﾞｰﾙ） 

 
 

２０１８/秋冬 ⑩ 
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ヘアケア 
い  

 コミュニケーションワード ヘアケアコスメのケア機能 ヘアケアコスメのメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

 ・髪の 1本 1本を包み込みようになじんでﾀﾞﾒｰｼﾞを補修する（ﾘ

ｸｲｰﾙ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 2） 

・天然ｵｲﾙが傷んだﾀﾞﾒｰｼﾞﾍｱをしっとり保湿する(ｵｰﾌﾞﾘｰ ﾛｰｻﾞ

ﾓｽｸｴｰﾀｼｬﾝﾌﾟｰ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・はがれかけたｷｭｰﾃｨｸﾙを瞬時に補強しﾊﾟｻつきを抑える(ｺｰｾｰ 

ﾘｳﾞｧｰｼｱｸﾞﾛｳｼｬｲﾝｵｲﾙ） 

 

 
 

 

 

その他 

 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 コスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・ﾎｯとするｽｷﾝｹｱ 100%天然のやさしいゆずの香り(ｽﾁｰﾑｸﾘｰﾑ ゆ

ず＆ｼﾞﾝｼﾞｬｰ） 

・ﾊﾘのあるﾂﾔ肌へ(ｽﾁｰﾑｸﾘｰﾑ ﾛｰｽﾞｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄﾗｲﾝ） 

<ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ> 

・ﾊﾞｽﾀｲﾑに光輝く香りのご褒美を(ｼｬﾈﾙ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙｼｬﾈﾙｼｬﾜｰｼﾞｪﾙ） 

<ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ> 

・ 手のひらから、精油の香りを深呼吸(ｽﾘｰ ﾊﾝﾄﾞ＆ｱｰﾑｳｫｯｼｭ、

ｸﾘｰﾑ） 

<ﾈｲﾙ> 

・すらりと魅せる優雅な指先(ｴｸｼｱ ﾈｲﾙｶﾗｰ） 

<ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ> 

・光ゆらめく花のような華やかな香り(ｼｬﾈﾙ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙｼｬﾈﾙｵｰﾄﾞｩ

ﾊﾟﾙﾌｧﾑ） 

・蒸気の力で顔も体も髪まで保湿する(ｽﾁｰﾑｸﾘｰﾑ） 

<ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ> 

・肌をなめらかに整える(ｼｬﾈﾙ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙｼｬﾈﾙﾎﾞﾃﾞｨﾛｰｼｮﾝ） 

・ありそうでなかった美容皮膚発想の高機能ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ(ﾀｶﾐ ｽｷﾝ

ﾋﾟｰﾙﾎﾞﾃﾞｨ） 

・肌に優しい、ふわふわの泡でﾃﾞﾘｹｰﾄｿﾞｰﾝも清潔に保つ(ｺｰｾｰ ｶ

ﾙﾃｸﾘﾆﾃｨﾃﾞﾘｹｰﾄｹｱｳｫｯｼｭ） 

・ﾎﾞﾃﾞｨを磨き上げ、しなやかに引き締まった肌へ導く(ｲﾄﾘﾑ ｴ

ﾚﾒﾝﾀﾘｰﾎﾞﾃﾞｨｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・やわらかく、ｷﾒ細かく滑らかな肌へ導く(ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ ﾎﾞﾃﾞｨｱﾃﾞ

ｨｸｼｮﾝ） 

・潤いを与え、透明感とﾊﾘのある肌へ導く(ｲﾄﾘﾑ ｴﾚﾒﾝﾀﾘｰﾎﾞﾃﾞｨ

ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ 

） 

・がさつき、ごわつき、くすみなどの悩みをこれひとつでｹｱ（ﾀ

ｶﾐ ｽｷﾝﾋﾟｰﾙﾎﾞﾃﾞｨ） 

・乾燥した体もすみずみまで潤す(ﾘｻｰｼﾞ ﾎﾞﾃﾞｨｹｱﾐﾙｸ） 

・低刺激処方で、環境による乾燥ﾀﾞﾒｰｼﾞから肌を守る(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾐ

ﾈﾗﾙ UV ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・ﾎﾞﾃﾞｨの日焼けもﾐﾈﾗﾙで徹底ｶﾞｰﾄﾞ(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾐﾈﾗﾙ UV ﾎﾞﾃﾞｨﾐﾙｸ） 

・7種の植物の美容成分を配合(ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ ﾎﾞﾃﾞｨｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ） 

<ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ> 

・潤いを与え、ﾏｯｻｰｼﾞで肌をやわらげる(ｽﾘｰ ﾊﾝﾄﾞ&ｱｰﾑｸﾘｰﾑ） 

<ﾈｲﾙ> 

・酸素透過性樹脂を配し、上品な艶、鮮やかな発色が続く(ｺｽﾒﾃﾞ

ｺﾙﾃ ﾈｲﾙｴﾅﾒﾙ） 

・ﾍﾞｰｽｺｰﾄなしで魅惑的に輝き、自信を添える（ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾈｲﾙｹｱｶ

ﾗｰ） 

 

 

 

 
 

 

 

（つづき） 
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スキンケア(洗う・落とす) 

 

 成分・剤型 機能・効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・ﾊﾞｰﾑ状のｵｲﾙで素早く落とし、しっとり整える(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ｴｸｾﾗｰｼﾞｭｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾞｰﾑ） 

・ﾊｰﾌﾞ蜂蜜の恵み、濃密ｵｲﾙｸﾚﾝｽﾞ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾊﾆﾃﾞｭｳ） 

・保湿に優れた植物由来ｵｲﾙをたっぷり使ったﾐﾙｸｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ(ｳﾞｪﾚﾀﾞ ﾓｲｽﾁｬｰｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸ） 

・植物ｵｲﾙが汚れを落とし、潤す(ｱﾐﾘﾀｰﾗ ﾘﾗｯｸｽｱﾛﾏｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ） 

・和漢植物ｵｲﾙ配合でﾒｲｸやくすみをｽﾑｰｽﾞにｵﾌする(雪肌精 ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・和漢植物ｴｷｽが溶け込んだｷﾒ細かな泡で透明感あふれる肌に洗い上げる(雪肌精 ﾎﾜｲﾄｸﾘｰﾑｳｫｯｼ

ｭ） 

・美容成分を高配合し、肌を摩擦から守るため泡立ちを高める(ｱﾃﾆｱ ﾌｪｲｼｬﾙｳｫｯｼｭ） 

・ｸﾘｰﾐｰな濃密弾力泡でｷﾒの整ったﾊﾘﾂﾔ肌に洗い上げる(ﾙｼｪﾘ ｸﾘｰﾑｳｫｯｼｭ） 

・ｺｸのある上質な泡で、しっとりﾘｯﾁな洗い上がり（ｼﾞｭﾚﾘｯﾁ ｴｸｽﾄﾗﾓｲｽﾄﾌｫｰﾑ） 

・ｻﾞﾗつき、毛穴の黒ずみをｸﾘｱに磨き上げる濃密泡洗顔料（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｸﾚｲﾌﾞﾗﾝ） 

・酵素の泡が古い角質を分解し、毛穴の汚れを取り除く(ﾙｼｪﾘ 酵素洗顔ﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・酵素により角層を分解し、炭とｸﾚｲの配合で汚れを吸着して高い洗顔効果を発揮する(ﾌｧﾝｹﾙ ﾃﾞ

ｨｰﾌﾟｸﾘｱ洗顔ﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・手のひらでﾑｸﾑｸと増える細かい泡が毛穴の奥まで入り込む(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾌｧﾝｺﾞﾊﾞﾌﾞﾙｳｫｯｼｭ） 

・くすみのもとまで落とす、濃密×弾力泡でしっとりｿﾌﾄな洗い上がり（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝﾌｫｰﾐ

ﾝｸﾞｳｫｯｼｭ） 

・炭酸濃密泡のﾏｯｻｰｼﾞ洗顔で素肌に透明感が宿る（DHC ﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞﾎｲｯﾌﾟｳｫｯｼｭｱﾛﾏﾃｨｯｸﾊﾞｰﾍﾞﾅ） 

・炭酸×酵素の泡で毛穴まで磨き上げ、なめらかですべすべの透明肌に（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝｸﾘｱ

ﾊﾟｳﾀﾞｰｳｫｯｼｭ） 

・炭酸を含んだきめ細かい濃密な泡で包んで洗い落とす(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ｴｸｾﾗｰｼﾞｭｳｫｯｼﾝｸﾞﾌｫｰﾑ） 

・ﾐﾈﾗﾙ豊かなﾚｯﾄﾞｸﾚｲがしっとりなめらかな肌に洗い上げる（ﾍﾞｱﾐﾈﾗﾙ ｸﾚｲｶﾒﾚｵﾝﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾐﾝｸﾞｸﾚﾝ

ｻﾞｰ） 

・ﾎﾜｲﾄｸﾚｲがくすみの原因になる、不要な角層や酸化皮脂をｽｯｷﾘｵﾌする(ﾌｧﾝｹﾙ ﾎﾜｲﾄ洗顔ﾊﾟｳﾀﾞｰ

C+) 

・ｽｸﾗﾌﾞが肌に負担をかけずに優しくｵﾌしてなめらかふっくら肌に導く（ｽｯｸ ｸﾚｲﾋﾟｭｰﾘﾌｧｲﾝｸﾞｽｸ

ﾗﾌﾞ） 

・古い角質・毛穴の汚れをﾎﾟﾛﾎﾟﾛ固まるｼﾞｪﾙがからめとる(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾌｪｲｽｸﾘｱｼﾞｪﾙ） 

・海洋ﾐﾈﾗﾙがﾒﾗﾆﾝを含む角層を吸着ｵﾌする(ﾌｧﾝｹﾙ ﾎﾜｲﾄ洗顔ﾊﾟｳﾀﾞｰ C+) 

・特殊ｶﾌﾟｾﾙ技術で、肌の負担なく古い角質をｵﾌする(ﾃﾞｭｵ ｻﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾞｰﾑ） 

・酵素がﾒｲｸ、古い角質、毛穴の角栓すべてをｵﾌする(ﾙｼｪﾘ 酵素ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・ｵｰﾄﾐｰﾙ、はちみつで古い角質を取り除き、しっとりﾂﾔのある肌へ導く(ｼﾞｭﾘｰｸ ﾃﾞｲﾘｰｴｸｽﾌｫﾘｴｲ

ﾃｨﾝｸﾞｸﾘｰﾑ） 

・黒酵母で洗うことがｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ(ﾚｾﾌﾟﾄⅡｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾌｫｰﾑ） 

・ｽｸﾜﾗﾝ､ﾊｲﾋﾞｽｶｽ花ｴｷｽ、ｼｺﾝｴｷｽの 3つの保湿成分でしっとりｽﾍﾞｽﾍﾞ（ﾊｰﾊﾞｰ ｽｸﾜｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ） 

・31種類の美容成分で、しっかり洗顔しながらしっとり潤いあふれる肌に（ﾃﾞｭｵ ザｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾞ

ｰﾑ） 

・美容液で洗い、毛穴の黒ずみ汚れがｽｯｷﾘ(ﾏﾅﾗ ﾎｯﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｹﾞﾙ） 

・汗や水に強いﾒｲｸもするっとｵﾌ(ﾛｸｼﾀﾝ ｾﾝｽﾚｼﾋﾟｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・肌をほぐしながらﾒｲｸも酸化皮脂もｵﾌする（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ） 

・潤いを守りながら、毛穴の汚れをしっかり落とす(ﾊｰﾊﾞｰ ｽｸﾜｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ） 

・潤いを残しながら詰まった角栓､ｻﾞﾗつきを一掃する（ﾌｧﾝｹﾙ ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾘｱ洗顔ﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・ふきとりから始める美白ｼﾘｰｽﾞ(ﾅﾘｽ ﾌﾞﾗﾝﾎﾜｲﾄ） 

・毛穴深部まで洗浄するｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙ(ｱﾝﾌｨﾙ ｸﾚﾝｼﾞｰｽｷﾝﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾘｱｼﾞｪﾙ） 

・毛穴やｷﾒのすみずみまで溶け込んでﾒｲｸや汚れをしっかり落とす(ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ﾄﾞｩｰｽﾒｲｸｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵ

ｲﾙ） 
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スキンケア(洗う・落とす) 

 

 成分・剤型 機能・効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・天然由来の保湿成分配合で洗い上がりの肌を潤す（ｼﾞｭﾚﾘｯﾁ ｴｸｽﾄﾗｼﾞｭﾚｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ） 

・高保湿ﾆｰｽﾞに対応して、濃密な白まゆ泡にｺﾗｰｹﾞﾝ GL を配合(資生堂洗顔専科 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾎｲｯﾌﾟｺﾗ

ｰｹﾞﾝ in） 

・美容液仕立てで、ﾒｲｸｵﾌしながら肌にみずみずしい透明感(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝ W ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｾﾗﾑ） 

・毎日ｽﾌﾟﾚｰするだけの、毛穴奥洗顔（水橋保寿堂 ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾘﾑｰﾊﾞｰ） 

・ﾊｰﾌﾞ蜂蜜が毛穴の黒ずみまで絡めとりなめらかに洗い上げる（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾊﾆﾃﾞｭｳ） 

 

 
 

スキンケア(整える・与える) 

 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・夏の環境ﾘｽｸから素肌を守る(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸﾗﾌﾁｭｰﾙ） 

・ﾑｰﾝﾊﾟｰﾙの 3 ｽﾃｯﾌﾟで角層のすみずみまで集中保湿(ﾐｷﾓﾄ ﾑｰﾝ

ﾊﾟｰﾙﾛｰｼｮﾝｷｯﾄ） 

・乾く今こそ、自ら保湿していきいきと輝く印象へ（資生堂 ｴｯ

ｾﾝｼｬﾙｲﾈﾙｼﾞｬ） 

・乾燥のﾋﾟｰｸから守り抜く（資生堂 ｱﾙﾃｨﾐｭｰﾝﾊﾟﾜﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｾﾝﾄ

ﾚｰﾄ） 

・ 潤 っ て 乾 燥 く す み に 届 く （ HAKU ﾎ ﾞ ﾀ ﾆ ｯ ｸ  ｻ ｲ ｴ ﾝ

ｽ）         ・夏の終わりの 1 か月潤い集中ｹｱ（ﾄﾜ

ﾆｰ ｼｰｽﾞﾅﾙｴｯｾﾝｽ AW) 

・乾燥しがちな肌を潤いで守り、ふっくらとしたﾊﾘ感を与える(ﾄ

ﾜﾆｰｾﾝﾁｭﾘｰ ｼﾞｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・湧き上がる潤いで弾力のある肌へ導く（ｼﾞｭﾚﾘｯﾁ ﾌﾞﾗｲﾄ&ﾊﾞｳﾝ

ｼﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ） 

・ 輝 く 肌 へ の ﾌ ｧ ｰ ｽ ﾄ ｽ ﾃ ｯ ﾌ ﾟ （ ｸ ﾚ ･ ﾄ ﾞ ･ ﾎ ﾟ ｰ ﾃ  ﾙ ･ ｾ ﾗ

ﾑ）          ・感動のうるおいで輝きを育む（ｸﾚ･

ﾄﾞ･ﾎﾟｰﾃ ﾛｰｼｮﾝｲﾄﾞﾛ）     ・一晩中贅沢な潤いで密閉し

もっちり跳ね返すような美肌へ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝｱｸﾃｨﾌﾞﾘﾆ

ｭｰｸﾘｰﾑ） 

・角層深部まで潤いを届ける（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝﾊｲﾄﾞﾛﾁｭｰﾅｰ） 

・角層のすみずみまで潤いで満たす(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ｴｸｾﾗｰｼﾞｭﾛｰｼｮ

ﾝ LM/R) 

・肌ﾀｲﾌﾟ別で潤いが選べる 3 種類の乳液(ｴｸｻｰｼﾞｭ ﾓｲｽﾄｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ

ﾐﾙｸ） 

・濃厚な潤いで満たし、ふっくらみずみずしい肌へ導く(ﾜｿｳ ﾌ

ﾚｯｼｭｼﾞｪﾘｰﾛｰｼｮﾝ） 

 

・春からの肌に向けて新ｽｷﾝｹｱ理論が完成（資生堂） 

・数を減らす新発想で､ﾒﾗﾆﾝをもとから作らせない（ﾌｧﾝｹﾙ ﾎﾜｲ

ﾄﾆﾝｸﾞｴｯｾﾝｽ） 

・過剰なﾒﾗﾆﾝ生成を未然に抑制し、ｼﾐｿﾊﾞｶｽの原因を作らせない

美白ﾒｶﾆｽﾞﾑ（ｿﾌｨｰﾅ 美白美容液 ET) 

・ｼﾐの根源に着目し、ｼﾐをもとから防ぐ（ｱｽﾀﾘﾌﾄﾎﾜｲﾄ ｴｯｾﾝｽｲﾝ

ﾌｨﾙﾄ） 

・肌細胞の美白ｴﾈﾙｷﾞｰを爆発的に高める(ﾎﾟｰﾗ ﾎﾜｲﾄｼｮｯﾄ LX&MX) 

・根付いてしまう前に美白有効成分×浸透技術でｼﾐの元へｱﾌﾟﾛｰ

ﾁする(ﾅﾉｴｯｸﾞ ｼﾛｴﾎﾜｲﾄ） 

・潤い、毛穴、透明感を肌ﾁｭｰﾆﾝｸﾞでかなえる（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭ

ｰﾝ） 

・「時々敏感肌」を防いで美肌ﾊﾞﾘｱ機能を整える(d ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｱﾚﾙ

ﾊﾞﾘｱ） 

・摩擦ﾚｽにこだわった軽い使い心地と高保潤を実現した水感ｸｯｼ

ｮﾝ設計(ﾌﾘｰﾌﾟﾗｽ ｳｫｰﾀﾘｰｸﾘｰﾑ） 

・独自美容成分｢ﾐｭﾗ」新開発(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾌﾛｰﾗﾄﾞﾘｯﾌﾟ） 

・輝きまで育む「ｽｷﾝｲﾙﾐﾈｰﾀｰ」配合（ｸﾚ･ﾄﾞ･ﾎﾟｰﾃ ｷｰﾗﾃﾞｨｱﾝｽｹｱ）・

皮脂の分泌を抑制する有効成分ﾗｲｽﾊﾟﾜｰで油水分ﾊﾞﾗﾝｽを整え

る（ﾜﾝﾊﾞｲｺｰｾｰ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾁｭｰﾅｰ） 

・ﾋﾄ型ﾅﾉｾﾗﾐﾄﾞを配合して角層のすみずみまで浸透させる（ｱｽﾀﾘ

ﾌﾄ ｼﾞｪﾘｰｱｸｱﾘｽﾀ） 

・月下香培養ｴｯｾﾝｽ EX が肌を乾燥などの外部刺激から守る（ｿﾌｨ

ｰﾅ ﾊﾘ美容液） 

・米醗酵 CP配合で保湿ｹｱする(ﾄﾜﾆｰ ｼｰｽﾞﾅﾙｴｯｾﾝｽ AW) 

・ﾌﾘｰの低刺激に加え、和漢植物成分を配合して角層のﾊﾞﾘｱ機能

をｻﾎﾟｰﾄする(ﾌﾘｰﾌﾟﾗｽ ｳｫｰﾀﾘｰｸﾘｰﾑ） 

・ﾓｲｽﾄﾘﾌﾄ成分が角層深くまで潤いを届ける（ｿﾌｨｰﾅ ﾊﾘ美容液） 

・｢ﾏﾙﾁｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ成分」が角層を健やかに整え、潤いを与える（ｼﾞ

ｭﾚﾘｯﾁ ﾌﾞﾗｲﾄ&ﾊﾞｳﾝｼﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ） 

・ﾗﾒﾗ構造で、潤い・ﾊﾘ成分が肌に届く（FTC ﾗﾒﾗｹﾞﾙｽｰﾊﾟｰﾓｲｽﾁｬ

ｰｹﾞﾙ） 

・深い潤いをもたらすﾌﾟﾛﾃｵｸﾞﾘｶﾝを配合し、肌にﾂﾔとｷﾒをもたら

す(ｱﾃﾆｱ ﾌﾟﾘﾏﾓｲｽﾄ） 

・ﾅﾉｱｽﾀｷｻﾝﾁﾝ配合でﾊﾘと潤いを与える(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾎﾜｲﾄｴｯｾﾝｽｲﾝﾌｨﾙ

ﾄ） 

・2層ｵｲﾙでみるみるふっくらしたﾊﾘ肌に（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝｵｲ

ﾙｼｪｲｶｰ） 

・植物の恵みで潤いを与え、さらりと肌になじむ(ｼﾝﾋﾟｭﾙﾃ ﾋﾟｭ

ｱﾌﾞﾗｲﾄｴｯｾﾝｽ） 

・植物の恵みで肌のﾊﾘや乾燥をｹｱする(ﾄﾘﾛｼﾞｰ ﾛｻﾞﾋﾟﾝﾌﾟﾗｽ） 

・10種類の植物ｵｲﾙでﾊﾘとしなやかさをもたらす(ｴｸｼｱ ｼｰｸﾚｯﾄﾌ

ｫｰﾐｭﾗｵｲﾙﾌｧﾑ） 
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スキンケア(整える・与える) 

 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・ごわついて硬くなった肌が潤って柔らかくなる(ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ﾄﾞｩ

ｰｽﾛｰｼｮﾝ） 

・細やかなｷﾒ、輝くﾊﾘ、潤いを与える（ｱｽﾀﾘﾌﾄ ｼﾞｪﾘｰｱｸｱﾘｽﾀ） 

・瞬時に弾むﾊﾘ(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ｴｸｾﾗｰｼﾞｭﾓｲｽﾄﾘﾌﾄｴｯｾﾝｽ） 

・これひとつでふっくら濃密ﾊﾘ肌へ導く（ｱﾍﾞﾝﾇ ﾐﾙｷｰｼﾞｪﾙｴﾝﾘｯ

ﾁ） 

・外的ｽﾄﾚｽのつけいる隙の無い肌を目指して肌にﾊﾘと弾力感を

与える(ﾗﾌﾟﾚﾘｰ PT ﾚｱﾗｲﾌﾛｰｼｮﾝ） 

・気になる目元口元に、押し上げるようなﾊﾘをもたらす（ｿﾌｨｰﾅ 

ﾊﾘ美容液） 

・顔の V ﾗｲﾝをｹｱするﾌｨﾆｯｼｭｱｯﾌﾟ美容液(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ V ｺﾝｼｬｽｴｯｾ

ﾝｽ） 

・熟睡したあとのような、ﾊﾘ、透明感を与える（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQ ｸ

ﾘｰﾑｱﾌﾞｿﾘｭｰﾄ X) 

・肌にのせてた瞬間に浸透し潤って明るく澄んだﾊﾘ肌に(ﾄﾜﾆｰｾﾝ

ﾁｭﾘｰ ﾌﾟﾗｲﾑﾛｰｼｮﾝ） 

・最先端のﾘﾝｸﾙｹｱでﾋﾟﾝとしたﾊﾘを与える（ﾌｧﾝｹﾙ ﾘﾝｸﾙｸﾘｰﾑ） 

・ｵｲﾙとは思えない速やかな浸透感で、弾むようなﾊﾘと透明感を

もたらす（ｽﾘｰ ｴﾐﾝｸﾞﾌｪｲｼｬﾙｵｲﾙｴｯｾﾝｽ） 

・もちもちとした弾力感のあるﾂﾔ肌へ導く（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝ

ﾘﾌｧｲﾆﾝｸﾞｿﾌﾅｰ） 

・ふっくら明るく弾むﾂﾔ肌に導く（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｾﾙｼﾞｪﾆｰｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・瞬時にｷﾒを整え、しなやかに輝く美肌に導く（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQ ｴ

ﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・角層のすみずみまでゆきわたり、ｷﾒ細やかでしなやかな肌に整

える(ﾄﾜﾆｰｾﾝﾁｭﾘｰ ｻﾞﾛｰｼｮﾝ） 

・たちまちみずみずしく、ｸﾘｱに輝く（ｱﾙﾋﾞｵﾝｴｸｻｰｼﾞｭﾎﾜｲ ﾄﾎﾜｲ

ﾄﾗｲｽﾞﾐﾙｸ） 

・ﾋﾟｭｱな輝きあふれるｸﾘｱｸﾞﾛｳな白肌へ(ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨｳﾞｧﾝｽ

ﾎﾟｯﾄｺﾚｸﾀｰ） 

・色と反射に着目し、ｽｷﾝｷｬﾋﾞｱでみずみずしく輝く肌へ導く（ﾗ

ﾌﾟﾚﾘｰ ｲﾙﾐﾈｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾙﾋｭｰｼﾞｮﾝｴｯｾﾝｽ） 

・みずみずしく光を湛えた無垢な輝きを放つ素肌へ導く(ｼﾞｪﾉﾏｰ 

ﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｾﾗﾑ） 

・艶めくようなﾊﾘ感で肌を満たす(ﾒﾅｰﾄﾞ ｲﾙﾈｰｼﾞｭ） 

・冴えわたる明るさと弾むようなﾊﾘを与える（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｱﾝﾌｨﾈｽﾎ

ﾜｲﾄﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾊﾟｳﾝﾌﾟﾐﾙｸ） 

 

 ・ｺﾗｰｹﾞﾝを配合し、ﾊﾘ、弾みをもたらす(ｱﾝﾌｨﾈｽ ﾀﾞｰﾏﾊﾟﾝﾌﾟﾐﾙｸ） 

・保湿効果に優れた｢ﾊﾄﾑｷﾞ水」を配合し透明感に満ちた肌に導く

(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾌﾞﾗﾝｺﾝﾌｫｰﾙ） 

・ｸﾞﾛｳﾘﾊﾞｰﾊﾞｰｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽが透明感あふれるいきいきとした健やか

な肌へ導く(ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨｳﾞｧﾝｽﾎﾟｯﾄｺﾚｸﾀｰ） 

・天然由来の保湿成分がﾏﾙﾁに働き、ﾊﾘ、ﾂﾔ透明感のある肌へ導

く（ｼﾞｭﾚﾘｯﾁ ｴｸｽﾄﾗｲﾝｼﾞｭﾋﾞﾈｰﾄﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・透明感だけでなくｴｲｼﾞﾝｸﾞｻｲﾝに働きかける美容成分を配合し

た「４D ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ」(ｼﾞｪﾉﾏｰ ﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｾﾗﾑ） 

・複合的なｴｲｼﾞﾝｸﾞ悩みに､｢ｾﾗﾐﾄﾞ」を与え根本からｹｱをする（ｱ

ｽﾀﾘﾌﾄ ｼﾞｪﾘｰｱｸｱﾘｽﾀ） 

・ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽの高い抗酸化力、ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ効果で輝く若々しい肌を

実現する（ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾌﾟﾛﾃﾞｨｼﾞｰ CEL ｸﾞﾛｳ） 

・3つの植物ｴｷｽが肌ｽﾄﾚｽをﾘｾｯﾄしてｼﾜ､ﾊﾘなどを改善する(ﾛｸｼﾀﾝ 

ｲﾓｰﾃﾙｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄﾘｾｯﾄｾﾗﾑ） 

・純粋ﾚﾁﾉｰﾙでしわを改善（ｴﾘｸｼｰﾙ ｼｭﾍﾟﾘｴﾙｴﾝﾘｯﾁﾄﾞﾘﾝｸﾙｸﾘｰﾑ） 

・唯一の天然植物由来の美白有効成分｢ｶﾓﾐﾗ ET」を配合（ｿﾌｨｰﾅ 

美白美容液 ET) 

・太古の熟成植物成分｢ﾌﾑｽｴｷｽ」配合で毛穴も気にならないﾂﾔ肌

に導く(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝｵｲﾙｼｪｲｶｰ） 

<まつ毛ｹｱ> 

・厳選成分ﾎﾞﾀﾆｶﾙｶｸﾃﾙ配合（HAKU ﾎﾞﾀﾆｯｸｻｲｴﾝｽ）      ・

独自成分ｴﾝﾄﾞﾐﾈﾗﾙ配合で各層のすみずみへ潤いを届ける(ﾌﾛｳﾌ

ｼ まつ毛美容液） 

<ﾘｯﾌﾟｹｱ> 

・ﾊｰﾌﾞｴｷｽと天然由来成分で乾燥した唇を潤してｹｱする(ｳﾞｪﾚﾀﾞ 

ｽｷﾝﾌｰﾄﾞﾘｯﾌﾟﾊﾞﾀｰ） 
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スキンケア(整える・与える) 

 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・清らかな明るさと潤いに満ちた美透白肌へ（資生堂 ﾎﾜｰﾄﾙｰｾ

ﾝﾄ）・ｼﾐの原因を未然に防いで美白する（ｿﾌｨｰﾅ 美白美容液BT) 

・頼もしい､ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱする美白乳液(ｱﾙﾋﾞｵﾝｱﾝﾌｨﾈｽﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄﾆﾝ

ｸﾞﾊﾟﾝﾌﾟﾐﾙｸ） 

・紫外線に怯まない攻めへの美白（ｴｸｼｱ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾌﾞﾘﾘｱﾝｼｰｾﾗﾑ） 

・真の美白を目指す薬用美白ｽｷﾝｹｱ(ﾅﾉｴｯｸﾞ ｼﾛｴﾎﾜｲﾄ） 

・透明感を引き出してやわらかくほぐす美白乳液(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾎﾜ

ｲﾄﾆﾝｸﾞｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・根強いｼﾐを元から防ぎ、くすみをｹｱして肌へｸﾘｱな透明感と輝

きを与える（アスタリフトﾎﾜｲﾄｴｯｾﾝｽｲﾝﾌｨﾙﾄ） 

・ｼﾐを防ぎながら、うるおい透明感を瞬時にかなえる美白化粧水

（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾁｭｰﾅｰ） 

・60代のｼﾐのためのｼﾐ対策美容液(ｴﾌｧｰｼﾞｭ ﾒﾗﾉﾘｾｯﾄ） 

・毛穴が目立たないふっくら肌を作る（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝﾊｲﾄﾞ

ﾛﾁｭｰﾅｰ） 

・毛穴が目立つ肌も、すみずみまで、つるんとなめらか明るい肌

に（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝﾀｰﾝﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝ） 

・紫外線などのﾀﾞﾒｰｼﾞをｹｱして輝く透明感に導く（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQ

ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｸﾘｰﾑ） 

・のびる日焼け止めでﾃﾞｨｰﾌﾟな紫外線もｶｯﾄする（ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾎﾜｲﾄ

ｿﾘｭｰｼｮﾝ） 

・<ｱｲｹｱ> 

・目元の乾燥による小じわを目立たなくする<ｼﾞｭﾚﾘｯﾁ ﾘﾝｸﾙﾘﾍﾟ

ｱﾌｫｰｽ） 

<まつ毛ｹｱ> 

・まぶたの血行を促進し、まつ毛を抜けにくくする(ﾌﾛｳﾌｼ まつ

毛美容液） 

・内側からふっくら持ち上がるような目元で、深いｼﾜや、目じり

のたるみを改善する(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｸﾚｲﾑｲﾕｰﾚｼﾞｪﾈﾗﾝ S) 
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スキンケア(下地・補正) 
 

 下地の機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・潤いで満たしてｷﾒを整えるｽｷﾝｹｱ効果がある（ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ UV ﾌﾟﾛ

ﾃｸｼｮﾝﾍﾞｰｽ） 

・ｽｷﾝｹｱまでできるくずれ防止下地（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸｽｷﾝｾﾝｻｰﾍﾞｰ

ｽ EX） 

・白浮きせず、ﾊﾘとﾂﾔのある肌へ導く（ｽｯｸ ｴｸｽﾄﾗﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ） 

・光､ﾂﾔ、潤いを足し、美を重ねるという発想で重ねるほどみずみず

しい艶肌へ導く(ｽｯｸ  ﾗﾃﾞｨｱﾝﾄｸﾘｰﾑｺﾝｼｰﾗｰ） 

・ﾃｸﾆｯｸいらずで透明感のあるﾂﾔ肌にする(ﾐﾈﾗﾙ UV ｸﾞﾛｳﾍﾞｰｽ） 

・透明感を引き出しながら肌色を均一に整える(ｽﾘｰ ｱﾝｼﾞｪﾘｯｸｺﾝﾌﾟ

ﾚｸｼｮﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・塗るたび透明美白肌(ﾄﾗﾝｼｰﾉ 薬用ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞ CC ﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・ｽｷﾝｹｱする UV 下地で透明美白肌へ（ｱｽﾀﾘﾌﾄ D-UV ｸﾘｱﾎﾜｲﾄｿﾘｭｰｼｮ

ﾝ） 

・肌をキュッと引き締め、さらりと仕上げる夏用ﾒｲｸｱｯﾌﾟﾍﾞｰｽ（RMK 

ｸｰﾙｼﾞｪﾙﾊｲﾄﾞﾚｰﾃｨﾝｸﾞﾌｪｲｽﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・素肌が喜ぶ心地よさでなめらかに整え、肌そのものを美しく魅せ

る素肌ﾌﾟﾗｲﾏｰ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾌﾗｯﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・瞬時にくすみや色むらをｶﾊﾞｰし、明るくなめらかな肌に整える(ﾄ

ﾜﾆｰｾﾝﾁｭﾘｰ ｼﾞｴｯｾﾝｽｳﾞｪｲﾙｎ） 

・ｽｷﾝｹｱする UVで肌に優しい（ﾆｰﾙｽﾞﾔｰﾄﾞ ﾅﾁｭﾗﾙ UV ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝﾐﾙｸ） 

・保湿しながら紫外線をｶｯﾄする(ｽﾁｰﾑｸﾘｰﾑ UV ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ３３ﾊｯｶ&ｱ

ﾛｴ） 

・日中の肌を守って､ｷｰﾌﾟ、心地いいﾌｪｲｽ用日焼け止め(ｲｸﾞﾆｽ ﾎｳｨ

ﾄﾊﾟﾗｿﾙ UV) 

・光ﾀﾞﾒｰｼﾞから肌を美しく守る日焼け止め(ﾚｾﾌﾟﾄ ｶﾗｰﾍﾞｰｽ UVT) 

・光と影でｶﾝﾀﾝ小顔(ｾｻﾞﾝﾇ ｼｪｰﾃﾞｨﾝｸﾞ&ﾊｲﾗｲﾄｽﾃｨｯｸ） 

・敏感な肌の色を補正して、毛穴まで目立たなくする（ｄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

薬用ｽｷﾝｹｱﾍﾞｰｽ CC) 

・透明感がありながら、毛穴など肌の凹凸をﾌﾗｯﾄに整える（ｺｽﾒﾃﾞｺ

ﾙﾃ ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄﾌﾗｯﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・素肌に十分な保湿感と、凹凸感のないなめらかさを与える（ｽﾘｰ 

ﾌﾟﾘｽﾃｨｰﾝｺﾝﾌﾟﾚｸｼｮﾝｳﾞｪｰﾙ） 

・色ﾑﾗや毛穴、肌の凹凸、赤みをしっかりｶﾊﾞｰする(ｼﾞｮﾙｼﾞｵｱﾙﾏｰﾆ 

ﾊﾟﾜｰﾌｧﾌﾞﾘｯｸｺﾝｼｰﾗｰ） 

・ｷﾒ毛穴など気になる肌の凹凸をﾌﾗｯﾄに整え、滑らかに仕上げる（ｶ

ﾈﾎﾞｳ ﾘﾌｧｲﾆﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・独自のﾐﾈﾗﾙﾌﾞﾚﾝﾄﾞで毛穴を自然にｶﾊﾞｰする(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾐﾈﾗﾙ UV ﾊﾟｳ

ﾀﾞｰ） 

・紫外線の侵入を許す「UV地割れ」を防ぐ処方へ進化してい

る（ｱｽﾀﾘﾌﾄ D-UV ｸﾘｱﾎﾜｲﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ） 

・うるさらｾﾝｻｰﾊﾟｳﾀﾞｰ配合で美肌が続く（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸｽｷ

ﾝｾﾝｻｰﾍﾞｰｽ EX） 

・ｼｱﾊﾞﾀｰや植物ｵｲﾙが角層に潤いを与えながら、やわらかな肌へ

整える(ｽﾘｰ ｱﾝｼﾞｪﾘｯｸｺﾝﾌﾟﾚｸｼｮﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・保湿成分配合で潤ってﾒｲｸ崩れを起こしにくくなる（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ 

ｴｯｾﾝｽｸﾞﾛｳﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・持続型ﾋﾞﾀﾐﾝ C 誘導体入りでｽｷﾝｹｱができる(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾐﾈﾗﾙｺﾝｼｰ

ﾗｰﾊﾟﾚｯﾄ） 

・特殊配合成分で３つの光ﾀﾞﾒｰｼﾞをﾄﾘﾌﾟﾙｶｯﾄする(ﾚｾﾌﾟﾄ ｶﾗｰﾍﾞ

ｰｽ UVT)    

・毛穴ﾊﾟﾃ職人技術の最高峰（SANA 常盤薬品工業 the Pate) 

 

 

 
 

２０１９/春夏 ⑥ 
（つづき） 



 72 

 

スキンケア(下地・補正) 
 

 下地の機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・毛穴などをｶﾊﾞｰしながら、求める肌印象によって色を選択できる

（ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｶﾗｰｽｷﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ UV) 

・化粧くずれやﾃｶﾘを抑え､ﾆｷﾋﾞも防ぐ(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾌｨﾆｯｼｭT-

ﾒｲｸ ｺﾝﾄﾛｰﾙｍ） 

・瞬時に気になるｼﾜをまるでなかったようにﾘｾｯﾄするﾉｰｶﾗｰｺﾝｼｰﾗｰ

(ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ﾘﾝｸﾙﾘｾｯﾀｰ）   ・毛穴崩れ防止 肌の内側から発光

するような上質の洗練肌に（SANA 常盤薬品工業 the Pate) 

  

 

 

 

 

 

ベースメイク（ファンデーション） 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・あれも、これも、しない(ｴｸｼｱ ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾎﾜｲﾄｴｸｽﾄﾘｰﾑ） 

・これからは復元ｶﾊﾞｰ処方(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾘﾌｫﾙﾑｸﾞﾛｳﾘｸｲﾄﾞ UV) 

・「肌あれ？」の時につけたくなるﾌｧﾝﾃﾞ（ｄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 薬用ｽｷﾝｹ

ｱﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰなのにﾊﾟｳﾀﾞﾚｽ（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾊﾟｳﾀﾞﾚｽﾄ） 

・はじまりの光はじめての肌(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾀﾝﾌﾟｰﾄﾞﾙｸﾚｰﾑｴｸﾗ） 

・光を操り魅せる肌へ(ﾄﾜﾆｰｾﾝﾁｭﾘｰ ｻﾞﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・涼しげに素肌っぽい（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽﾏｰﾄｽｷﾝﾎﾜｲﾄﾚｱ） 

・生命感を吹きこんで、本物の素肌が生まれる(ｽﾘｰ ﾍﾞｰｽﾒｲｸ） 

・変わる、素肌の透明感(ﾆｰﾙｽﾞﾔｰﾄﾞ ﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・美しく、素肌に、なりすます（ｽｯｸ ﾇｰﾄﾞｳｪｱﾘｸｲﾄﾞ） 

・使うほど素肌を美しく(ﾏｷｱﾚｰﾍﾞﾙ 薬用ｸﾘｱｴｽﾃｳﾞｪｰﾙ） 

・ありのままの素肌を最小限にｶﾊﾞｰして最大限に生かす(ｽﾘｰ 

ﾌﾟﾘｽﾃｨｰﾝｺﾝﾌﾟﾚｸｼｮﾝﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・年 3500時間のﾌｧﾝﾃﾞﾀｲﾑで、素肌まできれいに(ﾊｸ 薬用美白美

容液ﾌｧﾝﾃﾞ） 

・今年はさらに汗、皮脂に強く、くすみにくい(雪肌精 ﾌﾟﾚｼｬｽｽ

ﾉｰⅢ） 

・ひとはけが叶える洗練、清潔な光（ｽｯｸ ﾘﾀｯﾁﾌﾟﾚｽﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・ﾜﾝｽﾄﾛｰｸでﾌﾟﾛ級の美ｶﾊﾞｰ（ｴｸｼｱ ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾎﾜｲﾄｴｸｽﾄﾘｰ

ﾑ） 

・たったひと塗り、ｼﾐが消える、肌が艶めく(ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾌﾛｰﾚｽﾌｨ

ｯﾄ） 

・羽のような軽やかさなのに、気になるところはしっかりｶﾊﾞｰ

（ｼﾞｮﾙｼﾞｵｱﾙﾏｰﾆ ﾊﾟﾜｰﾌｧﾌﾞﾘｯｸｺﾝﾊﾟｸﾄ） 

 

・天然由来成分 97%、16 時間続く完璧な仕上がり（ｹﾞﾗﾝ ﾚｿﾝｼｴ

ﾙ） 

・美容ｴｷｽ＆ｵｲﾙ(保湿）配合で、美容液のようにみずみずしく清

潔な艶に(ｽｯｸ ﾇｰﾄﾞｳｪｱﾘｸｲﾄﾞ） 

・ﾋｱﾙﾛﾝ酸の配合で保湿しながら皮脂くずれの原因となる乾燥か

ら守る(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ｲﾝﾌｧﾌﾞﾘﾙﾌﾚｯｼｭｳｪｱﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・保湿力、潤い、崩れにくさで表情の動きにﾌｨｯﾄする(ﾄﾜﾆｰ ｱｸｱ

ﾊﾞﾗﾝｽ） 

・68種の美容液成分で 1日中しっとり肌(ﾏｷｱﾚｰﾍﾞﾙ 薬用ｸﾘｱｴｽﾃ

ｳﾞｪｰﾙ） 

・潤いと透明感が続くﾐﾈﾗﾙｼﾝｸﾛ設計(MiMC ﾐﾈﾗﾙﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮ

ﾝ） 

・潤い効果を持続させ、みずみずしい肌に仕上げる（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ 

ｻﾞﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・冬虫夏草､ｱﾙﾃﾐｱｴｷｽなどを配合し高いｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ効果を生み出

す(ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｽｷﾝｾﾗﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・潤しながら、澄んで輝く白い肌へ(ﾆｰﾙｽﾞﾔｰﾄﾞ ﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・美白有効成分で本気の美白もできる（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾎﾜｲﾄﾆｽﾀﾌｧﾝﾃﾞｰ

ｼｮﾝ） 

・美白有効成分４MSK配合(ﾊｸ 薬用美白美容液ﾌｧﾝﾃﾞ） 

・美白しながらｼﾐ、色ﾑﾗをきれいにｶﾊﾞｰする(ﾊｸ 薬用美白美容

液ﾌｧﾝﾃﾞ） 

・ﾆｷﾋﾞ、肌あれを防いでなめらかな美肌を演出する（ｄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 

薬用ｽｷﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

 

・粉感をｸﾘｱしすべすべ肌が続く（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾊﾟｳﾀﾞﾚｽﾄ） 

 

・つけたときはｸﾘｰﾑ、瞬時にﾊﾟｳﾀﾞｰのようになる(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ 

ﾀﾝﾌﾟｰﾄﾞﾙｸﾚｰﾑｴｸﾗ） 

・薄づき密着で厚塗り感のない仕上がり(ｾｻﾞﾝﾇ ﾛﾝｸﾞｷｰﾌﾟﾌｧﾝﾃﾞ

ｰｼｮﾝ） 

・自然な｢ｷﾒ・立体感」を創造するﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ｼｱｰﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

 

・落とす瞬間まで美しいつややかな仕上がりを実現する(ﾎﾞﾋﾞｰ

ﾌﾞﾗｳﾝ ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｽｷﾝｾﾗﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・まろやかな心地よさ､ｼｰﾑﾚｽな仕上がりを実現する(ｽｯｸ ﾇｰﾄﾞｳ

ｪｱﾘｸｲﾄﾞ） 

・つけていることを忘れるほど肌とひとつになるﾃｸｽﾁｬｰ(ｸﾚﾄﾞﾎﾟ

ｰﾎﾞｰﾃ ﾀﾝﾌﾟｰﾄﾞﾙｸﾚｰﾑｴｸﾗ） 

・2種のﾊﾟｳﾀﾞｰのﾚｲﾔﾘﾝｸﾞで限りなくﾉｰﾒｲｸに近い仕上がりを実現

(ｽﾘｰ ﾌﾟﾘｽﾃｨｰﾝｺﾝﾌﾟﾚｸｼｮﾝﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾌﾟﾚｯｼｬｰﾒﾙﾄ製法で作られたｷﾒ細かい溶け込みﾊﾟｳﾀﾞｰが肌に溶

け込むようになじむ（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾊﾟｳﾀﾞﾚｽﾄ） 

・美容液のように溶け込み軽やかにﾌｨｯﾄ(MiMC ﾐﾈﾗﾙﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞ

ｰｼｮﾝ） 

・しっとりなめらかな肌触りのおしろい(ｾｻﾞﾝﾇ UV ｼﾙｸｶﾊﾞｰﾊﾟｳ

ﾀﾞｰ） 

・ｳｫｰﾀｰﾍﾞｰｽで伸びが良くかるくてみずみずしい(ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ ｳｫ

ｰﾀﾘｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

 

 

 

 
 

２０１９/春夏 ⑦ 
（つづき） 
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ベースメイク（ファンデーション） 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・ピュアな透明感、ｷﾒ細やかな軽やかさ（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽﾉｰﾎﾜｲﾄｼﾌｫﾝ） 

・ﾌｧﾝﾃﾞも美白もﾎﾜｲﾄﾆｽﾀ（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾎﾜｲﾄﾆｽﾀﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・新常識へ。美白美容液ﾌｧﾝﾃﾞ(ﾊｸ 薬用美白美容液ﾌｧﾝﾃﾞ） 

・白肌にﾒｲｸしながら、薬用美白ｹｱ（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾎﾜｲﾄﾆｽﾀﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・仕上げに ON で見違えるﾂﾔ肌の鉄板ｱｲﾃﾑ(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾐﾈﾗﾙﾊｲﾗｲﾄｸﾘ

ｰﾑ） 

・しっかりｶﾊﾞｰで紫外線を強力ｶｯﾄする(ｾｻﾞﾝﾇ UV ｼﾙｸｶﾊﾞｰﾊﾟｳﾀﾞ

ｰ） 

・ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄから肌を守る光ﾊﾞﾘｱﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（ﾚﾌﾞﾛﾝ ﾌｫﾄﾚﾃﾞｨｷｬﾝﾃﾞ

ｨｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・しなやかにﾌｨｯﾄして、くずれにくい(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾘﾌｫﾙﾑｸﾞﾛｳﾘｸｲﾄﾞ

UV) 

・みずみずしく涼やかで透明感のある肌に導く(ﾄﾜﾆｰ ｱｸｱﾊﾞﾗﾝ

ｽ） 

・一瞬で透明感。光放つ肌へ（ﾆｰﾙｽﾞﾔｰﾄﾞ ﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・内側から光を放つような艶肌に仕上げる（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｻﾞﾊﾟｳﾀﾞ

ｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・光を反射する 2 種のﾊﾟｳﾀﾞｰで厚塗りになることなく気になる

肌悩みをｶﾊﾞｰする(ﾏｷｱﾚｰﾍﾞﾙ 薬用ｸﾘｱｴｽﾃｳﾞｪｰﾙ） 

・透明感と、光によるたしかなｶﾊﾞｰ力を長時間実感できる（ｽﾘｰ 

ﾌﾛｰﾚｽｴｼﾘｱﾙﾌﾙｲﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・きめ細かいﾊﾟｰﾙで仕上げるｼｬｲﾆｰｽｷﾝ（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞﾌ

ｪｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・肌との一体感で、ﾂﾔやかなﾊﾘを演出する(ﾄﾜﾆｰｾﾝﾁｭﾘｰ ｻﾞﾌｧﾝﾃﾞ

ｰｼｮﾝ） 

・肌悩みを自然にｶﾊﾞｰし、くすみの目立たないつややかで繊細な

仕上がり（ｶﾈﾎﾞｳ ﾌﾙﾗﾃﾞｨｱﾝｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ｼﾐ、色ﾑﾗさえ、丁寧に作り込んだかのようにひとぬりにしてｸﾘ

ｱ(ｴｸｼｱ ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾎﾜｲﾄｴｸｽﾄﾘｰﾑ） 

・ﾊﾞｰﾑからｸﾘｰﾑ､ﾊﾟｳﾀﾞｰと 2 度のﾃｸｽﾁｬｰの変化でﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄのよう

なﾏｯﾄな仕上がりを実現する(ｱﾙﾏｰﾆ ﾊﾟﾜｰﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾝﾊﾟｸﾄ） 

・ｷﾒ細かくなめらか、明るい毛穴ﾚｽ肌を作る（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾎﾜｲﾄﾆｽﾀ

ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 
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メイク全体 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・たおやかに、力強く、咲く（ｶﾈﾎﾞｳ ﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・存在に、色と華（ｴｸｼｱ ﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・ﾐｽﾃﾘｱｽでｶﾗﾌﾙなﾏｰﾒｲﾄﾞﾗｸﾞｰﾝの世界へ(ｱﾅｽｲ ﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・透明感、光、影を思いのままに（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・鍵はあき、輝きが解き放たれる(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾎﾟｲﾝﾄﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・焼け付くような情熱を｢ｶﾙﾒﾝ」で彩る（ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ ﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・すべての瞬間、表情を輝かせることを目指す(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｶ

ﾗｰﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・非の打ちどころの無い仕上がりを実現する(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾍﾞ

ｰｽﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・肌ｻｲｴﾝｽが輝きを解き放ち、想像を超える美肌をもたらす(ｸﾚ

ﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｽｷﾝｹｱ） 

・一日一日を積み重ね、美しい人生へ。「時間美容」発想のｽｷﾝ

ｹｱ（ｶﾈﾎﾞｳ ｽｷﾝｹｱ） 

 <ﾁｰｸ> 

・空気をまとっているかのよう、蝶が舞うように繊細な表情へ（ｴ

ｸｼｱ ｺﾝﾌﾟﾚｸｼｮﾝﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・溶けてしまいそうななめらかなﾃｸｽﾁｬｰで頬をふんわり上気さ

せる(ｽﾘｰ ﾁｰｷｰｼｰｸﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・夏の肌にﾍﾙｼｰな血色感と立体感を演出する限定色(ﾙﾅｿﾙ ｶﾗｰﾘ

ﾝｸﾞｼｱｰﾁｰｸｽ） 

・ときめくﾂﾔと血色感を作る 2 色のﾁｰｸ（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾌﾞﾗ

ｯｼｭﾌﾞﾛｯｻﾑ） 

・ﾘｸｲﾄﾞならではの潤いに満ちたﾂﾔ感を演出する(ｽｯｸ ｼﾏｰﾘｸｲﾄﾞ

ﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・みずみずしい透明感､ﾂﾔめく発色で溶け込むように染め上げる

（ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ｼﾞｪﾙﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・ふんわり軽やか、ｼﾙｷｰなﾂﾔめきでなめらかに溶け込む（ｺｽﾒﾃﾞｺ

ﾙﾃ ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌﾞﾗｯｼｭ） 
 

 
 

メイク（アイ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメの機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 

・重ねるほど美を研ぎ澄ます(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾇｰｳﾞｪﾙｱｲｽﾞ） 

・色が冴え、光放つ眼差しへ（ｴｸｼｱ ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｱｲｶﾗｰ） 

・今を、未来を、永遠を､ｸﾘｽﾀﾙの眼差しの向こうに(ｽﾘｰ ﾃﾞｨﾒﾝｼｮ

ﾅﾙﾋﾞｼﾞｮﾝｱｲﾊﾟﾚｯﾄ） 

・ｷﾜまで狙いうち、ﾊﾟｳﾀﾞｰﾁｯﾌﾟでうるみ目もとに(ｴﾃｭｾ ﾁｯﾌﾟｵﾝｱｲ

ｶﾗｰ） 

・自由なｱｲ、翻弄するｱｲ、女性らしく魅惑的な眼差しへ（ｴｸｼｱ ｸ

ﾘｴｲﾃｨﾌﾞｱｲｶﾗｰ） 

・大人の遊び心をくすぐるｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟﾚｯﾄ(ﾙﾅｿﾙ ｻﾞﾗｲﾃｨﾝｸﾞｶﾗｰｱｲｽﾞ） 

・４つの質感で操る、光と影の鮮やかな立体感（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｺﾝﾄｩｱ

ﾘﾝｸﾞｱｲｼｬﾄﾞｳ） 

・ｱｸﾃｨﾌﾞで印象的なまなざしをつくる 4色セットの限定ｱｲｼｬﾄﾞｳ(ﾙ

ﾅｿﾙ ｺﾝﾄﾗｽﾃｨﾝｸﾞｶﾗｰｱｲｽﾞ） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・ﾃﾞｨｵｰﾙ史上初､ｹｱﾎﾞﾘｭｰﾑﾏｽｶﾗ誕生(ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾃﾞｨｵｰﾙｼｮｳﾊﾟﾝﾌﾟ&ﾎﾞﾘｭ

ｰﾑ） 

・惹きこまれるほど神秘的…瞬きのたびに魅せる目もとへ（ｴｸｼｱ 

ﾗｸﾞｼﾞｭﾘｱｽﾏｽｶﾗ） 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 

・目元を保湿ｹｱしながら、べたつかずにﾌｨｯﾄする(ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ ｿ

ﾘｯﾄﾞｱｲｶﾗｰ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

・落とすまでにじまない(ﾌﾛｳﾌｼ ｳｽﾞ） 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 

・ｱﾝﾆｭｲな目元を作るｱｲｶﾗｰ（ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾇｰｳﾞｪﾙｱｲｽﾞ） 

・重ねることですっきりとしたﾇｹ感がありながら洗練された眼

差しになる(ﾙﾅｿﾙ ｺﾝﾄﾗｽﾃｨﾝｸﾞｶﾗｰｱｲｽﾞ） 

・上品で奥行きのある瞳をつくる 4色ｱｲｶﾗｰ（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ｴﾀｰﾅﾙ

ｸﾁｭｰﾙｱｲｽﾞﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄ） 

・ﾐﾈﾗﾙの上品な輝きで春夏の目元を涼しげに彩る(MiMC ﾐﾈﾗﾙﾘｷ

ｯﾄﾞｼｬﾄﾞｰ） 

・4 つのｶﾗｰﾊｰﾓﾆｰで、輝く仕上がりを叶える(ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾄﾘｵﾌﾞﾘｯｸ

ﾊﾟﾚｯﾄ） 

・透けるﾂﾔと優しい色のｼｰｽﾙｰｱｲ（ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞｱｲｶﾗｰ） 

・夏の陽射しを受けて透明感ときらめきでﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸに輝く（ｼﾞﾙ

ｽﾁｭｱｰﾄ ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞﾙｰｾﾝﾄｱｲｽﾞ） 

・真珠のようなﾋﾟｭｱな透明感と贅沢なきらめき（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ｴﾀ

ｰﾅﾙｸﾁｭｰﾙｱｲｽﾞｼﾏｰ） 

・濡れたような艶、透明感、立体感を生むｱｲｶﾗｰ(ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ ｿﾘ

ｯﾄﾞｱｲｶﾗｰ） 

・ﾊﾟｰﾙが反射角度によって色を変え陰影感をｼｱｰに表現する(ｽﾘｰ 

ﾃﾞｱﾘﾝｸﾞｳﾞｫﾔｰｼﾞｬｰ） 
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メイク（アイ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメの機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

 

  <ｱｲﾗｲﾅｰ> 

・指先でかなえる流れる輝き、濡れ艶ｱｲｶﾗｰ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｱｲｸﾞﾛｳ

ｼﾞｪﾑ） 

・濃密ﾗｲﾝを自在に描くｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌの極細ｱｲﾗｲﾅｰ(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾌｧｲﾝﾗ

ｽﾃｨﾝｸﾞｼﾞｪﾙｱｲﾗｲﾅｰ） 

・まぶたの動きにフィットしてｼｬｰﾌﾟで印象的なﾗｲﾝを描く極細ｱ

ｲﾗｲﾅｰ(ｽｯｸ ｶﾗｰｲﾝｸﾘｸｲﾄﾞｱｲﾗｲﾅｰ） 

・発色が良く目じりのﾊﾈまできれいに描ける(ｾｻﾞﾝﾇ 極細ｱｲﾗｲﾅ

ｰ R 

・まつ毛の際も、曲線も、思いのままﾂﾔ感あふれる瞳に描く（ｺ

ｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞｼﾞｪﾙｱｲﾗｲﾅｰ） 

・ﾆｭｱﾝｽあふれる発色、しなやかなﾂﾔ感が特長(ｽﾘｰ ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞｼﾞｮ

ﾝｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｱｲﾗｲﾅｰ） 

<ｱｲﾌﾞﾛｳ> 

・まつ毛をしっかりとらえ、美しく塗布する(ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾊﾟﾝﾌﾟ&ﾌﾞ

ﾛｳ） 

・眉尻の 1本 1本まで繊細に描ける(ｾｻﾞﾝﾇ 超細芯ｱｲﾌﾞﾛｳ） 

・毛流れを整えながら、上品な艶とﾎﾞﾘｭｰﾑを与えて自眉のような

仕上がりを叶える(ｽｯｸ ﾎﾞﾘｭｰﾑｱｲﾌﾞﾛｳﾏｽｶﾗ） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・長さ、ｶｰﾙ､ﾂﾔ、まつ毛ｹｱも叶える妥協なしのﾏｽｶﾗ(ﾄｰﾝ ﾛﾝｸﾞﾗ

ｯｼｭﾏｽｶﾗ） 

・大胆に上品にﾎﾞﾘｭｰﾑｱｯﾌﾟ、しなやかにｶｰﾙするﾌｨﾙﾑﾏｽｶﾗ(ｴﾚｶﾞﾝ

ｽ ｽﾍﾟｸﾀｸﾙﾏｽｶﾗ） 

・まつげの果てまで濃く、深く、ふさふｓｶｰﾙで魅せるﾌｨﾙﾑﾏｽｶﾗ

(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾌﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾏｽｶﾗ） 

・ﾆｭｱﾝｽｶﾗｰが瞳の色や奥行きにまで表情を与える（ｽﾘｰ ｱﾄﾓｽﾌｪ

ﾘｯｸﾃﾞｨﾌｨﾆｼｮﾝﾏｽｶﾗ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（つづき） 
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メイク（リップ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

・虹が映る、雨のしずくを唇へ(ｽﾘｰ ﾗｯｼｭﾍﾟﾙｼｰﾄﾞﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・ｼｬｲﾝとﾏｯﾄ、情熱のﾘｷｯﾄﾞ(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭﾘｷｯﾄﾞﾐﾇ） 

・ｷｽをしても落ちない新ｷｽﾌﾟﾙｰﾌﾘｯﾌﾟﾃｨﾝﾄ(ﾃﾞｨｵｰﾙ ｱﾃﾞｨｸﾄﾘｯﾌﾟﾃ

ｨﾝﾄ） 

・輝きと発色をﾜﾝｽﾄﾛｰｸで(ｼｬﾈﾙ ﾙｰｼﾞｭｺｺﾌﾗｯｼｭ） 

・ﾜﾝｽﾄﾛｰｸで鮮やかな彩りの口元に(ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ｱﾝｸﾙｱﾝﾃﾙﾃﾞｨ） 

・1本で”抜け感”ﾘｯﾌﾟﾒｲｸが完成(ｵﾍﾟﾗ R ｼｱｰﾘｯﾌﾟｶﾗｰ） 

・見る者を魅了してしまう…光も色もしっくりとなじむ唇へ（ｴｸ

ｼｱ ｸﾘｽﾀﾙｸﾞﾛｽ） 

・鮮やかな色、豊満なﾂﾔ、ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰで華やぎのある唇（ｴｸｼｱ ﾌﾟ

ﾗｲﾑﾙｰｼﾞｭ） 

・星のようにきらめく輝きとﾊﾞｰﾑのような潤いに満たされる(ﾃﾞ

ｨｵｰﾙ ｱﾃﾞｨｸﾄｽﾃﾗｰｼｬｲﾝ） 

・やさしくて上品なｱｸｱとﾛｾﾞで、大人なﾛﾏﾝﾃｨｯｸﾑｰﾄﾞに(ﾗﾗﾌﾞｰｹ ﾙ

ｰｼﾞｭｸﾞﾛｯｼｰﾛﾏﾝﾃｨｯｸﾋﾟﾝｸ） 

・ｽﾓｰｷｰｵﾘｰﾌﾞと繊細なｼｬﾝﾊﾟﾝｶﾗｰで洗練されたﾛﾏﾝﾃｨｯｸﾑｰﾄﾞに（ﾗﾗ

ﾌﾞｰｹﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｯｼｰﾛﾏﾝﾃｨｯｸｺｰﾗﾙ） 

・美容ｵｲﾙ生まれの色とﾂﾔで、印象自在（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸﾙｰ

ｼﾞｭ EX) 

・ﾅﾁｭﾗﾙな自然由来成分を 80%配合し高い保湿力で唇に優しい

(ﾃﾞｨｵｰﾙ ｱﾃﾞｨｸﾄﾘｯﾌﾟﾃｨﾝﾄ） 

・唇を潤わせながら縦ｼﾞﾜもｶﾊﾞｰする（ｽﾘｰ ﾃﾞｱﾘﾝｸﾞﾘｨﾃﾞﾐｭｱﾘｯ

ﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・ﾃﾞﾘｹｰﾄな唇を植物由来のｵｲﾙとｴｷｽでｹｱする(ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ ﾄﾘｰﾄ

ﾒﾝﾄﾘｯﾌﾟｵｲﾙﾓｱ） 

・ﾌﾙｰﾂｵｲﾙで唇をいたわりながら、UV もしっかりｶｯﾄする(MiMC 

ﾐﾈﾗﾙｶﾗｰﾘｯﾌﾟ） 

・とろーりとろけて、ふわっと染まるｸｯｼｮﾝﾘｯﾌﾟ(ﾚﾌﾞﾛﾝ ｷｽｸｯｼｮ

ﾝﾘｯﾌﾟﾃｨﾝﾄ） 

・塗り方を変えるだけでﾋﾟｭｱな仕上がりからｵﾄﾅっぽい仕上がり

まで変えられる（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸﾙｰｼﾞｭ EX） 

・肌の色にかかわらず口紅の色を似合う色に変えるﾁｪﾝｼﾞｬｰｶﾗｰ

(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｽｷﾝｼﾝｸﾛﾙｰｼﾞｭ） 

・軽いのに印象的な唇に仕上がるﾂﾔ色ﾘｯﾌﾟ（資生堂 ﾗｯｶｰｲﾝｸﾘｯ

ﾌﾟｼｬｲﾝﾋﾟｺ） 

・唇に吸い付くようになめらかに伸び広がり唇の色と交わるｸﾞﾛ

ｰﾘｯﾌﾟ(ｽﾘｰ ﾃﾞｱﾘﾝｸﾞﾘｨﾃﾞﾐｭｱﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・ﾜﾝｽﾄﾛｰｸで鮮やかな彩りの口元に仕上がる(ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ｱﾝｸﾙｱﾝﾃﾙ

ﾃﾞｨ） 

・ﾜﾝｽﾄﾛｰｸで唇に明るい発色と輝きを同時にもたらす(ｼｬﾈﾙ ﾙｰ

ｼﾞｭｺｺﾌﾗｯｼｭ） 

・ひと塗りで上質なﾂﾔとみずみずしい発色（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾘｯﾌﾟﾌﾞ

ﾛｯｻﾑ） 

・くっきり発色のよさとﾂﾔで魅了するﾘｷｯﾄﾞﾙｰｼﾞｭ(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ 

ﾙｰｼﾞｭﾘｷｯﾄﾞﾐﾇﾌﾞﾘｱﾝ） 

・水が弾けるような軽い感触でクリアな発色が続く（資生堂 ｳﾞ

ｨｼﾞｮﾅﾘｰｼﾞｪﾙﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・磨き抜かれたﾂﾔ、奥深い発色、みずみずしい色つづく(ｴﾚｶﾞﾝｽ 

ﾘｸｲｯﾄﾞﾙｰｼﾞｭﾋﾞｼﾞｭｰ） 

・発色のきれいなｿﾙﾄﾏｯﾄ仕上がりで顔の印象を引き立てる(ｶﾈﾎﾞ

ｳ ｲﾝﾃﾝｽｸﾚﾖﾝﾙｰｼﾞｭ） 

・ﾋﾟｭｱな彩りとｾﾐﾏｯﾄな質感（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾘｯﾌﾟﾌﾞﾛｯｻﾑﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄ） 

・潤いを保ちながら自然なｾﾐﾏｯﾄな仕上がりが長時間続く(ｼﾞﾊﾞﾝ

ｼｰ ﾙｰｼﾞｭｼﾞﾊﾞﾝｼｨ） 

・肌に溶け込む柔らかさでﾏｯﾄなのに軽い(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭﾘ

ｷｯﾄﾞﾐﾇﾏｯﾄ） 

・ﾏｯﾄﾘｯﾌﾟでありながらつけていることを忘れてしまう軽やかな

ﾀｯﾁ(ｽﾘｰ ﾃﾞｱﾘﾝｸﾞﾘｨﾃﾞｨｽﾃｨﾝｸﾄﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・まるで塗ってないかのような薄い膜感のある仕上がり(ﾛﾚｱﾙﾊﾟ

ﾘ ﾙｰｼﾞｭｼｸﾞﾈﾁｬｰ） 

・唇を弾むように生き生きと見せながら、肌まで美しい印象に見

せる(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭｱﾚｰﾌﾞﾙ n） 

・肌までみずみずしく明るく見せるﾐﾗｰｼｬｲﾝ仕上がり（ｼｬﾈﾙ ｺｺ

ﾌﾗｯｼｭ） 

・ﾚﾌ板効果で全方向から光を集め、ふっくら弾むような立体感を

演出する(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭﾙﾐﾇ） 
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メイク（リップ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

  ・多種のｵｲﾙを配合し唇に吸い付くようにﾂﾔ感のある仕上がりを

もたらす(ｽﾘｰ ﾃﾞｱﾘﾝｸﾞﾘｨﾃﾞﾐｭｱﾘｯﾌﾟｼﾃｨｯｸ） 

・透けるｷﾚｲ色落ちずに続く（ｵﾍﾟﾗ ﾘｯﾌﾟﾃｨﾝﾄ N) 

・ｺﾞｰﾙﾄﾞの輝き､ｵﾚﾝｼﾞの温かさ、ﾌﾞﾗｯｸの奥行きでﾆｭｱﾝｽの変化

を楽しめる(ｼｬﾈﾙ ﾙｰｼﾞｭｺｺﾌﾗｯｼｭ） 

 
 

 

 

ヘアケア 
 

 

 コミュニケーションワード ヘアケアコスメのケア機能 ヘアケアコスメのメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・夏髪、ｸｰﾙに冴えて(ﾛｸｼﾀﾝ ﾌｧｲﾌﾞﾊｰﾌﾞｽﾋﾟｭｱﾌﾚｯｼｭﾈｽｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・美しさの秘密は肌の色に合った髪色にある(ﾘｸｲｰﾙ ｴｯｾﾝｽｸﾞﾛｰ

ｶﾗｰ） 

・泡立ち、香り立ち、洗い上がり、ｵｰｶﾞﾆｯｸｼｬﾝﾌﾟｰもここまで進

化！(ﾀﾞｲｱﾝﾎﾞﾇｰﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ ｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・ｽｷﾝｹｱ発想で年齢髪にﾊﾘとﾂﾔを(ｼﾞｰﾉ ｱﾐﾉﾘﾊﾞｲﾀﾗｲｽﾞｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・ﾀﾞﾒｰｼﾞを補修して毛先までしっとり！(ｼﾞｰﾉ ｱﾐﾉﾘﾊﾞｲﾀﾗｲｽﾞﾄﾘ

ｰﾄﾒﾝﾄ） 

・髪や頭皮の不要なものを吸着してｵﾌ(ｱﾙｼﾞﾀﾙ ﾋﾟｭﾘﾌｧｲﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟ

ｰ） 

・べたついてへたる髪も 1 日ｻﾗｻﾗふんわり(ｼﾞｮｳﾞｧﾝﾆ ﾄﾞﾗｲｼｬﾝ

ﾌﾟｰ） 

・べたつかず、髪の内側まで浸透してﾀﾞﾒｰｼﾞを補修し、ｻﾗｻﾗの

ﾂﾔ髪にする(ﾌｧﾝｹﾙ ｼﾙｷｰﾍｱｴｯｾﾝｽ） 

・髪内部に保湿補修成分が浸透し、ｻﾗｻﾗ髪を持続させる(ﾊﾟﾝﾃｰ

ﾝ ﾐｾﾗｰ） 

・乾燥などの外的要因から髪を守り、濃密美容成分がﾀﾞﾒｰｼﾞﾍｱ

を集中補修する(ｼﾞｮﾝﾏｽﾀｰｵｰｶﾞﾆｯｸ H&H ﾘﾍﾟｱﾍｱﾏｽｸ） 

・潤いを守りながら、汚れをすっきり落とす(ﾌｧﾝｹﾙ ﾏｲﾙﾄﾞｸﾚﾝ

ｼﾞﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・ｸﾞﾘｰﾝｸﾚｲで髪や頭皮に溜め込んだ汚れや余分な皮脂を取り除

く(ｱﾙｼﾞﾀﾙ ﾋﾟｭﾘﾌｧｲﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・ﾐｸﾛｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ成分が髪と地肌の毛穴に入り込み、落としきれな

かった汚れを吸着する（ﾊﾟﾝﾃｰﾝ ﾐｾﾗｰ） 

・ﾀﾞﾒｰｼﾞ補修、ｷｭｰﾃｨｸﾙを整えながらﾂﾔ色を守る(ﾙｸﾞﾗﾅﾁｭﾚ ﾍｱ

ｹｱｼﾘｰｽﾞ） 

・4つのｵｰｶﾞﾆｯｸ成分から作られ、頭皮や髪にやさしい(ｻﾞﾌﾟﾛﾀﾞ

ｸﾄ ﾄﾞﾗｲｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・ｽﾄﾚｽﾌﾙな髪と頭皮を花々のｴｷｽとｺｰﾝｼﾙｸで理想的な状態にする

(ｼﾞｮｳﾞｧﾝﾆ ﾗｸﾞｼﾞｭﾘｱｽｼｬﾝﾌﾟｰ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・ﾘﾝｽなしでも髪にﾊﾘｺｼが生まれる（うるおって ﾅﾁｭﾗﾙｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・細く弱った髪を根元から立ち上げ、ﾎﾞﾘｭｰﾑｱｯﾌﾟする(ﾌｧﾝｹﾙ ﾎﾞ

ﾘｭｰﾑｱｯﾌﾟｼｬﾝﾌﾟｰ） 

 

・1回で驚きの染め上がり。新しい泡のｷﾗﾘ(ﾅﾉｴｯｸﾞ ｷﾗﾘ） 

・梅雨でもふんわり髪ｷｰﾌﾟ（ﾘｸｲｰﾙ ﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ） 
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その他 

 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 コスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

<ﾎﾞﾃﾞｨ> 

・ﾊｯﾋﾟｰ咲いた。春がひらいた(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ さくらほの香ﾎﾞﾃﾞｨ

ｿｰﾌﾟ） 

・ぷるん、肌も気分もｼﾞｭｰｼｰ(ﾛｸｼﾀﾝ ｼﾄﾗｽｳﾞｧｰﾍﾞﾅﾎﾞﾃﾞｨｼﾞｪﾘｰ） 

・肌を引き締めるために開発！ｳﾞｪﾚﾀﾞ人気№１ｵｲﾙ（ｳﾞｪﾚﾀﾞ ﾎﾜ

ｰﾄﾊﾞｰﾁﾎﾞﾃﾞｨｵｲﾙ） 

・大人の幸福感。美しいﾎﾞﾃﾞｨを手に入れる(ｲﾄﾘﾑ ｴﾚﾒﾝﾀﾘｰﾎﾞﾃﾞ

ｨｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・ﾌﾗｯﾍﾟみたいな冷感をﾎﾞﾃﾞｨに(ﾛｸｼﾀﾝ ｳﾞｧｰﾍﾞﾅﾌﾗｯﾍﾟﾎﾞﾃﾞｨｸﾘｰ

ﾑ） 

<ﾈｲﾙ> 

・春の訪れに心躍るﾎﾟｯﾌﾟな彩り（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾈｲﾙﾗｯｶｰ R) 

・大人にこそ似合う色、ﾂﾔ…知を忍ばせた軽やかな指先へ（ｴｸｼ

ｱ ﾈｲﾙｶﾗｰ S) 

<ﾎﾞﾃﾞｨ> 

・心地よく潤うﾎﾞﾃﾞｨｹｱ(ｲｸﾞﾆｽ ﾗｳﾞｪﾘｯｼｭ） 

・ﾏｸﾞﾈｯﾄのような吸着効果で毛穴内部の肌表面の不要な角層を

取り除く（ｲﾌﾟｻ ﾙﾐﾅｲｼﾞﾝｸﾞﾎﾞﾃﾞｨｸﾚｲ） 

・背中、お尻、V ﾗｲﾝなどの様々な肌を一斉ｹｱする(ﾀｶﾐ ｽｷﾝﾋﾟｰ

ﾙﾎﾞﾃﾞｨ） 

・肌引き締め、保湿効果の高いﾊｰﾌﾞｴｷｽ配合のｼﾞｪﾙ（ﾗ・ｶｽﾀ ﾚｯ

ｸﾞｼﾞｪﾙ RH) 

・保湿成分ｱﾛｴﾍﾞﾗｴｷｽを配合して肌をみずみずしく洗い上げる(ﾛ

ｸｼﾀﾝ ｼﾄﾗｽｳﾞｧｰﾍﾞﾅﾋﾞｰｽﾞｲﾝｼｬﾜｰｼﾞｪﾙ） 

・潤いとﾂﾔを届けて幸福感あふれる肌へ導く（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ｸﾘｽﾀ

ﾙﾌﾞﾙｰﾑｴｯｾﾝｽﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｰﾑ） 

<ﾎﾞﾃﾞｨ> 

・夏に向かってぷるぷる感触の保湿ｼﾞｪﾙが肌をひきしめ、つやや

かなﾎﾞﾃﾞｨへ(ﾛｸｼﾀﾝ ｼﾄﾗｽｳﾞｧｰﾍﾞﾅﾎﾞﾃﾞｨｼﾞｪﾘｰ） 

<ﾈｲﾙ> 

・上品な艶、鮮やかな発色が続く（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾈｲﾙｴﾅﾒﾙ） 

・落ち着いた色彩が爪の上で見たままに発色する(ｽﾘｰ ﾈｲﾙﾎﾟﾘｯ

ｼｭ） 

・夏の陽射しに映える、目が覚めるようなﾈｲﾙｶﾗｰの限定色(ﾙﾅｿﾙ 

ﾈｲﾙﾌｨﾆｯｼｭ N) 

・ｼﾞｭｴﾘｰのような美しさにときめくﾈｲﾙｶﾗｰ（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾈｲﾙﾗｯｶ

ｰ） 

・異なる質感でﾂﾔもﾌｫｷﾞｰも自由自在(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｼｭ

ﾌﾞﾛｯｻﾑ） 

・肌の上ですっと溶けるｿﾙﾍﾞのようなｼﾞｪﾙ(ﾛｸｼﾀﾝ ﾐﾝﾄｳﾞｧｰﾍﾞﾅｿ

ﾙﾍﾞﾎﾞﾃﾞｨｼﾞｪﾙ） 
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スキンケア(洗う・落とす) 

 

 成分・剤型 機能・効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・ﾓﾛｯｺ溶岩ｸﾚｲが、毛穴汚れや古い角質をすっきりとｵﾌする(ｵﾙﾋﾞｽ ﾕｰｳｫｯｼｭ） 

・化粧水の浸透感が見違えるｸﾚｲ配合のﾌﾞｰｽﾀｰ洗顔（ｵﾙﾋﾞｽ ﾕｰｳｫｯｼｭ） 

・天然ｸﾚｲが不要な汚れを取り除きながらｷﾒ細やかな泡でやさしく洗い上げる(ｽﾁｰﾑｸﾘｰﾑ ｿｰﾌﾟ） 

・ﾏｯｻｰｼﾞにも使える高機能ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ（ｼｰﾎﾞﾝ ﾌｪｲｼｬﾘｽﾄﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾏｾ） 

・ﾏｯｻｰｼﾞしやすい弾力炭酸泡が汚れとくすみをしっかり吸着する(ｵﾊﾞｼﾞＸ ﾌﾞｰｽﾄﾑｰｽｳｫｯｼｭ） 

・くすみを落とすﾓｺﾓｺ炭酸泡洗顔(ﾗﾌﾗ ﾏｼｭﾏﾛｵﾚﾝｼﾞ） 

・保湿成分入りの泡なのにｽｯｷﾘ､ｷﾒの整った肌に洗い上げる（ﾙｼｪﾘ ｸﾘｰﾑｳｫｯｼｭ） 

・やさしい泡でふんわり包み込んでしっとりと磨く(ｲｸﾞﾆｽ ﾌﾞﾗﾝﾐﾙｸｿｰﾌﾟ） 

・ｷﾒ細かくやわらかな泡で毛穴のすみずみまで汚れをｵﾌする(ｽﾘｰ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾌｫｰﾑ R) 

・ｸﾘｰﾐｨでｷﾒ細やかな泡が皮脂汚れをやさしくｵﾌする(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾓｲｽﾁｬｰﾌｫｰﾑ） 

・ｷﾒ細かい濃密泡がﾍﾀらず、肌をこすらずに洗い上げる(ﾗﾌﾗ ﾏｼｭﾏﾛｵﾚﾝｼﾞ） 

・ｷﾒ細かく濃密なもっちり泡でしなやかな肌に洗い上げる(ｲﾝﾌｨﾆﾃｨ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｳｫｯｼｭ） 

・濃密泡が老廃物を包んでしっとり洗い上げ、次に使う化粧水をなじみやすくする(ｴｸｲﾀﾝｽ ﾎﾜｲ

ﾄﾛｼﾞｰﾌｪｲｼｬﾙﾌｫｰﾑ） 

・泡立てずｸﾘｰﾑでいたわりながらなめらかに磨く(ｲｸﾞﾆｽ ﾌﾞﾗﾝｳｫｯｼｭｿｰﾌﾟ） 

・なめらかなｸﾘｰﾑが肌の上でｵｲﾙに変化する(ｲﾝﾌｨﾆﾃｨ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ） 

・天然成分ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙがﾒｲｸや毛穴の汚れをすっきり落とし、なめらかに洗い上げる(ｴｸｲﾀﾝｽ ﾎﾜｲﾄ

ﾛｼﾞｰｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・天然由来成分のはたらきでしっとり柔らかにｽｷﾝｹｱ効果にもこだわる（ｱｳｪｲｸ ﾃｲｸｲｯﾄｵｰﾙｸﾚﾝｼﾞ

ﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・植物由来の洗浄成分がﾒｲｸや皮脂汚れをすばやく落とす（ﾃﾞｭｵ ｻﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾞｰﾑ） 

・肌に優しい植物由来の AHAが作用して、つるつるの素肌に導く（ｱｳｪｲｸ ｱﾗｲｽﾞ&ｼｬｲﾝﾌｪｲｼｬﾙﾊﾞｰ） 

・ｱｽﾀｷｻﾝﾁﾝ配合のﾀﾞﾌﾞﾙ洗顔不要のｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙ(ｱｳｪｲｸ ﾊﾛｰｸﾘｰﾝﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾘｰ） 

・ふんだんに配合した美容成分が働き理想の肌を作る（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾐﾘｵﾘﾃｨﾘﾍﾟｱｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ） 

・美容ｵｲﾙを 5種類配合し、角栓、皮脂を落とし、潤いをｷｰﾌﾟする(ｱﾃﾆｱ ｽｷﾝｸﾘｱｸﾚﾝｽﾞｵｲﾙ） 

・31種類の美容成分で洗顔しながら潤いあふれる肌に導く（ﾃﾞｭｵ ｻﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾞｰﾑ） 

・植物油やﾎﾞﾀﾆｶﾙｳｫｰﾀｰをﾌﾞﾚﾝﾄﾞし、目もと口元のﾒｲｸをひと拭きで落とす(ｽﾘｰ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄﾒ

ｲｸｱｯﾌﾟﾘﾑｰﾊﾞｰ R) 

・顔も体も洗え、ﾒｲｸも落とすｵｰｶﾞﾆｯｸｿｰﾌﾟ(ｻﾞﾊﾟｰﾌｪｸﾄｱﾝｶｰ ﾋﾟｭｱｶｽﾁｰﾙｿｰﾌﾟ） 

・ひたして浮かせてからめとり、ｽｷﾝｹｱの浸透感がよい肌に導く(ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ﾘｾｯﾄｸﾘｱ） 

・落とすのは汚れだけ、使うほどに肌の潤い力ｱｯﾌﾟ（ﾌｧﾝｹﾙ 洗顔ﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・肌の明るさを左右するくすみまですっきりｵﾌする(ｱｳｪｲｸ ﾊﾛｰｸﾘｰﾝﾀﾞﾌﾞﾙｸﾚﾝｼﾞｮｲﾝｸﾞｼﾞｪﾘｰ） 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞに悩む肌を考え、肌になじんでﾒｲｸとくすみを落とす(ｵﾊﾞｼﾞＸ ﾐﾙｸｼﾞｪﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ） 

・不要な角質をｵﾌして次に使用するｱｲﾃﾑの浸透力をｻﾎﾟｰﾄする(ｱｳｪｲｸ ﾘﾃｸｽﾁｭｱﾗｲｼﾞﾝｸﾞｾﾗﾑ） 

・古くなった角質や肌の汚れを取り去り、かたくなった肌をやわらかくする(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾌｧﾝｺﾞ W ｸ

ﾚﾝｽﾞ） 

・酵素で角質ｹｱしながらﾒｲｸも毛穴汚れも落とす（ﾙｼｪﾘ 酵素ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・潤いを守りながら毛穴の汚れをしっかり落とす(ﾊｰﾊﾞｰ ｽｸﾜｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ） 

・毛穴汚れもくすみも消える温感ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ(ﾗﾌﾗ ﾊﾞｰﾑｵﾚﾝｼﾞ） 

・水つや肌を阻む毛穴の汚れをｹｱする(ﾙﾅｿﾙ ｽﾑｰｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙｳｫｯｼｭ）・ﾏｯｻｰｼﾞにも使える高機能ｸﾚﾝ

ｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ（ｼｰﾎﾞﾝ ﾌｪｲｼｬﾘｽﾄﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾏｾ） 
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スキンケア(整える・与える) 
 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・原液を混ぜ、集中保湿する(ﾁｭｰﾝﾒｲｶｰｽﾞ 原液美容液） 

・感動の保湿力で透明感あふれるしなやかな肌へ導く（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞ

ｰﾃ ﾛｰｼｮﾝｲﾄﾞﾛ Aｎ) 

・寒暖差による乾燥から肌を守る（ｄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｶﾝﾀﾞﾝﾊﾞﾘｱｴｯｾﾝｽ） 

・乾燥で硬くなった肌をほぐすようにやわらげて肌荒れを防ぐ(ﾄﾜ

ﾆｰ ｴｽﾃｨﾁｭｰﾄﾞﾗｸﾞｼﾞｪｵｲﾙｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ） 

・水分と油分のﾊﾞﾗﾝｽを整え、冬のｶｻつきがちな肌をなめらかにす

る(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ） 

・冬の肌ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝをやわらかにほぐし、密な潤いのﾊﾞﾘｱで守る（ﾌ

ｧﾝｹﾙ ｴｸｽﾄﾗﾌﾟﾚｼｬｽｵｲﾙ） 

・ｽｰｯと浸透し、潤いを極める(ﾁｭｰﾝﾒｲｶｰｽﾞ 原液保湿水） 

・肌に素早く浸透して水分を抱え込み、肌表面に留まって潤いを逃

がさない(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾌｪｲｼｬﾙｵｲﾙｾﾗﾑ） 

・肌にしっかりと潤いを惹きこむﾌﾞｰｽﾀｰ(ﾁｭｰﾝﾒｲｶｰｽﾞ ｾﾗﾐﾄﾞ 200） 

・肌の中まで潤して守り、内側から潤って肌が柔らかくなる(ﾁｭｰﾝ

ﾒｲｶｰｽﾞ 原液保湿ｸﾘｰﾑ） 

・朝の肌に必要な心地よい潤いが長時間続く（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｴﾏﾙｼﾞ

ｮﾝﾌﾟﾛﾃｸﾄｩﾘｽ n） 

・とろみが弾けて浸透し肌を潤いで満たす（ｵﾙﾋﾞｽ ﾕｰﾛｰｼｮﾝ） 

・とろみがすっと肌になじみすみずみまで潤いでみたす(ｵﾊﾞｼﾞＸ 

ﾘﾌﾄﾛｰｼｮﾝ） 

・角質層を上質な潤いで満たす(ｴｸｲﾀﾝｽ ﾎﾜｲﾄﾛｼﾞｰﾛｰｼｮﾝ） 

・角層の奥深くまで浸透し潤いﾊﾞﾘｱを高める(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝ

ｸﾞｾﾗﾑ） 

・角層深くまで浸透して潤いを逃がさない(ﾄﾜﾆｰ ｾﾗﾑｲﾝｸﾘｰﾑ） 

・角質層までｽｰｯと入り込み、美容ﾊﾟｯｸ級に潤う(ﾗﾌﾗ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾛｰｼ

ｮﾝ） 

・角層のすみずみまでｽｯと浸透し、透明感、ﾊﾘ感のある肌へ導く(ｽ

ﾘｰ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ R) 

・角層最深部に浸透し潤いで次に使う美容液のなじみが良くなる

(ｿﾌｨｰﾅ ﾍﾞｰｽｹｱｾﾗﾑ） 

・角層深くまで保湿し潤いに満ちた肌へ導く(ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ﾊｲﾄﾞﾛｼﾞｰﾆ

ｱｽ） 

・角層深く潤いで満たし、ﾊﾘ、ﾂﾔを与える（ﾙｼｪﾘ ﾘﾌﾄｸﾞﾛｳﾛｰｼｮﾝ） 

・角質層のすみずみへ浸透し、水分を補い肌にﾊﾘを与える(ﾑｸﾅ ﾓ

ｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ） 

・肌に潤いをめぐらせﾊﾘを与える(ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ﾎﾜｲﾄｼﾞｰﾆｱｽ） 

・なめらかな潤い膜で包み込みﾊﾘ肌に導く（ｵﾙﾋﾞｽ ﾕｰﾓｲｽﾁｬｰ） 

 

・酵素を手掛かりに肌の生まれ変わりをｻﾎﾟｰﾄする（ｴﾘｸｼｰﾙ ｸ

ﾗﾘﾌｨｯｸ） 

・寒暖差に着目し、ｶﾝﾀﾞﾝﾊﾞﾘｱｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ配合で潤いﾊﾞﾗﾝｽを整え

る（d ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｶﾝﾀﾞﾝﾊﾞﾘｱｴｯｾﾝｽ） 

・肌は脳と同じように自ら考え、さまざまな情報を処理する能

力を持つというﾌﾞﾚｲﾝｽｷﾝ理論に着目している(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ 

ｾﾗﾑﾘｯｻｰﾘｰｽﾞＳ） 

・皮脂の成分と似ているので肌なじみが良い(ﾒﾙｳﾞｨｰﾀ ｱﾙｶﾞﾝｵｲ

ﾙ） 

・ﾋﾄ型ﾅﾉｾﾗﾐﾄﾞがﾊﾘと潤いをもたらす(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ｼﾞｪﾘｰｱｸｱﾘｽﾀ） 

・高濃度ﾅﾉｾﾗﾐﾄﾞが角質層へ浸透し乾燥する肌をなめらかに整え

る(ﾁｭｰﾝﾒｲｶｰｽﾞ ｾﾗﾐﾄﾞ 200） 

・保水性に優れたｸﾞﾙｺｼﾙｾﾗﾐﾄﾞを配合(ﾑｸﾅ ﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ&

ﾐﾙｸ） 

・ｾﾗﾐﾄﾞが角質層のすみずみまで浸透し、一日中潤いが続く(ｱｸｾ

ｰﾇ ﾓｲｽﾄﾊﾞﾗﾝｽﾛｰｼｮﾝ） 

・りんご水配合でたっぷり潤う(ｲｸﾞﾆｽ ｽｷﾝｴﾃﾞﾝ） 

・濃密ｽｸﾜﾗﾝの力をすばやく届けて徹底的な潤いﾁｬｰｼﾞが続く

（DHC ﾅﾉｽｸﾜﾗﾝｴｯｾﾝｽﾛｰｼｮﾝ） 

・薬用成分、美容成分を角層のすみずみまで届けて潤いで満たす

（DHC Q ﾃﾞｨｰﾌﾟﾓｲｽﾁｭｱﾗｲｼﾞﾝｸﾞｾﾗﾑ） 

・化粧水にﾌﾞｰｽﾀｰ機能をﾌﾟﾗｽして内部への潤い循環をｻﾎﾟｰﾄする

(ﾗﾌﾗ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾛｰｼｮﾝ） 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ複合成分がﾊﾘ、潤い、ﾂﾔをもたらす(ｱﾍﾞﾝﾇ ﾐﾙｷｰｼﾞ

ｪﾙｴﾝﾘｯﾁ） 

・ﾊﾘﾊﾞﾘｱｴﾝﾊﾝｻｰが肌の内側からﾊﾞﾘｱ機能にｱﾌﾟﾛｰﾁして長時間ﾊﾘ

が持続する（ｵﾙﾋﾞｽ ﾃﾞｲｴｯｾﾝｽ） 

・ﾊﾘ生成ﾋｱﾙﾛﾝ酸配合で年齢肌にｱﾌﾟﾛｰﾁする（ｷｭｰﾄﾋﾟｱ ﾋｱﾛﾜﾝ） 

・美肌成分を高濃度に詰め込みふっくら弾力感を与える(ｲﾝﾌｨﾆﾃ

ｨ ｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・純粋ﾚﾁﾉｰﾙでｼﾜを改善する(ｴﾘｸｼｰﾙ ｼｭﾍﾟﾘｴﾙｴﾝﾘｯﾁﾄﾞﾘﾝｸﾙｸﾘｰﾑ

Ｌ） 

・純粋ﾚﾁﾉｰﾙ配合でｼﾜを改善する(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｾﾗﾑﾘｯｻｰﾘｯｽﾞ S) 

・薬用有効成分純粋ﾚﾁﾉｰﾙ配合でｼﾜを改善する(ｴﾘｸｼｰﾙ ﾘﾝｸﾙｸﾘｰ

ﾑ） 

・薬用有効成分純粋ﾚﾁﾉｰﾙでｼﾜを改善しながら 4MSK で美白する

(資生堂 ﾘﾝｸﾙﾘﾌﾄﾃﾞｨｰﾌﾟﾚﾁﾉﾎﾜｲﾄ 4） 

・使うたびにﾚﾁﾉｰﾙｶﾌﾟｾﾙが弾け、なめらかで引き締まった肌へ導

く（資生堂 ﾍﾞﾈﾌｨｱﾝｽﾘﾝｸﾙｽﾑｰｼﾞﾝｸﾞｺﾝﾄｱｾﾗﾑ） 

・肌を構成する表皮､真皮層へﾘﾝｸﾙﾅｲｱｼﾝがｱﾌﾟﾛｰﾁし、効果を発揮

する(ｸﾞﾚｲｽﾜﾝ ﾘﾝｸﾙｹｱ） 

・ｼﾜ改善有効成分ﾘﾝｸﾙﾅｲｱｼﾝが表皮と真皮の両方にｱﾌﾟﾛｰﾁしｼﾜ悩

みに効果を発揮する(ｺｰｾｰﾙｼｪﾘ ﾘﾝｸﾙﾘﾍﾟｱﾛｰｼｮﾝ&ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・ﾋﾄ幹細胞培養液配合の高機能還元性ｲｵﾝが透明肌をもたらす（ｴ

ｰﾌﾟﾗｽ 導入美容液） 

・光ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼｰﾙﾄﾞを配合し、明るくﾍﾙｼｰな美肌に整える(ｴｸｲﾀﾝｽ 

光ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ） 
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スキンケア(整える・与える) 
 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 
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・濃密潤いｳﾞｪｰﾙで肌のﾊﾘをｹｱ&ｷｰﾌﾟする(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ｸﾘｰﾑ） 

・濃密な潤いで弾力感にｱﾌﾟﾛｰﾁし、ﾊﾘ感に満ちたしなやかな肌に導

く(ｽﾘｰ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞｸﾘｰﾑ R) 

・土台が変わり、ﾊﾘと潤いが溢れ出す(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ｼﾞｪﾘｰｱｸｱﾘｽﾀ） 

・これひとつで濃密ﾊﾘ肌へ導く(ｱﾍﾞﾝﾇ ﾐﾙｷｰｼﾞｪﾙｴﾝﾘｯﾁ） 

・冬の乾燥をはねかえすような、ﾊﾘ感へ満ちた肌へ導く（ｽｯｸ ﾏｽ

ｷｭﾚｲﾄ） 

・肌のｷﾒを整えてﾊﾘのある肌へ導く(ﾒﾙｳﾞｨｰﾀ ｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙ） 

・ﾊﾘに焦点を合わせ引き締まったﾌｪｰｽﾗｲﾝの肌印象へ導く（ｸﾚﾄﾞﾎﾟ

ｰﾎﾞｰﾃ ｾﾗﾑﾗﾌｪﾙﾐｻﾝ S)・美容液のような充実感でﾊﾘのある肌をも

たらす(ﾄﾜﾆｰ ｾﾝﾁｭﾘｰﾌﾟﾗｲﾑﾛｰｼｮﾝⅠⅡ） 

・なめらかに整えてふっくらとしたﾊﾘ肌に導く(ｲｸﾞﾆｽ ﾍｳﾞﾝｽｲｯﾁ） 

・冬のﾊﾘつや肌は夜に作る(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾅｲﾄﾁｬｰｼﾞｸﾘｰﾑ） 

・ﾊﾘつや湧き上がる美容化粧水(ｲﾝﾌｨﾆﾃｨ ｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄﾛｰｼｮﾝ） 

・ﾊﾘと潤いを与え、つや玉続く(ｴﾘｸｼｰﾙ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ） 

・豊かな潤いを与えﾊﾘつやのあるｼﾙｸｽｷﾝへと導く(ｶﾈﾎﾞｳｾﾝｻｲ AS ﾏ

ｲｸﾛﾑｰｽﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・瞬時に肌になじみ、なめらかでふっくら柔らかな肌へ導く（ｸﾚﾄﾞ

ﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｾﾗﾑ） 

・複合的なｴｲｼﾞﾝｸﾞ悩みに、根本ｹｱをほどこす(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ｼﾞｪﾘｰｱｸｱﾘ

ｽﾀ） 

・複合化する乾燥､ﾊﾘ不足などの肌悩みを未然に防ぐｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ薬

用化粧水(ｱﾙﾃｨﾐｭｰﾝ RV ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｿﾌﾅｰ） 

・乾燥、ﾊﾘのなさのｴｲｼﾞﾝｸﾞｻｲﾝをｹｱして弾むような肌へ導く(ﾍﾞﾈﾌ

ｨｱﾝｽ ﾘﾝｸﾙｽﾑｰｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑｴﾝﾘｯﾁﾄﾞ） 

・角層まで潤いで満たす薬用ｼﾜ改善化粧水（ｺｰｾｰﾙｼｪﾘ ﾘﾝｸﾙﾘﾍﾟｱﾛ

ｰｼｮﾝ） 

・潤いを補って乾燥による小ｼﾞﾜを目立たなくする(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾓ

ｲｽﾁｭｱｺﾝﾄﾛｰﾗｰ） 

・冬も乾燥による小ｼﾞﾜを目立たなくし、ﾊﾘと透明感あふれる肌へ

導く(資生堂 RV ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｿﾌﾅｰ） 

・ｼﾜ､ｼﾐにまとめてｱﾌﾟﾛｰﾁしｹｱする（ｵﾙﾋﾞｽ ﾘﾝｸﾙﾎﾜｲﾄｴｯｾﾝｽ） 

・小ｼﾞﾜがﾂﾙﾝっとタマゴ肌になる(珠肌のうみつｸﾘｰﾑ ﾌｭｰﾁｬｰﾗﾎﾞ） 

・ｼﾜを改善し、年齢ｻｲﾝを目立たせない肌へ導く(ｸﾞﾚｲｽﾜﾝ ﾘﾝｸﾙｹ

ｱ） 

・ｼﾜ改善と美白のﾀﾞﾌﾞﾙ効果がある(資生堂 ﾘﾝｸﾙｿﾌﾄﾃﾞｨｰﾌﾟﾚﾁﾉﾎﾜｲ

ﾄ 4） 

・保湿も美白も一度に叶える必須のｹｱ(ｵﾙﾋﾞｽ ｱｸｱﾌｫｰｽﾎﾜｲﾄﾛｰｼｮﾝ） 

・1本でｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ＆美白する(ｵﾙﾋﾞｽ ﾕｰﾎﾜｲﾄﾛｰｼｮﾝ） 

・くすみｹｱに独自にｱﾌﾟﾛｰﾁする（ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾎﾜｲﾄﾌﾞﾗｲﾄﾛｰｼｮﾝ） 

 ・厳選成分ﾎﾞﾀﾆｶﾙｶｸﾃﾙ(保湿)採用で潤って明るく澄みわたる肌

へ導く(ﾊｸ ﾎﾞﾀﾆｯｸｻｲｴﾝｽ） 

・ｷｰ成分のｽｷﾝｲﾙﾐﾈｲﾀｰに加え、保湿成分を配合し肌の美しさの源

をｻﾎﾟｰﾄする(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｾﾗﾑ） 

・３つの有効成分でｼﾐ発生ﾙｰﾄにｱﾌﾟﾛｰﾁする追跡型美白美容液(ｴ

ｸｲﾀﾝｽ ﾎﾜｲﾄﾛｼﾞｰｴｯｾﾝｽ） 

・新次元の浸透技術、ｲｵﾝ化ｶﾌﾟｾﾙが角層の奥まで届く（ｺｰｾｰﾙｼｪﾘ 

ﾘﾝｸﾙﾘﾍﾟｱﾛｰｼｮﾝ&ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・美容成分が薄いﾍﾞｰﾙで肌を包み独自の処方で角層のすみずみ

まで効果を行き渡らせる(ﾌｭｰﾁｬｰｿﾘｭｰｼｮﾝ ﾚｼﾞｪﾝﾀﾞﾘｰ EN ﾙﾐﾅﾝｽ

ｾﾗﾑ） 

<ｱｲｹｱ> 

・目元の摩擦ﾀﾞﾒｰｼﾞに着目し、保湿成分ｽﾑｰｼﾞﾝｸﾞﾍﾞｰﾙｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽを

配合する(ｱﾙﾃｨﾐｭｰﾝ ﾊﾟﾜﾗｲｼﾞﾝｸﾞｱｲｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ N) 
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・肌荒れを防ぎ、まっさらな透明感を生む薬用乳液(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾌﾞﾗ

ﾝｺﾝﾌｫｰﾙﾐﾙｸ） 

・透明感あふれる明るい印象の肌に導く（ｱｳｪｲｸ ﾗﾃﾞｨｱﾝｽｼｮｯﾄｺﾝｾ

ﾝﾄﾚｲﾄｵｲﾙ） 

・光を引き出し清らかな明るさがあふれる美透白肌を作る(ﾎﾜｲﾄﾙｰ

ｾﾝﾄ ﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｼﾞｪﾙｸﾘｰﾑ） 

・ﾄﾜﾆｰ最高級ならではの肌なじみで艶やかに輝く肌に導く(ﾄﾜﾆｰ 

ｾﾝﾁｭﾘｰｻﾞﾛｰｼｮﾝⅠSP、ⅡSP) 

・ﾒｲｸの上から素肌に届く、瞬時につや玉(ｴﾘｸｼｰﾙ つや玉ﾐｽﾄ） 

・瞬時に速攻ｹｱしてｼﾐのもとを無色化(ﾜﾝﾊﾞｲｺｰｾｰ ﾒﾗﾉｼｮｯﾄﾎﾜｲﾄ D） 

・ｼﾐを元から防ぎ、潤いで満たす(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾎﾜｲﾄｴｯｾﾝｽｲﾝﾌｨﾙﾄ） 

・ﾒﾗﾆﾝの生成を抑え、ｼﾐ、そばかすを防ぐ（ﾊｸ ﾒﾗﾉﾌｫｰｶｽ V） 

・日中に受けた紫外線によるﾀﾞﾒｰｼﾞを包み整えて潤いを与える(ｸﾚ

ﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｴﾏﾙｼﾞｮﾝｱﾝﾀﾝｼｳﾞ n） 

・紫外線によるﾀﾞﾒｰｼﾞをｹｱし透明感が冴えわたる肌へ導く(ﾍﾞﾈﾌｨｰ

ｸ ﾎﾜｲﾄ UV ｼﾞｰﾆｱｽ） 

・肌に侵入するﾃﾞｨｰﾌﾟ紫外線までしっかりｶｯﾄする(ｱｽﾀﾘﾌﾄ D-UV ｸ

ﾘｱﾎﾜｲﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ） 

<ｱｲｹｱ> 

・乾燥による小ｼﾞﾜを目立たなくし、なめらかで生き生きとした目

もとを作る(資生堂 ﾍﾞﾈﾌｨｱﾝｽﾘﾝｸﾙｽﾑｰｼﾞﾝｸﾞｱｲｸﾘｰﾑ） 

・潤いで目の周りの乾燥による小ｼﾞﾜを目立たなくし、ﾊﾘを与える

(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ｱｲｸﾘｰﾑﾓｲｽﾄﾁｬｰｼﾞ） 

・ｼﾜ改善とｼﾐ予防で目元印象がすっきりする(ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ﾚﾁﾉﾘﾌﾄｼﾞｰ

ﾆｱｽ） 
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スキンケア(下地・補正) 
 

 下地の機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・選べる 5色のｶﾗｰｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｰｽ(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞｶﾗｰｱｯﾌﾟﾍﾞｰｽ） 

・肌と密着し自然な一体感を生む（江原道 ﾓｲｽﾁｬｰﾌｨｯﾄｺﾝｼｰﾗｰ） 

・肌色を自在に修正する(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞｶﾗｰｱｯﾌﾟﾍﾞｰｽ） 

・肌色と同化するようになじみ、ﾑﾗなくﾜｲﾄﾞにｶﾊﾞｰする(ｴｸｼｱ ﾗｽ

ﾃｨﾝｸﾞｺﾝｼｰﾗｰ） 

・肌に溶け込むｵﾚﾝｼﾞﾋﾟﾝｸで、ほんのり血色感を与え､ﾜﾝﾄｰﾝ明るい

美肌へ導く(ｱｸｾｰﾇ ｽｰﾊﾟｰｻﾝｼｰﾙﾄﾞﾌﾞﾗｲﾄｳﾞｪｰﾙ） 

・ｸﾏやｼﾐなどの部分的な肌悩みをｶﾊﾞｰし、色ﾑﾗのない均一な肌に整

える(ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ｱｳﾄｵﾌﾞｻｲﾄｺﾝｼｰﾗｰ） 

・ｸｯｼｮﾝﾁｯﾌﾟのｱﾌﾟﾘｹｰﾀｰで肌にのせるだけで気になる肌の色ﾑﾗがｶ

ﾊﾞｰできる(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ｲﾝｽﾀﾝﾄｺﾝｼｰﾗｰ） 

・徹底的に守るのに、つけていることを忘れるほどの心地よさ(ｱｽ

ﾀﾘﾌﾄ ﾎﾜｲﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ） 

・潤いを守りながら乾燥によるくずれを防ぐ（ﾊｰﾊﾞｰ しっとりﾍﾞ

ｰｽ EX) 

・肌に潤いを与えるｽｷﾝｹｱ発想の日焼け止め(ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ﾊｲﾄﾞﾛ UV ｼﾞ

ｰﾆｱｽ） 

・ﾃｶらず、崩れず、みずみずしい美しさが続く（ﾊｰﾊﾞｰ さらさら

ｷｰﾌﾟﾍﾞｰｽ） 

・じんわり、月光ﾂﾔ､ﾂﾔ仕込み美容液下地(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾓｲｽﾁｬｰｸﾞﾛｳﾍﾞ

ｰｽ UV） 

・ｼﾐ､ｸﾏ、ほうれい線｡ｴｲｼﾞﾝｸﾞｻｲﾝをｹｱ&ｶﾊﾞｰする（ﾊｰﾊﾞｰ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ

ｶﾊﾞｰｺﾝｼｰﾗｰ） 

・ｼﾜにもﾋﾟﾀﾘと密着して目もと口元にﾊﾘ感をもたらす（ﾌｧﾝｹﾙ ｱﾝ

ﾀﾞｰｱｲｺﾝｼｰﾗｰ） 

・瞬時に光を感じるほどの明るさ(ｴｸｼｱ ﾗﾃﾞｨｱﾝﾄｸﾞﾛｳﾒｲｸｱｯﾌﾟｾﾗﾑ） 

・光を味方につけ肌の凹凸や影をふんわりとぼかす(ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ﾓｲｽ

ﾁｬｰｻﾞｯﾌﾟ） 

・朝は化粧下地、夜は素肌ｹｱとして美白効果がある(ｽﾉｰﾋﾞｭｰﾃｨｰ ﾎ

ﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾄｰﾝｱｯﾌﾟｴｯｾﾝｽ） 

・過剰な皮脂や汗、開いた毛穴など化粧くずれの原因を防ぎ、なめ

らかな肌を保つ(ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ｵｲﾙｻﾞｯﾌﾟ）  

 ・ｻｰﾓﾒﾙﾃｨｵｲﾙで水分蒸散を防ぎながら潤いを閉じ込めて透明感

をｷｰﾌﾟする(ｱｸｾｰﾇ ｽｰﾊﾟｰｻﾝｼｰﾙﾄﾞﾌﾞﾗｲﾄｳﾞｪｰﾙ） 

・潤い美容成分が肌のﾊﾘや透明感を高め、なめらかな肌にする(ﾏ

ﾘｰｸﾜﾝﾄ ﾓｲｽﾁｬｰｻﾞｯﾌﾟ） 

・写真で培った独自技術を進化させた紫外線ﾌﾞﾛｯｸｻｲｴﾝｽで UV ｶﾞ

ｰﾄﾞ(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾎﾜｲﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ）   ・どんな肌も瞬時に整える肌質

均一性配合（ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ ﾌﾟﾗｲﾏｰｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ） 
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ベースメイク（ファンデーション） 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

２０１９/秋冬 ⑥ 
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・瞬間！明るく毛穴つるん(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｽｷﾝｲﾘｭｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ UV) 

・瞬時に、まるで｢ｷﾚｲな素肌」（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸｼﾞｪﾘｰｺﾝﾊﾟｸﾄ） 

・隠すも魅せるもこれ一つ。簡単すぎて手放せない(ﾌｧﾝｹﾙ BB ｶ

ﾊﾞｰｸｯｼｮﾝ） 

・ｷﾚｲなのにｶﾞﾝﾊﾞってる感０！（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｳﾀﾞﾚｽﾄ） 

・しなやかに密着して、最高の仕上がりへ(ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ｽﾑｰﾒｲｸ） 

・仕上げのひと塗りが一日を輝かせる（ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ﾙｰｽﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞ

ｰ） 

・化粧直しが変わる。午後の肌が輝き出す(ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ﾌｪｲｽﾌｧｲﾅﾙ） 

・24時間自然体｡いつでもﾌﾚｯｼｭで美しい肌へ(資生堂 ｼﾝｸﾛｽｷﾝｾ

ﾙﾌﾘﾌﾚｯｼﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・透明感も、高保湿も、ゆずれない(ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ｻﾌﾞﾗｲﾑﾌｨﾆｯｼｭ）・

どんなﾂﾔよりも上品で自然 水分 80％のみずみずしさに包ま

れる肌（ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾓｲｽﾁｭｱｺｰﾄｼﾞｪﾙ） 

・このﾂﾔ肌は、崩れない(ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ｵﾋﾞｰﾃﾞｨｴﾝﾄﾌｨﾆｯｼｭ） 

・透けるﾂﾔ、ｱｸｱの肌（江原道 ｱｸｱﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・溶け込むﾂﾔ、まるでもうひとつの素肌（江原道 ﾓｲｽﾁｬｰﾌｧﾝﾃﾞｰ

ｼｮﾝ） 

・魅了するﾊﾘ、ひときわ立体感(ｴｸｼｱ ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞｴﾏﾝﾙｼﾞｮﾝﾎﾜｲﾄ） 

 

・塗った瞬間、美容液があふれ出す(ｱｽﾀﾘﾌﾄ BB ｸﾘｰﾑ） 

・天然成分を 97％配合した高いｽｷﾝｹｱ効果がある(ｹﾞﾗﾝ ﾚｿﾝｼｴﾙ） 

・保湿成分ﾋｱﾙﾛﾝ酸が失われていく水分を一日中補う(ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ 

ﾙｰｽﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・保湿成分のしみ込んだﾊﾟｳﾀﾞｰですべすべで明るい仕上がりに

導く（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｳﾀﾞﾚｽﾄ） 

・高保湿のｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙを配合し美肌へ導く(ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ｽﾑｰﾒｲｸ） 

・潤い成分ﾋﾞﾀﾐﾝ E を配合し、乾燥から肌を守る(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ﾌｨｯﾄﾐ

ｰﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾓｲｽﾄｷｰﾌﾟｴｷｽが、角質層に潤いを届け続ける(ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ｻﾌﾞﾗｲﾑ

ﾌｨﾆｯｼｭ） 

・20種類の微量要素が潤っていきいきと若々しい肌へ導く(ｸﾘｽﾁ

ｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾙﾌﾙｲﾄﾞﾀﾝﾄﾞｩﾛｰｽﾞ） 

・美容成分を配合し、日中の肌にﾊﾘと潤いを与える(ｱｽﾀﾘﾌﾄ BB

ｸﾘｰﾑ） 

・ｳﾞｧﾁｭﾘｱｽｵｲﾙを配合し、肌の内側からにじみ出るﾂﾔを実現する

（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｻﾞﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾃｶﾘ、くずれを防いで自然にｶﾊﾞｰする(ﾌｰﾐｰ ﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・汗や皮脂による化粧くずれを防ぎ美しい仕上がりを長時間持

続する(資生堂 ｼﾝｸﾛｽｷﾝｾﾙﾌﾘﾌﾚｯｼﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・余分な皮脂や汗を吸収するﾊﾟｳﾀﾞｰが化粧くずれを防止する(ﾏﾘ

ｰｸﾜﾝﾄ ﾙｰｽﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・ｵｲﾘｰ､ﾆｷﾋﾞ肌へのﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ効果で、肌荒れを防ぐ(ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ｵﾋﾞ

ｰﾃﾞｨｴﾝﾄﾌｨﾆｯｼｭ） 

・紫外線をしっかりｶｯﾄし、日焼けによるｼﾐ、そばかすを防ぐ(ｱｽ

ﾀﾘﾌﾄ BB ｸﾘｰﾑ） 

・素肌をとてもしなやかに魅せる(ｴｸｼｱ ﾌﾘｭｲﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ RS) 

・表情ｼﾞﾜまで巧妙に塗り替える（ｴｸｼｱ ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｴｸｽﾄﾘ

ｰﾑ） 

・圧倒的なﾒﾘﾊﾘで魅せる肌を作る（ｴｸｼｱ ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓｲｽﾄ） 

・復元ｶﾊﾞｰ処方で立体感やﾌｫﾙﾑの美しさを引き立てる(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ 

ﾘﾌｫﾙﾑｸﾞﾛｳﾘｸｲﾄﾞ UV） 

・ﾊﾘのある、魅了するほど美しい顔立ちを仕込む(ｴｸｼｱ ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ

ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓｲｽﾄ） 

・自然なのに隙の無いｶﾊﾞｰ力でﾌﾚｯｼｭな肌が続く(資生堂 ｼﾝｸﾛｽ

ｷﾝｾﾙﾌﾘﾌﾚｯｼﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・美容液のような使い心地で潤ってつややかな仕上がり（ﾊｰﾊﾞｰ 

ﾐﾈﾗﾙﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰが肌へ溶け込んだように粉感のない仕上がり（ｱﾙﾋﾞｵﾝ 

ﾊﾟｳﾀﾞﾚｽﾄ） 

・輝き､ｷﾒ、透明感ｱｯﾌﾟ。とろけるように密着（ﾊｰﾊﾞｰ ﾐﾈﾗﾙﾊﾟｳ

ﾀﾞﾘｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ）・ウォーターフィルムが光を反射し上品なﾂﾔを

まとうつるんとした肌へ（ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾓｲｽﾁｭｱｺｰﾄｼﾞｪﾙ）         

・ｼﾙｸのようななめらかなﾃｸｽﾁｬｰと透明感のあるｶﾊﾞｰ力がある

(ｹﾞﾗﾝ ﾚｿﾝｼｴﾙ） 

・３種のﾊﾟｰﾙが透明感のあるいきいきとした肌色に補正する(ﾏﾘ

ｰｸﾜﾝﾄ ｵﾋﾞｰﾃﾞｨｴﾝﾄﾌｨﾆｯｼｭ） 

・ｿﾌﾄﾌｫｰｶｽ効果のあるﾊﾟｳﾀﾞｰで、時間がたってもｷﾒの整った明る

い肌に魅せる(ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ｻﾌﾞﾗｲﾑﾌｨﾆｯｼｭ）・ﾊﾟｰﾙ感を与えるｼｬｲﾆ

ﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰが午後の肌を明るくﾄｰﾝｱｯﾌﾟする(ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ﾌｪｲｽﾌｧｲ

ﾅﾙ） 

・光の層を纏い、端正な素肌のように美しく仕上げる(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞ

ｰﾃ ﾀﾝﾌﾟｰﾄﾞﾙｸﾚｰﾑｴｸﾗ） 

・光を蓄えているかのように明るく透明感ある肌を作る(ｱｽﾀﾘﾌﾄ 

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝ） 

・ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｫｰｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ搭載で汗、皮脂、動きによる化粧くずれを

防ぐ(資生堂 ｼﾝｸﾛｽｷﾝｾﾙﾌﾘﾌﾚｼﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ｸﾘｱｽｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰが光で肌の凹凸をｶﾊﾞｰし、明るくなめらかな肌に

仕上げる(ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ﾙｰｽﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・乾いた肌にも柔らかく溶け込み、毛穴を感じさせない艶めく肌

へ導く（江原道 ｸﾞﾛｽﾌｨﾙﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾒｰｸ崩れで目立つ毛穴や小ｼﾞﾜ、肌の凹凸をﾌﾗｯﾄに魅せる(ﾏﾘｰｸ

ﾜﾝﾄ ﾌｪｲｽﾌｧｲﾅﾙ） 

・ﾗｲﾄｲﾝﾊﾟｳﾀﾞｰが毛穴やｼﾐ､ｷﾒの乱れをふんわりぼかす(ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ 

ｻﾌﾞﾗｲﾑﾌｨﾆｯｼｭ） 
 
 

 

 

 

ベースメイク（ファンデーション） 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 
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実 

 状 

  ・くすみを飛ばして毛穴をｶﾊﾞｰし、透明感ある美しい仕上がりが

続く(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｽｷﾝｲﾘｭｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ UV） 

・ﾂﾔ、毛穴、くすみｶﾊﾞｰの機能をﾌﾟﾗｽしたﾊｲｽﾍﾟｯｸﾌｧﾝﾃﾞ(ｺﾌﾚﾄﾞｰ

ﾙ ﾈｵｺｰﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・毛穴やｼﾐなどの肌悩みを独自原料ｸﾞﾛｽﾌｨﾙﾑﾊﾟｳﾀﾞｰがｶﾊﾞｰする

（江原道 ﾓｲｽﾁｬｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

 

 

 

メイク全体 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・いろんな自分を楽しもう｡ｽｲｯﾁｶﾗｰ(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・ﾌﾞﾚない美貌(ｴｸｼｱ 2019 ﾒｲｸﾌﾞｯｸ） 

・内なる美を呼び覚ます(ｻﾝｽﾀｰ ｴｸｲﾀﾝｽ） 

・秋はやわらか質感できれいをｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ!（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ 2019 ｵｰ

ﾀﾑ） 

・優美な魅力が咲き誇る(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾓｰｳﾞﾌﾙｰﾙｺﾌﾚ） 

・ｶﾗｰﾒｲｸﾌﾞﾗﾝﾄﾞ､ﾗﾌﾞﾚｸﾙｰﾙ、あなたを輝かせる真の色(ｼﾅﾘｰ ﾗ

ﾌﾞﾚｸﾙｰﾙ） 

・ｲﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｶﾗｰでﾍﾞｰｼﾞｭﾒｲｸに華やぎを(ｵﾝﾘｰﾐﾈﾗﾙ 2019秋冬） 

・新色のﾃｰﾏは、遊べるｱｰｽｶﾗｰ（ちふれ 2019秋冬ｺﾚｸｼｮﾝ） 

〈ﾁｰｸ〉 

・頬に、生命感とぬくもりを（江原道 ﾐﾈﾗﾙﾁｰｸﾊﾟﾚｯﾄ） 

 <ﾁｰｸ> 

・じんわり滲む血色感と柔らかなﾂﾔを放つ(ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ ﾌｪｲｽ&ﾁｰ

ｸﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・ｸﾞﾛｳｶﾗｰとﾌｫｷﾞｰｶﾗｰの 2 色セットでどんなｲﾒｰｼﾞも叶えられる

（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｼｭﾌﾞﾛｯｻﾑ） 

・ﾍﾞｰｼﾞｭﾄｰﾝのｸﾘｰﾑﾁｰｸで骨格を強調しすっきりとしたｲﾒｰｼﾞにす

る（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｸﾘｰﾑﾌﾞﾗｯｼｭ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

メイク（アイ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

２０１９/秋冬 ⑧ 
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コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

 

・ｱｲｼｬﾄﾞｳからｱｲﾌﾞﾛｳまで目元を自在に彩るｱｲｶﾗ（ーｶﾈﾎﾞｳ ｱｲｶﾗｰﾃﾞ

ｭｵ） 

〈ｱｲｼｬﾄﾞｳ〉 

・まなざしに、透明感と深みを（江原道 ﾐﾈﾗﾙｱｲｼｬﾄﾞｰﾊﾟﾚｯﾄ） 

・まなざしで惹きこむほどに。きらめきとうるみで魅せる(ｴﾚｶﾞﾝｽ 

ﾚﾖﾝｼﾞｭﾚｱｲｽﾞ） 

・色あざやかなのに肌になじむ(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｱｲ&ﾌｪｲｽ） 

・瞼に美くすみ色を纏いましょう(ｷｯｶ ﾘｯﾄﾞﾌﾗｯｼｭ） 

・使えるｷﾚｲ色を厳選！よくばりｼｬﾄﾞｳ(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｱｲ&ﾌｪｲｽ） 

・運命のﾌﾞﾗｳﾝからﾌﾟﾛ級ｸﾞﾗﾃﾞが登場（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸｽﾀｲﾘﾝｸﾞ

ｱｲｽﾞ S） 

・ﾍﾞｰｼﾞｭのｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝで意思のある目元に（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｺﾝﾄｩｱﾘﾝｸﾞｱ

ｲｼｬﾄﾞｳﾍﾞｰｼﾞｭ） 

〈ｱｲﾗｲﾅｰ〉 

・人生、最愛ﾗｲﾝ(ﾗﾌﾞﾗｲﾅｰ ｱｲﾗｲﾅｰ） 

・新・繊密筆（ﾗﾌﾞﾗｲﾅｰ ﾘｷｯﾄﾞ） 

・毎日使える甘めﾘｷｯﾄﾞﾗｲﾅｰ(ｷｬﾝﾒｲｸ ﾛﾏﾝﾃｨｯｸﾆｭｱﾝｽｱｲﾗｲﾅｰ） 

〈ｱｲﾌﾞﾛｳ〉 

・これ 1本で美人眉(ｷｬﾝﾒｲｸ 3in1 ｱｲﾌﾞﾛｳ） 

・ﾗｲﾝ美眉で繊細な顔印象へ（江原道 ｱｲﾌﾞﾛｳﾍﾟﾝｼﾙ） 

〈ﾏｽｶﾗ〉 

・まつ毛を保護し､ﾊﾘとﾂﾔを与えるﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ成分配合(ｷｯｶ ｴﾝｽﾛ

ｰﾘﾝｸﾞｶｰﾘﾝｸﾞﾏｽｶﾗ） 

・ｹｱ至上主義でまつ毛を優しくいたわりながら整える（ﾛｰﾗﾒﾙｼ

ｴ ｷｬﾋﾞｱﾎﾞﾘｭｰﾑﾊﾟﾉﾗﾐｯｸﾏｽｶﾗ） 

〈ｱｲｼｬﾄﾞｳ〉 

・立体感がさらに際立つ擬似くすみｼｬﾄﾞｳ(ｷｯｶ ﾘｯﾄﾞﾌﾗｯｼｭ） 

・やわらかで透明感のある印象でふんわりとした立体感を演出す

る（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｺﾝﾄｩｱﾘﾝｸﾞｱｲｼｬﾄﾞｳﾚｯﾄﾞ） 

・計算されたｺｼで肌の繊細な凹凸にﾌｨｯﾄする(ﾗﾌﾞﾗｲﾅｰ ﾘｷｯﾄﾞ） 

・ﾌﾞﾗｼをすべらせるだけでﾌﾟﾛが仕上げたような上品なｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝ

（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸｽﾀｲﾘﾝｸﾞｱｲｽﾞ S) 

・ﾋﾟｭｱな色と微細な輝きが溶け合うように重なりながら自然なｸﾞ

ﾗﾃﾞｰｼｮﾝを創出する(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｵﾝﾌﾞﾙｸﾙｰﾙﾃﾞｭｵ） 

・花々の香りと宝石のような輝きで瞼から香りを彩る（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰ

ﾄ ｸﾘｽﾀﾙﾌﾞﾙｰﾑｼﾞｪﾘｰﾋﾞｼﾞｭｰ） 

・ｼｱｰな発色と繊細なﾂﾔで瞼に溶け込む極上薄膜ｸﾘｰﾑｼｬﾄﾞｳ(ｴｸｾﾙ 

ｲﾙﾐｸﾁｭｰﾙｼｬﾄﾞｳ） 

・肌に溶け込む絶妙ｼｮｺﾗｶﾗｰで深みのある甘い目元に仕上げる(ﾘﾝ

ﾒﾙ ｼｮｺﾗｽｳｨｰﾄｱｲｽﾞ） 

・ｸｰﾙなﾌﾞﾙｰとｸﾞﾘｰﾝｱｯｼｭでﾊﾝｻﾑな眼差しを作る(ｴｸｼｱ ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｱ

ｲｶﾗｰ） 

・ﾓｰｳﾞなﾋﾟﾝｸと深みのﾌﾞﾗｳﾝで繊細な色香漂うｾﾝｼｭｱﾙな眼差しを

作る(ｴｸｼｱ ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｱｲｶﾗｰ） 

〈ｱｲﾗｲﾅｰ〉 

・ﾋﾟﾀｯとまぶたにﾌｨｯﾄして美しい仕上がりを持続する(ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ 

ｻﾞｶﾗｰｼｯｸｱｲﾗｲﾅｰ） 

・斜めｶｯﾄの先端で、繊細に大胆に思いのままのﾗｲﾝを描く(ｸﾘｽﾁ

ｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ｼｮｳﾌﾟﾛﾗｲﾅｰｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ） 

・深みのある鮮やかな陰影を与える（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞｼﾞｪﾙｱｲ

ﾗｲﾅｰ） 

・まつ毛の際も、曲線も、思いのままﾂﾔ感あふれる瞳に描く（ｺ

ｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞｼﾞｪﾙｱｲﾗｲﾅｰ） 

・ﾆｭｱﾝｽあふれる発色、しなやかなﾂﾔ感が特長(ｽﾘｰ ｸﾘｽﾀﾙﾋﾞｼﾞｮ

ﾝｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｱｲﾗｲﾅｰ） 

・鮮やかな発色&際立つ効果が 24時間続く(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ｼｮｳｵ

ﾝｽﾃｰｼﾞﾗｲﾅｰ） 

〈ｱｲﾌﾞﾛｳ〉 

・立体感もﾆｭｱﾝｽも意のまま(ｴｸｼｱ ｱｲﾌﾞﾛｳｺﾝﾊﾟｸﾄ） 

・軽い描き心地でふんわりと立体感のある美眉を作る(ｴｸｼｱ ｽﾀ

ｲﾘﾝｸﾞｱｲﾌﾞﾛｳﾍﾟﾝｼﾙ） 

・毛流れを整えながら、上品な艶とﾎﾞﾘｭｰﾑを与えて自眉のような

仕上がりを叶える(ｽｯｸ ﾎﾞﾘｭｰﾑｱｲﾌﾞﾛｳﾏｽｶﾗ） 

・眉毛をしっかりとらえ、美しく塗布する(ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾊﾟﾝﾌﾟ&ﾌﾞﾛ

ｳ） 

・眉尻の 1本 1本まで繊細に描ける(ｾｻﾞﾝﾇ 超細芯ｱｲﾌﾞﾛｳ） 

 
 

 

メイク（アイ） 
 

２０１９/秋冬 ⑨ 

 
（つづき） 
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 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

 

  ・つきすぎずほど良い発色で自然な眉に仕上がる(ｷｯｶ ｴﾝｽﾛｰﾘﾝ

ｸﾞｱｲﾌﾞﾛｳﾍﾟﾝｼﾙ） 

・老化を感じさせる眉毛と目の間をｶﾊﾞｰする(ｱﾃﾆｱ 3D ｱｲﾌﾞﾛｳ） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・上まつげはｼｯｸに。下まつげはﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞに(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ W ｶﾗｰﾏｽｶﾗ） 

・長く上向きの美まつげを叶えるﾆｭｱﾝｽｶﾗｰﾏｽｶﾗ(ｴｸｾﾙ ﾛﾝｸﾞ&ｶﾗｰ

ﾄﾞﾗｯｼｭ） 

・ｸﾚｰﾝのように根元からﾘﾌﾄｱｯﾌﾟし、高いｷｰﾌﾟ力も兼ね備える(ｱ

ﾃﾆｱ ｸﾚｰﾝﾏｽｶﾗ） 

・長さ、ｶｰﾙ､ﾂﾔ、まつ毛ｹｱも叶える妥協なしのﾏｽｶﾗ(ﾄｰﾝ ﾛﾝｸﾞﾗ

ｯｼｭﾏｽｶﾗ） 

・まつ毛ﾊﾟｰﾏ並みの美しいｶｰﾙをｷｰﾌﾟし洗顔料で簡単にｵﾌできる

(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ﾊｲﾊﾟｰｶｰﾙﾊﾟﾜｰﾌｨｯｸｽ） 

・大胆に上品にﾎﾞﾘｭｰﾑｱｯﾌﾟ、しなやかにｶｰﾙするﾌｨﾙﾑﾏｽｶﾗ(ｴﾚｶﾞﾝ

ｽ ｽﾍﾟｸﾀｸﾙﾏｽｶﾗ） 

・まつげの果てまで濃く、深く、ふさふさｶｰﾙで魅せるﾌｨﾙﾑﾏｽｶﾗ

(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾌﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝﾏｽｶﾗ） 

・ﾆｭｱﾝｽｶﾗｰが瞳の色や奥行きにまで表情を与える（ｽﾘｰ ｱﾄﾓｽﾌｪ

ﾘｯｸﾃﾞｨﾌｨﾆｼｮﾝﾏｽｶﾗ） 

 

 

メイク（リップ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

・透ける秋色のくちびる(ｵﾍﾟﾗ ﾘｯﾌﾟｶﾗｰ） 

・唇よ、熱く希望を語れ(ｶﾈﾎﾞｳ Ｎﾙｰｼﾞｭ） 

・浮かない。なのに惹きつけてしまう、唇（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸﾙ

ｰｼﾞｭ） 

・唇うるおう、ﾊｰﾄとろける(ｷｬﾝﾒｲｸ ﾒﾙﾃｨｰﾙﾐﾅｽﾙｰｼﾞｭ） 

・見た目はﾏｯﾄ、感触はしっとり（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｻﾞﾙｰｼﾞｭﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄ） 

・新質感ﾙｰｼﾞｭで女性らしさを格上げ！（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｻﾞﾙｰｼﾞｭﾍﾞﾙ

ﾍﾞｯﾄ） 

・ｸｯｼｮﾝﾍｯﾄﾞでぽんぽん､ｼﾞｭｰｼｰな唇(ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ｼﾞｭｰｼｰｸｯｼｮﾝﾙｰｼﾞ

ｭ） 

・華やかｶﾗｰと輝きﾊﾟｰﾙの 2 層でふっくら唇はつくれる(ｷｽﾐｰﾌｪﾙ

ﾑ W ｶﾗｰ美容液ﾙｰｼﾞｭ） 

・17 色から引き寄せる、私色の美発色ﾙｰｼﾞｭ(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾙｰｼﾞｭｼｭﾍﾟ

ﾙﾌﾞ） 

・保湿感が高く時間がたっても乾燥しない(ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ｼﾞｭｰｼｰｸｯ

ｼｮﾝﾙｰｼﾞｭ） 

・ｼｰﾙﾄﾞ効果に優れるﾍﾞｰｽとｵｲﾙのﾊﾞﾗﾝｽで高い保湿感が続く（ｺ

ｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｻﾞﾙｰｼﾞｭﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄ） 

・保湿成分ﾋｱﾙﾛﾝ酸を配合し、しっとり潤う（ちふれ ﾘｯﾌﾟｽﾃｨ

ｯｸ） 

・椿ｵｲﾙを配合し、肌の潤いを保つ効果がある(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾙｰｼﾞｭ

ｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞｱﾝﾌﾟﾘﾌｧｲﾄﾞﾏｯﾄ） 

・ﾐﾈﾗﾙと天然由来成分 100％。荒れた唇もなめらかに彩る(ｵﾝﾘｰ

ﾐﾈﾗﾙ ﾐﾈﾗﾙﾙｰｼﾞｭ N） 

・ｻﾗｻﾗのﾘｯﾌﾟｹｱｵｲﾙをﾍﾞｰｽに極薄ﾌｨｯﾄする(ｵﾍﾟﾗ ﾘｯﾌﾟﾃｨﾝﾄ N) 

・ﾌﾚｯｼｭﾓｲｽﾄｺﾗｰｹﾞﾝが対応して唇を柔らかくする(ﾌｧﾝｹﾙ ｶﾗｰﾌｨ

ｯﾄﾙｰｼﾞｭ） 

 

 

・濃密な色とつややかな輝きで、潤いあふれる仕上がりに(ｸﾚﾄﾞ

ﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭﾘｷｯﾄﾞﾙﾐﾇﾌﾞﾘｱﾝ） 

・内側からの潤いを感じさせつつ仕上がりはﾏｯﾄ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｻﾞ

ﾙｰｼﾞｭﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄ） 

・ｾﾐﾏｯﾄの質感でふんわりと唇にﾌｨｯﾄする(ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾙｰｼﾞｭｼﾞﾊﾞﾝ

ｼｲ） 

・ぼかしたようなｴｱﾘｰな仕上がりなのに潤いが持続する(ﾚﾌﾞﾛﾝ 

ｷｽｸﾗｳﾄﾞﾌﾞﾛﾃｯﾄﾞﾘｯﾌﾟｶﾗｰ） 

・ﾀｲﾆｰﾊﾟｰﾙが描く光の弧が、洗練されたﾆｭｱﾝｽを生み出す(ｽﾘｰ ﾘ

ﾘｶﾙﾘｯﾌﾟｱﾐ） 

・光と影で立体感を際立たせるｺﾝﾄｩｱﾘｯﾌﾟ(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｺﾝﾄｩｱﾘｯﾌﾟ

ﾃﾞｭｵ） 

 

 
 

 

メイク（リップ） 
２０１９/秋冬 ⑩ 

 （つづき） 
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 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

  ・濃密な色ﾂﾔと弾むような立体感が大胆で魅力的な唇を演出す

る(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭﾘｷｯﾄﾞﾐﾇﾌﾞﾘｱﾝ） 

・ひと塗りで幾重にも重ねたような贅沢な色とふっくらとした

立体感を生み出す(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭﾘｷｯﾄﾞﾐﾇﾏｯﾄ） 

・唇の形を際立たせながら、顔全体の印象も効果的に引き立てる

（ｶﾈﾎﾞｳ N ﾙｰｼﾞｭ） 

・独自の色持ちｷｰﾌﾟ処方で長い色持ち効果を実現した(ﾌｧﾝｹﾙ ｶ

ﾗｰﾌｨｯﾄﾙｰｼﾞｭ） 

・つけたての美しい色が 6時間続く(ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ｼﾞｭｰｼｰｸｯｼｮﾝﾙｰｼﾞ

ｭ） 

・ﾏｯﾄな発色と色持ちが長時間続く(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ SP ｽﾃｲﾏｯﾄｲﾝｸ） 

・軽やかなのにﾘｯﾁな発色(資生堂 ﾎﾘﾃﾞｰｶﾗｰｽﾞﾐﾆﾘｯﾌﾟﾌﾞｰｹ） 

・唇にとけこみ美発色。濃密なのに軽やかに潤う(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾙｰｼﾞ

ｭｼｭﾍﾟﾙﾌﾞ） 

・鮮やかな色と繊細なﾂﾔで唇を弾むように生き生きと見せる(ｸﾚ

ﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭｱﾚｰﾌﾞﾙ n） 

・高発色とﾚｱ質感で肌を美しく引き立てる(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｽｷﾝｼﾝｸﾛﾙｰ

ｼﾞｭ） 
 

 

 

ヘアケア 

  

 コミュニケーションワード ヘアケアコスメのケア機能 ヘアケアコスメのメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・冬も潤う、ﾊﾘﾂﾔ髪へ（ﾘｸｲｰﾙ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・くせ・うねりときほぐしｾﾗﾑ(ｴｯｾﾝｼｬﾙ ﾌﾗｯﾄ美容液） 

・開花ｴﾈﾙｷﾞｰで大人のふわﾂﾔ髪（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃﾄﾞｩﾗｳﾞｨﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｼｬﾝﾌﾟｰ

&ﾍｱﾊﾟｯｸ） 

・ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ刺激で美髪を育む頭皮ｹｱ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾄﾞｩﾗｳﾞｨｽﾌﾟﾗｯｼｭｼｬ

ﾜｰｽｶﾙﾌﾟｴｯｾﾝｽ） 

・頭皮の潤いﾊﾞﾗﾝｽｹｱでｻﾗﾂﾔ髪に（ﾌｧﾝｹﾙ ﾏｲﾙﾄﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・気になる頭髪環境を改善する美容液(ｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾅ ﾍｯﾄﾞｴｯｾﾝｽ） 

・ﾊﾘを与え、髪の pH ﾊﾞﾗﾝｽを整える(ｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾅ ﾋﾞﾈｶﾞｰﾘﾝｽ） 

・環境による乾燥などから髪を守り輝きと潤いを与える(ﾘｸｲｰﾙ 

ｸﾞﾛｰﾍｱｸﾘｰﾑ） 

・濃厚なｸﾘｰﾑが髪に溶け込むようになじんでﾀﾞﾒｰｼﾞを補修する

(ﾘｸｲｰﾙ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・ﾀﾞﾒｰｼﾞを補修して華やかに仕上げる（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾄﾞｩﾗｳﾞｨﾄﾘｰ

ﾄﾒﾝﾄﾍｱﾊﾟｯｸ） 

・夜使うだけで髪のﾀﾞﾒｰｼﾞを集中的に補修する(ﾛﾚｱﾙ ｴｸｽﾄﾗｵｰ

ﾃﾞｨﾅﾘｰｵｲﾙﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾍｱｵｲﾙ） 

・保湿成分配合で、髪の弾力を高め傷んだ毛髪に潤いを与える

(ｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾅ ﾍﾅｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰα） 

・花や果実の力とｱﾐﾉ酸系成分で傷んだ髪をなめらかに補修す

る（ﾌｧﾝｹﾙ ﾘﾍﾟｱｴｯｾﾝｽﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・髪内部のｶﾙｼｳﾑを洗浄し、指通りよく扱いやすい髪にする(ｴｯ

ｾﾝｼｬﾙ ﾌﾗｯﾄｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・ﾊﾘｺｼ不足の髪も根元から豊かなふんわり感を与える（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙ

ﾃ ﾄﾞｩﾗｳﾞｨﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・芯からいきいきと思い通りのふんわり髪になる（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾄﾞ

ｩﾗｳﾞｨﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾍｱﾊﾟｯｸ） 

・からまる髪を美しく、くし通りの良いしなやかな状態に整える

(ｸﾗﾗﾝｽ ｳﾞｨﾀﾘﾃｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

 

その他 

２０１９/秋冬 ⑪ 
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 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 コスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

<ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ> 

・全身、印象まで輝く透明肌へ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾄﾞｩﾗｳﾞｨﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾎﾞﾃﾞ

ｨｳｫｯｼｭ） 

・香る美肌。稀少なﾛｰｽﾞのﾌﾚｸﾞﾗﾝｽﾎﾞﾃﾞｨﾊﾟｳﾀﾞｰ(ﾐﾗﾉｺﾚｸｼｮﾝ ﾎﾞ

ﾃﾞｨﾌﾚｯｼｭﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

〈ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ〉 

・ときめきの香りに身をまかせて(ｼﾅﾘｰ ﾋﾞﾌﾞﾚﾛｻ） 

・ﾊｰﾄに咲く、ﾋﾟｭｱな花(ﾛｸｼﾀﾝ ﾌﾙｰﾙｸﾞﾗｳﾞｨｵﾗｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ） 

・多彩な花々の庭が生まれました（ﾛｸｼﾀﾝ ﾌｪｽﾃｨﾌﾞｶﾞｰﾃﾞﾝｵｰﾄﾞﾄ

ﾜﾚ） 

<ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ> 

・ｾﾗﾐﾄﾞの潤いで、真冬の肌を内側からみずみずしく保つ(ｱｸｾｰﾇ 

ﾓｲｽﾄﾊﾞﾗﾝｽｼﾞｪﾙ） 

・自然由来成分 100％のｽｸﾗﾌﾞ配合で気になるﾊﾟｰﾂをなめらかに

する(ﾒﾙｳﾞｨｰﾀ ﾘﾗｸｾｻﾝｽﾎﾞﾃﾞｨｽｸﾗﾌﾞ） 

・ｽｲｰﾄｱｰﾓﾝﾄﾞｵｲﾙがしっとり柔らかくなめらか肌に導く（ｸﾅｲﾌﾟ 

ｼｭｶﾞｰｽｸﾗﾌﾞｽｲｰﾄｱｰﾓﾝﾄﾞ） 

・ｶﾒﾘｱｵｲﾙ＆ｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙで潤ってﾊﾘのある輝き肌に導く（ｸﾅｲﾌﾟ ｼ

ｭｶﾞｰｽｸﾗﾌﾞｶﾒﾘｱ&ｱﾙｶﾞﾝ) 

・植物ｵｲﾙと保湿ｾｻﾐｵｲﾙが潤いを全身へもたらす（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾄﾞ

ｩﾗｳﾞｨﾊｰﾊﾞﾙﾎﾞﾃﾞｨﾘﾆｭｰ） 

・濃厚ﾐﾙｸ処方でたっぷり保湿で肌に潤いを閉じ込める（ﾌｧﾝｹﾙ 

ｴﾓﾘｴﾝﾄﾊﾞｽｵｲﾙ） 

<ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ〉 

・くすみをｶﾊﾞｰするｼﾙｸﾍﾞｰﾙﾊﾟｳﾀﾞｰ配合で、明るくﾄｰﾝｱｯﾌﾟした

上質肌に導く(ﾐﾗﾉｺﾚｸｼｮﾝ ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾚｯｼｭﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・弾力のある泡がざらつきや古い角質を落とし透明感のある肌

に仕上げる（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾄﾞｩﾗｳﾞｨﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾎﾞﾃﾞｨｳｫｯｼｭ） 

〈ﾈｲﾙ〉 

・一人一人の手の印象をより美しく魅せる(ｽﾘｰ ﾈｲﾙﾎﾟﾘｯｼｭ） 
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スキンケア(洗う・落とす) 

 

 成分・剤型 機能・効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・化粧水不要のｵｰﾙｲﾝﾜﾝｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ(ﾁｬｺｯﾄ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｳｫｰﾀｰ） 

・顔も体も洗え、ﾒｲｸも落とすｵｰｶﾞﾆｯｸｿｰﾌﾟ(ｻﾞﾊﾟｰﾌｪｸﾄｱﾝｶｰ ﾋﾟｭｱｶｽﾁｰﾙｿｰﾌﾟ） 

・つるつるなめらかな肌に導く泡立て不要のｼﾞｪﾙﾀｲﾌﾟ洗顔料(ﾄﾜﾆｰ ﾋﾞｭｰﾃｨﾘﾌﾚｯｼｬｰ） 

・まろやかなｺｸで包み込んで落とす(ｲｸﾞﾆｽ ﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ EX) 

・肌になじませるとｵｲﾙ状に変化する乳液仕立てのｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ(ﾁｬﾝﾄｱﾁｬｰﾑ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸ） 

・ｵｲﾙｼﾞｪﾙでやわらかくすっきりｵﾌ(ｲｸﾞﾆｽｲｵ ﾒﾙﾄｵｲﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ） 

・天然ｵｲﾙをﾌﾞﾚﾝﾄﾞし、肌の潤いﾊﾞﾗﾝｽを整える（ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・13種類の美容ｵｲﾙ配合で乾燥小ｼﾞﾜが目立たなくなる(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ｴｸｽﾄｵｲﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ） 

・手軽なのに潤う、泡で出る洗顔料(ﾌｧﾝｹﾙ ﾋﾟｭｱﾓｲｽﾄ泡洗顔料） 

・上質な泡で明るくすべすべに洗い上げる(ｴｸｼｱ ｾﾙｸﾗﾘﾃｨｴｯｾﾝｽﾌｫｰﾑ） 

・豊潤な泡で、明るい肌に洗い上げる（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽｷﾝｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰﾌｪｲｼｬﾙｿｰﾌﾟ） 

・炭のような吸着力、濃厚濃密な泡でｸﾘｱなﾊﾘ肌へ導く(ｱﾝﾌｨﾈｽ ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌｫｰｽｳｫｯｼｭ） 

・濃密とろみ泡をのび広げるだけで、汚れをすばやく吸着する（ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾝﾌｫｰﾄｽﾄﾚｯﾁｨｳｫｯｼｭ） 

・濃密泡ですみずみまで洗い上げる(ｲｸﾞﾆｽ ﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞﾌｫｰﾑ EX) 

・天然ﾐﾈﾗﾙの濃密泡でﾒｲｸも毛穴汚れもすっきり(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ 薬用ｵﾙﾘｯﾁｸﾘｱｳｫｯｼｭ） 

・ｼﾄﾗｽが香る濃密泡がﾍﾞﾀつき、ｺﾞﾜつき、毛穴汚れをｸﾘｱに洗い上げつるつる肌へ(ｲｸﾞﾆｽ ｻﾆｰｻﾜ

ｰｿｰﾌﾟ） 

・濃密な炭酸泡でくすみをｹｱしながらﾂﾙすべ肌にする(ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ VC100 ﾎｯﾄｳｫｯｼﾝｸﾞｸﾘｰﾑ） 

・炭酸×酵素の泡で毛穴も磨き上げてｽﾍﾞｽﾍﾞの透明肌に導く（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝｸﾘｱﾊﾟｳﾀﾞｰｳｫｯｼ

ｭ） 

・温泉水の泡で洗う潤い泡状洗顔ﾌｫｰﾑ(ｱﾍﾞﾝﾇ ｽｷﾝﾊﾞﾝﾗﾝｽﾌｫｰﾑ） 

・温泉成分でできたｽｸﾗﾌﾞが古い角質を取り除き、つるつるの肌にする(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾎﾞﾃﾞｨｽﾑｰｻﾞ

ｰ N) 

・空気を含んだ微細な泡で透明感のある肌へ導く(ｾﾙｳﾞｫｰｸ ﾚｽﾃｯﾄﾞｽｷﾝﾘｷｯﾄﾞｳｫｯｼｭ） 

・約 1/4 が潤い成分のｷﾒ細かな泡で、肌をいたわりながらすっきり洗い上げる(ｱﾙﾌﾞﾗﾝ ｳｫｯｼﾝｸﾞ

ｿｰﾌﾟ） 

・海塩ｿﾌﾄｽｸﾗﾌﾞ配合で毛穴の黒ずみざらつきをすっきり落とす(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾀﾗｿｳｫｯｼｭ） 

・天然ﾐﾈﾗﾙ泥配合でﾒｲｸ、毛穴、皮脂汚れをｵﾌする(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾌｧﾝｺﾞ W ｸﾚﾝｽﾞ）  

・沖縄の泥など天然のﾐﾈﾗﾙ成分を配合して毛穴汚れや皮脂をからめとる(ﾌｧﾝｹﾙ ｽﾊﾟｸﾚｲｳｫｯｼｭ） 

・天然由来のきめ細かいｸﾚｲﾍﾟｰｽﾄが澄んだ輝き肌へ磨き上げる（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｺﾞﾏｰｼﾞｭﾈﾄﾜｲｱﾝ） 

・美容液成分配合。やわらかなｸﾘｰﾑでﾒｲｸを浮かせ、すっと落とす(ｱﾙﾌﾞﾗﾝ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｴｯｾﾝｽｸﾘｰﾑ） 

・肌に親和性の高いﾓｲｽﾄｳﾞｪｰﾙを作る保湿成分､ﾘﾝ複合体を配合（ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾝﾌｫｰﾄｽﾄﾚｯﾁｨｳｫｯｼｭ） 

・31種類の美容成分で洗顔しながらしっとり潤いあふれる肌にする(ﾃﾞｭｵ ｻﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾞｰﾑ） 

・ｴｽﾃ後のようになめらか(ﾌﾟﾘｵｰﾙ ｴｽﾃ洗顔ｼﾞｪﾙ） 

・するんとﾒｲｸｵﾌして透明肌に導く（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝＷｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｾﾗﾑ） 

・ﾊﾘを失う原因まで、浮かせてｵﾌし肌のふっくら感を守る(ｱﾝﾌｨﾈｽ ｴﾘﾐﾈｰﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸ） 

・糸を引くような粘りのあるﾃｸｽﾁｬｰで潤いを与えながら汚れをすばやく落とす（ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾝﾌｫｰﾄｽ

ﾄﾚﾁｨｳｫｯｼｭ） 

・毛穴の目立たない肌へと整える(ｾﾙｳﾞｫｰｸ ﾚｽﾃｯﾄﾞｽｷﾝｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾘｷｯﾄﾞ） 

・とろける温感ｹﾞﾙが毛穴汚れをすばやく落とす(ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ VC100 ﾎｯﾄﾋﾟｰﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｹﾞﾙ EX） 

・特殊ｶﾌﾟｾﾙ技術で古い角質や角栓をやさしくｵﾌする(ﾃﾞｭｵ ｻﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾞｰﾑ） 
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スキンケア(整える・与える) 

 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・ｴｱｺﾝ乾燥を防いで、保湿された心地よい肌にする(資生堂 ｴｯ

ｾﾝｼｬﾙｲﾈﾙｼﾞｬﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ） 

・乾燥環境でこわばりがちな肌を角層最深部まで潤い密度の高

い肌へ導く（ｿﾌｨｰﾅ IP ﾍﾞｰｽｹｱｾﾗﾑ） 

・日中の乾燥から肌を守り、一日中潤って透明感のある肌へ導く

（ｿﾌｨｰﾅ IP UV ﾚｼﾞｽﾄ） 

・乾燥しやすい肌に潤いと透明感を与える(ｾﾙｳﾞｫｰｸ ﾘｯﾁﾛｰｼｮﾝ） 

・乾燥によるくすみをｹｱして透明感のある肌へ導く(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾎﾜ

ｲﾄﾌﾞﾗｲﾄﾛｰｼｮﾝ） 

・暑い季節にﾗｲﾄな感覚で潤う(ﾁｬﾝﾄｱﾁｬｰﾑ ﾃﾞｨｰﾌﾟﾓｲｽﾄｵｲﾙﾌｫﾚｽ

ﾄ） 

・ｼｭｯとひと吹きで瞬間的に潤う(ｺｰｾｰﾙｼｪﾘ ﾘﾌﾄｸﾞﾛｳﾐｽﾄ） 

・潤って肌を引き締める(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾄﾞｯﾄﾌｧｲﾝｽﾑｰｼﾞﾝｸﾞｾﾗﾑ） 

・みずみずしい浸透力で潤い感を与える（ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾌﾟﾛﾃﾞｨ

ｼﾞｰｾﾙｸﾞﾛｳｴｯｾﾝｽﾛｰｼｮﾝ） 

・贅沢な潤いとｷﾒ密度で素肌を仕立てる(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ﾕｲﾙﾄﾞﾛ

ｰｽﾞ） 

・感動の潤いで輝きを育む（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾛｰｼｮﾝｲﾄﾞﾛ） 

・潤ってなめらかになり、下地にもなる(ｱﾅｽｲ ｽｲﾌﾞﾗｯｸﾒｲｸｱｯﾌﾟ

ｳｫｰﾀｰ） 

・肌のすみずみまで浸透し「潤いが肌になる」心地よさ(ｱｸｾｰﾇ ﾓ

ｲｽﾄﾊﾞﾗﾝｽﾛｰｼｮﾝ） 

・しっとり潤し明るく輝く均一肌にする(ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰﾌﾞﾗｰ

ﾀｰｴｯｾﾝｽﾛｰｼｮﾝ） 

・くすみに着目し潤って明るく澄みわたる肌へ導く(ﾊｸ ﾎﾞﾀﾆｯｸ

ｻｲｴﾝｽ） 

・ﾀﾞﾒｰｼﾞを受けた肌を潤いで満たし明るく澄んだ肌へ導く(ｱﾕｰﾗ 

ﾎﾜｲﾄｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ） 

・角質層にぐんぐん浸透し、潤いで満たす(ﾁｬﾝﾄｱﾁｬｰﾑ ﾛｰｼｮﾝ R) 

・角層最深部まで潤い密度の高い肌へ導く(ｿﾌｨｰﾅ iP ﾍﾞｰｽｹｱｾﾗ

ﾑ） 

・角層深くまで潤い明るさが際立つ肌を作る(ｱﾙﾌﾞﾗﾝ 薬用ﾌｧｰｽ

ﾄｴｯｾﾝｽ） 

・角層へ浸透して潤いで満たし、明るさ、透明感をｱｯﾌﾟさせる(ﾃﾞ

ｭｰ ﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ） 

・かたくなった毛穴まわりをやわらげて潤いを閉じ込める（ｺｽﾒ

ﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝｵｲﾙｼｪｲｶｰ） 

・ﾊﾘと潤いに満ちた明るい肌に導く(ﾘﾊﾞｲﾀﾙ ﾛｰｼｮﾝⅠⅡ） 

・潤いに満たされたﾊﾘと艶のある美しい肌へ導く(ｾﾙｳﾞｫｰｸ ｺﾝｾ

ﾝﾄﾚｰﾄｵｲﾙ） 

 

・最先端のﾒﾗﾆﾝ研究でﾐｸﾛのｼﾐさえ作らせない（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾎﾜｲﾄ

ﾛｼﾞｽﾄﾌﾞﾗｲﾄｺﾝｾﾝﾄﾚｲﾄ） 

・肌が生まれ持つﾊﾞﾘｱ機能に着目し、それを弱める要因を発見(ﾗ

ﾝｺﾑ ｼﾞｪﾆﾌｨｯｸｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄＮ） 

・美容皮膚科学発想の角質ｹｱ成分 PHA を配合した角質ｹｱ美容液

(ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ VC100 ﾐﾙｸﾋﾟｰﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ１） 

・化粧水機能と乳液機能を両立したｲﾝﾀｰﾘﾝｸ処方（ｿﾌｨｰﾅ IP ｲﾝﾀ

ｰﾘﾝｸｾﾗﾑ） 

・ﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ成分配合量を 2 倍にし、乾燥によるくすみにｱﾌﾟﾛｰﾁ

する(ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰﾗﾃﾞｨｶﾙﾌﾞﾗｲﾄｾﾗﾑ） 

・独自美容成分ﾐｭﾗが素肌に美しさを届ける（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾌﾛｰﾗﾄﾞﾘｯ

ﾌﾟ） 

・美容成分が肌を包み、ｽﾄﾚｯﾁﾝｸﾞ処方でﾋﾟﾝと密着する(ｴﾘｸｼｰﾙ 

ｼｭﾍﾟﾘｴﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｲﾑｾﾗﾑ） 

・独自の美容成分ﾅﾉ AMA+ﾜﾝﾄｰﾝﾞ明るい輝き肌を作る(ｱｽﾀﾘﾌﾄ D-

UV ｸﾘｱﾎﾜｲﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ） 

・たっぷりの美容成分で、即潤い、ﾂﾔを実感する(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾘｯﾌﾟｸ

ﾘｰﾑｶｽﾐｿｳﾃﾞｻﾞｲﾝ） 

・美白有効成分、保湿成分配合で潤って明るい透明感へ(ｱﾙﾌﾞﾗﾝ 

薬用ﾛｰｼｮﾝ） 

・海藻由来成分などの保湿成分が角質層のすみずみまでいきわ

たり、つややかな肌にする(ｾﾙｳﾞｫｰｸ ﾘｯﾁﾐﾙｸ） 

・ｱｾﾁﾙﾋｱﾙﾛﾝ酸を配合しすみずみまで潤いで満たす(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰ

ﾙ ｶﾌﾟﾁｭｰﾙﾄｰﾀﾙｾﾙ ENGY） 

・新処方ﾓｲｽﾄｱｯﾌﾟUVｼｰﾙﾄﾞで潤い&UV効果をｷｰﾌﾟする(ｱｽﾀﾘﾌﾄ D-

UV ｸﾘｱｱｸｱﾃﾞｲｾﾗﾑ） 

・独自のﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽを搭載し、顔のすみずみまで潤いで

満たす(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ ﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾆｽﾄﾌﾟﾛﾌﾞﾗｲﾄｾﾗﾑ） 

・肌を柔らかくするﾎﾎﾊﾞ種子油などの植物ｵｲﾙが潤いを浸透させ

る ( ｼ ﾞ ｮ ﾝ ﾏ ｽ ﾀ ｰ ｵ ｰ ｶ ﾞ ﾆ ｯ ｸ  P&L ｺ ﾝ ｾ ﾝ ﾄ ﾚ ｲ ﾄ ﾌ ｪ ｲ ｽ ｼ ﾞ ｪ ﾙ ﾐ ﾙ

ｸ）                     ・肌なじみのよいｵｲﾙがｷﾒのすみず

みまで入り込む(ﾃﾞｭｰ ﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｴﾏﾙｼﾞｮﾝ）ﾘｯｻｰﾘｯｽﾞ S) 

・浸透ﾋﾞﾀﾐﾝ C を史上最高濃度配合で肌のすみずみまで浸透し、

潤いで満たす(ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ VC100 ｴｯｾﾝｽﾛｰｼｮﾝ） 

・潤い保持成分を超微細ﾅﾉｶﾌﾟｾﾙ化し、角質細胞のすみずみまで

届ける(ｱｸｾｰﾇ ﾓｲｽﾄﾊﾞﾗﾝｽﾛｰｼｮﾝ） 

・ﾁｵﾄﾞﾚｷｼﾝ配合で潤い、ハリ肌に導く(ﾌｧﾝｹﾙ ｺｱｴﾌｪｸﾀｰ） 

・海洋深層水高濃度配合で各層の奥からﾊﾘを感じる(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ 

ﾌﾟﾃｨﾒｰﾙﾐﾈﾗﾙｺﾝｸﾛｰｼｮﾝ） 

・ﾊﾘの研究から生まれたｵﾘｼﾞﾅﾙ美容成分 OSK9配合(ｱﾝﾌｨﾈｽ 全 8

品） 

・ｺﾗｰｹﾞﾝ配合でしなやかなﾊﾘを与える(ｱﾝﾌｨﾈｽ ﾀﾞｰﾏﾊﾟﾝﾌﾟﾐﾙｸ） 

・ﾋｱﾙﾛﾝ酸配合でﾊﾘﾂﾔを与える(ｱﾝﾌｨﾈｽ ﾀﾞｰﾏﾊﾟﾝﾌﾟﾛｰｼｮﾝ) 

・ｾﾙｱｸﾃｨﾌﾞｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽを高配合しﾊﾘﾂﾔのあるはだへ導く(ｾﾙｳﾞｫｰｸ 

ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｾﾗﾑ） 
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スキンケア(整える・与える) 
 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・ふっくらとしたﾊﾘと潤いが満ちて輝く肌へ導く(ｴﾘｸｼｰﾙ ｼｭﾍﾟ

ﾘｴﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｲﾑｾﾗﾑ） 

・ﾊﾘ、潤い、艶をこれひとつにふっくら濃密肌に導く(ｱﾍﾞﾝﾇ ﾐﾙ

ｷｰｼﾞｪﾙｴﾝﾘｯﾁ） 

・潤いとﾊﾘ感に満ちた絶頂肌へ導く（ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ｻﾞﾊﾟｰﾌｪｸﾄｸﾘｰﾑﾏ

ﾙﾁﾀｽｷﾝｸﾞﾓｲｽﾁｬﾗｲｻﾞｰ） 

・ﾊﾘと潤いが湧き上がるような美しさへ導く(ｱｽﾀﾘﾌﾄｲﾝﾌｫｰｶｽ ｾ

ﾙｱｸﾃｨﾌﾞｾﾗﾑ） 

・ｺｸのある潤いが絡みついて弾むﾊﾘ肌へ導く(ｲｸﾞﾆｽ ｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ

ｸﾞﾛﾘｱｽﾐﾙｸ EX)・大人肌に潤いを与え、ﾊﾘと弾力を叶える(ｼﾞｮﾝ

ﾏｽﾀｰｵｰｶﾞﾆｯｸ P&L ｺﾝｾﾝﾄﾚｲﾄﾛｰｼｮﾝ） 

・潤いを抱え込んで弾むようなﾊﾘ＆つやを与える(ﾒﾙｳﾞｨｰﾀ ｱﾙ

ｶﾞﾝｵｲﾙ） 

・光ﾀﾞﾒｰｼﾞから日中の肌を守り、ﾊﾘと潤いを与える(ﾘﾊﾞｲﾀﾙ ﾃﾞ

ｲｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・不要な角質を除去しﾊﾘ肌に導く(ｱﾝﾌｨﾈｽ ｾﾗﾑﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ） 

・なめらかで透明感とﾊﾘに満ちた輝く肌へ導く（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾗ

ｸﾚｰﾑ） 

・見た目からもﾊﾘのある印象の肌に導くﾊﾘ美容液（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ 

ｾﾗﾑﾗﾌｪﾙﾐｻﾝ S) 

・なめらかで、ふっくらとﾊﾘを感じる肌に導く(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ｶ

ﾌﾟﾁｭｰﾙﾄｰﾀﾙｾﾙ ENGY） 

・押しあがるようなﾊﾘ感のある素肌へ導く(ｴｸｼｱ ｴﾀｰﾅﾙｽﾃﾑﾉｰｳﾞ

ｧｸﾘｰﾑ） 

・角層深部から押し上げるようなﾊﾘを与える(ﾌｧﾝｹﾙ ｺｱｴﾌｪｸﾀｰ） 

・日差しが強くなる夏も、なめらかさ、ﾊﾘ、明るさのある肌へ(資

生堂ｱﾙﾃｨﾐｭｰﾝ ﾊﾟﾜﾗｲｼﾞﾝｸﾞｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ N) 

・ﾊﾘと弾力感を与え、艶めく肌に導く（ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾌﾟﾛﾃﾞｨｼﾞ

ｰｾﾙｸﾞﾛｳｴｯｾﾝｽｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・弾むようなﾊﾘと澄みわたる明るさを届ける(ｱﾝﾌｨﾈｽﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄ

ﾆﾝｸﾞﾊﾟﾝﾌﾟﾐﾙｸ） 

・冷凍庫で凍らせて集中ﾊﾘﾂﾔｹｱ(ｺｰｾｰﾙｼｪﾘ ｱｲｽｴｽﾃﾏｽｸ） 

・たっぷりの潤いで肌ﾄﾗﾌﾞﾙを未然に防ぐｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ化粧水（資生

堂 RV ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｿﾌﾅｰ） 

・目元口元同時速攻。高浸透処方のｼﾜ改善ﾏｽｸ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ iPShot

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾏｽｸ） 

・ｼﾜに深く効く。高機能ｼﾜ改善美容液（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ iPShot ｱﾄﾞﾊﾞ

ﾝｽﾄ） 

・乾燥による小ｼﾞﾜやｷﾒの乱れを潤しﾊﾘを与える(ｸﾘﾆｰｸ ﾘﾍﾟｱｸﾘ

ｰﾑ V） 

 ・ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽ成長点細胞培養物がﾊﾘのある肌に導く(ｾﾙｳﾞｫｰｸ ﾘｯﾁ

ｸﾘｰﾑ） 

・ﾘﾝｸﾘﾅｲｱｼﾝが表皮と真皮にｱﾌﾟﾛｰﾁし、ｼﾜを改善する（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ 

iPShot ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾏｽｸ） 

・ﾊﾞｲｵｾﾙﾗｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰで総合的なｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱを叶える(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ 

ｶﾌﾟﾁｭｰﾙﾄｰﾀﾙｾﾙ ENGY） 

・薬用有効成分ﾚﾁﾉ-ﾙ配合でｼﾜのﾒｶﾆｽﾞﾑに対応する(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ 

ｾﾗﾑﾘｯｻｰﾘｯｽﾞＳ) 

・肌知性に着目した独自成分ｽｷﾝｲﾙﾐﾈｰﾀｰを配合し輝きに満ちた

顔立ち印象へ導く(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｸﾚｰﾑｳﾞｫﾘｭﾐｻﾞﾝﾄ） 

・太古の熟成植物成分ﾌﾑｽｴｷｽを角層すみずみへ届け、透明感をも

たらす（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝｵｲﾙｼｪｲｶｰ） 

・新配合のﾅｲｱｼﾝｱﾐﾄﾞで角質を優しくケアする(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ｽ

ﾉｰﾗｲﾄｴｯｾﾝｽﾛｰｼｮﾝ） 

・天然植物由来美白有効成分ｶﾓﾐﾗ ET を配合しﾒﾗﾆﾝ生成を抑制す

る(ｿﾌｨｰﾅ ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ） 

・ｴｰﾃﾞﾙﾜｲｽと発酵酵母配合でｼﾐを防ぐ(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ｽﾉｰｴｯｾﾝｽ

ｵﾌﾞﾗｲﾄ） 

・ｱｸﾃｨﾌﾞ 4MSK 配合でﾒﾗﾆﾝ生成を抑えｼﾐｿﾊﾞｶｽを防ぐ(ﾎﾜｲﾄﾙｰｾﾝﾄ 

ｲﾙﾐﾈｰﾃｨﾝｸﾞﾏｲｸﾛ S ｾﾗﾑ） 

・発芽米発酵液で肌をほぐして美容成分が浸透する（ﾌｧﾝｹﾙ ﾋﾞ

ｭｰﾃｨｰﾌﾞｰｹ） 

（つづき） 
２０２０/春夏 ③ 
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スキンケア(整える・与える) 

 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・乾燥による小ｼﾞﾜを目立たなくする(ﾌﾟﾘｵｰﾙ ﾏｽｸｲﾝﾛｰｼｮﾝ） 

・乾燥で年齢ｻｲﾝが現れやすい肌をﾊﾘふっくら美肌にする（ｄﾌﾟ

ﾛｸﾞﾗﾑ ﾊﾞｲﾀﾙｱｸﾄﾛｰｼｮﾝ WⅠⅡ） 

・ｷﾒを整え、透き通るような明るい肌へ導く(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ ﾊﾟｰﾌｪ

ｸｼｮﾆｽﾄﾌﾟﾛﾌﾞﾗｲﾄｾﾗﾑ） 

・肌のすみずみまで瞬時に浸透しｷﾒの整ったなめらかな肌にす

る(ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ VC100 ｴｯｾﾝｽﾛｰｼｮﾝ） 

・瞬時に肌になじみ、輝きを生み出す（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｾﾗﾑ 

・揺るぎない明るさと透明感を与える(ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰﾗﾃﾞｨｶﾙ

ﾌﾞﾗｲﾄｾﾗﾑ） 

・角質をやさしくケアし透明感のあふれる肌へ導く(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵ

ｰﾙ ｽﾉｰﾗｲﾄｴｯｾﾝｽﾛｰｼｮﾝ） 

・古い角質をｹｱして白さ際立つ美肌に整える(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾎﾜｲﾄｸﾘｽ

ﾀﾗｲｻﾞｰ） 

・美白しながら豊かな潤いで満たし、ﾊﾘ感を持たせる(資生堂 

ﾊﾞｲﾀﾙﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝ UL ﾌｧｰﾐﾝｸﾞｸﾘｰﾑｴﾝﾘｯﾁﾄﾞ） 

・くすんだ肌を解きほぐしやわらかな白肌を保つ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌ

ｨﾄﾁｭｰﾝﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｿﾌﾅｰ） 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱもできる薬用美白美容液(ﾄﾜﾆｰ WT ｸﾘｱαｾﾗﾑ） 

・隠れ乾燥、紫外線から肌を守りながらおしろい効果で年齢ｻｲﾝ

をｶﾊﾞｰする（ﾌﾟﾘｵｰﾙ おしろい美白乳液） 

・ｼﾐのもとを無色化する(ﾜﾝﾊﾞｲｺｰｾｰ ﾒﾗﾉｼｮｯﾄﾎﾜｲﾄ D) 

・ｼﾐを防ぎながら潤い透明感を瞬時に叶える（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭ

ｰﾝﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾁｭｰﾅｰ） 

・ﾒﾗﾆﾝの生成を抑えｼﾐｿﾊﾞｶｽを防ぐ（BA ﾎﾜｲﾄｼｮｯﾄ ｻﾏｰｾｯﾄ）・美

白ｽﾃｨｯｸでｼﾐを防いで増やさない(ｴｸｼｱ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾒﾗﾉｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｽ

ﾎﾟｯﾂ） 

・乾燥などの外的刺激から肌を守りながらｼﾐ対策をする(ｸﾘﾆｰｸ 

ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰﾌﾞﾗｲﾀｰﾐﾙｷｰﾛｰｼｮﾝ） 

・ｼﾐ,ｿﾊﾞｶｽを防ぎ、潤いと透明感を感じる肌へ導く（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞ

ｰﾃ ｾﾗﾑｺﾝｻﾝﾄﾚｴｸﾚﾙｼｻﾝ） 

・ﾒﾗﾆﾝの生成を抑え、ｼﾐ,ｿﾊﾞｶｽを防ぐ(資生堂ﾎﾜｲﾄﾙｰｾﾝﾄ ｲﾙﾐﾈｰ

ﾃｨﾝｸﾞﾏｲｸﾛ S ｾﾗﾑ） 

・空気中の微粒子、紫外線から肌を守る（ｄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ｱﾚﾙﾊﾞﾘｱｴ

ｯｾﾝｽ） 

・紫外線による乾燥ﾀﾞﾒｰｼﾞを包み込んでﾊﾘと弾力に満ちた肌へ

導く（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｴﾏﾙｼﾞｮﾝｱﾝﾀﾝｼｳﾞ） 

・紫外線による乾燥、ﾊﾘ不足の肌を弾むようになめらかにする

(資生堂ﾍﾞﾈﾌｨｱﾝｽ ﾘﾝｸﾙｽﾑｰｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑｴﾝﾘｯﾁﾄﾞ） 

  

（つづき） ２０２０/春夏 ④ 
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スキンケア(整える・与える) 

 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・角層深部まで潤いを届け毛穴の目立たない透明肌に導く（ｺｽﾒ

ﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝﾊｲﾄﾞﾛﾁｭｰﾅｰ） 

・皮脂と水分ﾊﾞﾗﾝｽを整え毛穴の目立たない肌へ(ｴﾘｸｼｰﾙ ﾊﾞﾗﾝｼ

ﾝｸﾞｳｫｰﾀｰ） 

・余分な皮脂をﾌﾞﾛｯｸしﾃｶﾘと毛穴をｶﾊﾞｰする（ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ﾏﾃｨﾌｧｲ

ﾝｸﾞｵｲﾙﾌﾘｰﾓｲｽﾁｬﾗｲｻﾞｰ） 

・硬く・厚くなった大人の肌をほぐすｽｷﾝｹｱ（ﾌｧﾝｹﾙ ﾋﾞｭｰﾃｨｰﾌﾞ

ｰｹ） 

<ｱｲｹｱ> 

・乾燥小ｼﾞﾜの目立たないなめらかな目元を作る（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ 

ｸﾚｰﾑｲﾕｰﾚｼﾞｪﾈﾗﾝ S) 

・透明感と明るい輝きをもたらす美白ｱｲｹｱ（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｾﾗﾑｴ

ｸﾚﾙｼｻﾝｲﾕｰ） 

・目元の小ｼﾞﾜ､ｸﾏ、くすみをﾊﾟｰﾙの輝きで瞬時に目立たなくす

る（ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ｲﾙﾐﾈｰﾃｨﾝｸﾞｱｲｸﾘｰﾑ） 

・ﾊﾘを与え冴えわたるｸﾘｱな目元を作る(ｴｸｼｱ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｱｲｸﾘｰﾑ） 

 

  

 
 

スキンケア(下地・補正) 
 

 下地の機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

２０２０/春夏 ⑤ 
（つづき） 
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コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・1本で素肌が美肌へと変わる(ﾁｬｺｯﾄ ｴﾝﾘｯﾁﾝｸﾞﾍﾞｰｽ） 

・つけている間ｽｷﾝｹｱ処方でもっちりとした美素肌になる（ｷｬﾝﾒｲｸ 

ｼｰｸﾚｯﾄﾋﾞｭｰﾃｨｰﾍﾞｰｽ） 

・一瞬で肌悩みを補正し、肌をﾄｰﾝｱｯﾌﾟする（資生堂 ｼﾝｸﾛｽｷﾝﾄｰﾝｱ

ｯﾌﾟﾌﾟﾗｲﾏｰｺﾝﾊﾟｸﾄ） 

・ｽﾄﾛﾎﾞを当てたようなみずみずしく輝くﾂﾔ肌を作りだす(ｱｳｪｲｸ ﾚ

ｲｵﾌﾞﾌﾞﾗｲﾄﾗﾃﾞｨｱﾝｽﾓｲｽﾁｭｱﾗｰｻﾞｰ）・まるでﾋﾟｰﾘﾝｸﾞした素肌のよう

にすべすべになる（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽﾑｰｽﾋﾟｰﾙｸﾘｴｲﾀｰ） 

・艶と明るさを感じる透明感のある仕上がり(ｽﾉｰﾋﾞｭｰﾃｨｰ ﾎﾜｲﾄﾆﾝ

ｸﾞﾄｰﾝｱｯﾌﾟｴｯｾﾝｽ） 

・気になる欠点をｶﾊﾞｰしながら肌が透けるような仕上がりを叶える

（ｾﾙｳﾞｫｰｸ ｲﾝﾃﾝﾄｽｷﾝｽﾃｨｯｸﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・くすみ、色ﾑﾗを一掃する色つき下地(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ﾄｩﾙｰｶﾗｰ UV) 

・くすみ、色ﾑﾗをｶﾊﾞｰし、ほんのり血色感のある明るい美肌へ導く

(ｱｸｾｰﾇ ｽｰﾊﾟｰｻﾝｼｰﾙﾄﾞﾌﾞﾗｲﾄｳﾞｪｰﾙ） 

・小ｼﾞﾜ、毛穴、色ﾑﾗをｶﾊﾞｰする（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｳﾞｫﾜｰﾙｺﾚｸﾁｭｰﾙ） 

・赤みやくすみなどの色ﾑﾗを均一に整える（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｺﾝﾄﾛｰﾙｶﾗｰ） 

・ｶﾊﾞｰしたことを見破らせないでｼﾐそばかすを補正する（ﾏｷｱｰｼﾞｭ 

ｺﾝｼｰﾗｰｽﾃｨｯｸ EX） 

  

・保湿成分配合でしっとり柔らかなﾏｼｭﾏﾛ肌が長持ちする（ｷｬﾝﾒ

ｲｸ ﾏｼｭﾏﾛﾌｨﾆｯｼｭﾍﾞｰｽ M) 

・皮脂吸着成分配合でｻﾗﾘとしたﾏｼｭﾏﾛ肌が長持ちする（ｷｬﾝﾒｲｸ 

ﾏｼｭﾏﾛﾌｨﾆｯｼｭﾍﾞｰｽ O) 

・独自の美容成分ﾅﾉ AMA+でﾜﾝﾄｰﾝ明るい輝き肌へ導く(ｱｽﾀﾘﾌﾄ 

D-UV ｸﾘｱﾎﾜｲﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ） 

・微細なﾊﾟｰﾙが肌の粗をｶﾓﾌﾗｰｼﾞｭし、ﾅﾁｭﾗﾙなﾂﾔ感とﾊﾘ感を演出

する（ｾﾙｳﾞｫｰｸ ﾘｱﾀﾞﾌﾟﾄｸﾞﾛｳﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・汗やこすれに強いﾍﾞｰﾙを作り出すｳｫｰﾀｰﾌﾟﾛﾃｸﾄ処方（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ 

ｻﾝｼｪﾙﾀｰﾏﾙﾁﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝｳｫｰﾀｰﾚｼﾞｽﾀﾝﾄ） 

・濃密な美容成分を配合した高精細ﾌﾞｰｽﾀｰﾌﾟﾗｲﾏｰ（ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ﾋﾟ

ｭｱｷｬﾝﾊﾞｽﾊﾟﾜｰﾌﾟﾗｲﾏｰｽｰﾊﾟｰﾁｬｰｼﾞﾄﾞｴｯｾﾝｽ） 

・ｵﾘｰﾌﾞｴｷｽ、海洋ﾋﾄﾞﾗ植物配合肌に水分を補給し潤いを閉じ込め

る（ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ﾋﾟｭｱｷｬﾝﾊﾞｽﾊﾟﾜｰﾌﾟﾗｲﾏｰﾊｲﾄﾞﾚｰﾃｨﾝｸﾞ） 

・ﾏｲｸﾛﾅｲｽﾞﾄﾞﾊﾟｰﾙ成分が光を反射し、くすみのない明るい肌へ導

く（ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ﾋﾟｭｱｷｬﾝﾊﾞｽﾊﾟﾜｰﾌﾟﾗｲﾏｰｲﾙﾐﾈｲﾃｨﾝｸﾞ） 

・ｾﾗﾐﾄﾞ機能成分が肌のﾊﾞﾘｱ機能を助けて潤いを与える(ｷｭﾚﾙ ｽ

ｷﾝｹｱ） 
 

 

スキンケア(下地・補正) 
 

 下地の機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

２０２０/春夏 ⑥ 
（つづき） 
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コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・くすみを飛ばして毛穴をｶﾊﾞｰし透明感のある美しい仕上がりにす

る（ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｽｷﾝｲﾘｭｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ UV） 

・ひと塗りで毛穴をぼかし目立ちにくくする（ｷｬﾝﾒｲｸ ﾎﾟｱﾚｽｸﾘｱﾌﾟ

ﾗｲﾏｰ） 

・気になる毛穴や小ｼﾞﾜを瞬時にぼかす（ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ﾋﾟｭｱｷｬﾝﾊﾞｽﾊﾟﾜｰ

ﾌﾟﾗｲﾏｰﾌﾞﾗｰﾘﾝｸﾞ） 

・毛穴をｶﾊﾞｰし、さらさら肌を持続するひんやり冷感下地(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ 

ｱｲｽﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・毛穴や肌の凹凸を瞬時に補正しﾌﾗｯﾄ肌にする(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾄﾞｯﾄﾌ

ｧｲﾝﾏｯﾄﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・頬、鼻の凹凸毛穴を補正し、ｻﾗｻﾗ＆滑らか均一肌に(ｾｻﾞﾝﾇ 毛穴

ﾚｽｺﾝｼｰﾗｰ） 

・瞬時に肌の凹凸、色ﾑﾗ、毛穴、小ｼﾞﾜを補正し、肌に輝く透明感と

ﾂﾔをもたらす(資生堂 ｼﾝｸﾛｽｷﾝﾄｰﾝｱｯﾌﾟﾌﾟﾗｲﾏｰｺﾝﾊﾟｸﾄ） 

・肌表面のわずかな凹凸までなめらかに見せ、質感を柔らかに導く

(ｽﾘｰ ｿｰﾗｰﾃｨﾝﾃｨﾄﾞﾌﾛｰﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・様々な化粧くずれの要因を防ぎ、使うたびに潤いﾊﾞﾗﾝｽを整える

（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｳﾞｫﾜｰﾙｲﾄﾞﾗﾀﾝﾛﾝｸﾞﾄｩﾆｭ） 

・潤いとﾂﾔをあたえながら、汗、皮脂による崩れを防ぐ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ 

ﾗｽﾃｨﾝｸﾞ UV ﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・ｼﾐ､ｿﾊﾞｶｽをｶﾊﾞｰし、汗や皮脂にも崩れにくい（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｸﾘｰﾑｺﾝ

ｼｰﾗｰ） 

・乾燥が気になる肌へﾂﾔを与える（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｴｯｾﾝｽｸﾞﾛｳﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・ﾃｶﾘも乾燥も防いで崩れにくい保湿ﾀｲﾌﾟの化粧もち下地(ｾｻﾞﾝﾇ ﾒ

ｲｸｷｰﾌﾟﾍﾞｰｽﾓｲｽﾄﾀｲﾌﾟ）・濃密を纏い、ﾊﾘを満たすｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱする UV

ｸﾘｰﾑ（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽｰﾊﾟｰ UV ｶｯﾄｲﾝﾃﾝｼﾌﾞﾃﾞｲｸﾘｰﾑ） 

・UV ｶｯﾄｳﾞｪｰﾙで潤いとｷﾚｲが続く(ｱｸｾｰﾇ ｽｰﾊﾟｰｻﾝｼｰﾙﾄﾞﾌﾞﾗｲﾄﾌｨｯﾄ） 

・5色のﾊﾞﾘｴでなりたい肌色にし、UV ｶｯﾄもしっかり(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾓﾃﾞﾘ

ﾝｸﾞｶﾗｰｱｯﾌﾟﾍﾞｰｽ） 

・肌細部まで侵入するﾃﾞｨｰﾌﾟ紫外線までｶｯﾄする(ｱｽﾀﾘﾌﾄ D-UV ｸﾘｱ

ﾎﾜｲﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ） 

・紫外線ﾌﾞﾛｯｸ効果に加え、紫外線による肌ﾀﾞﾒｰｼﾞも予防する（ｺｽﾒ

ﾃﾞｺﾙﾃ ｻﾝｼｪﾙﾀｰﾏﾙﾁﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ） 

・肌荒れを防ぎながら紫外線もﾌﾞﾛｯｸする(ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰｼﾃｨﾌﾞﾛｯｸﾎﾞﾘｭﾃ

ｸｼｮﾝ） 

・紫外線から近赤外線まで肌をしっかりと守り抜く(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ 

ｴｱﾘｰﾃｸｽﾁｬｰﾌｫｰﾐｭﾗ） 

・紫外線、PM2.5 ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄもｶｯﾄする薬用美白 UV下地(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ 薬用

ｵﾙﾘｯﾁﾊｲﾌﾟﾛﾃｸﾄ UV)  

  

 
 

 

 
 

スキンケア(下地・補正) 
 

 下地の機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

２０２０/春夏 ⑦ （つづき） 
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・差がつく最強日焼け止め(ﾌｧﾝｹﾙ 肌色ｷﾚｲ日焼け止め） 

・光を選び活かすという新発想でﾊﾘ感・弾力感のある肌を目指す

（ﾎﾟｰﾗ BA ﾗｲﾄｾﾚｸﾀｰ）                         

<ｱｲ> 

・目まわりを明るく美しくｶﾊﾞｰし、肌に質感もﾁｪﾝｼﾞする(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ

ﾎﾞｰﾃ ｺﾚｸﾁｭｰﾙｴｸﾗﾌﾟｰﾙﾚｼﾞｭｰ） 

<ﾘｯﾌﾟ> 

・紫外線や乾燥から唇を守りながら､ﾘｯﾌﾟﾒｲｸを美しく仕上げる(ｷｯｶ 

ｽﾑｰｼﾞﾝｸﾞﾌﾟﾛﾃｸﾄﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ） 

 

  

 

 

 

 

ベースメイク（ファンデーション） 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・35℃くずれ耐久ﾘｸｲﾄﾞ（ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｸﾘｱ WP ﾘｸｲﾄﾞ Uvn) 

・24時間自然体。春からもﾌﾚｯｼｭで美しい肌へ(資生堂 ｼﾝｸﾛｽｷﾝ

ｾﾙﾌﾘﾌﾚｯｼﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾛｰｽﾞの微量要素を贅沢に配合したﾛｰｽﾞのｻﾌﾟﾘﾒﾝﾄのようなﾌｧﾝ

ﾃﾞｰｼｮﾝ(ﾃﾞｨｵｰﾙﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ ﾙﾌﾙｲﾄﾞﾀﾝﾄﾞｩﾛｰｽﾞ） 

・高いｽｷﾝｹｱ効果で、使うほどにﾂﾔ肌を叶える（ｱｳｪｲｸ ﾌﾟｯﾄｵﾝｱ

ﾊｯﾋﾟｰﾌｪｲｽﾃｨﾝﾃﾄﾞﾓｲｽﾁｭｱﾗｲｻﾞｰ） 

・美肌成分 52%配合で潤ﾂﾔ肌へ導く(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ﾋﾞｼﾞｮﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾘ

ｷｯﾄﾞﾓｲｽﾄ）・肌の水分により密着するｽｷﾝﾌｨｯﾄ処方で汗、水に強

くくずれにくい（ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｸﾘｱ WP ﾘｸｲﾄﾞ UVn） 

・保湿感たっぷりのﾊﾟｳﾀﾞｰがしっとり吸い付くように肌を守る

（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾊﾟｳﾀﾞﾚｽﾄ） 

・乾燥しがちな肌へたっぷり保湿成分を届ける(ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞ

ﾀｰｸﾘｰﾑﾒｰｸｱｯﾌﾟ） 

・肌の潤いを閉じ込め乾燥から防ぐ(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ｽﾉｰﾊﾟｰﾌｪｸﾄ

ﾗｲﾄｺﾝﾊﾟｸﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ｵｲﾙを含んだﾊﾟｳﾀﾞｰがしっとりとのびて乾燥しにくくなる（ｾﾙ

ｳﾞｫｰｸ ｲﾝﾃﾝﾄｽｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾏｯﾄな質感と高い化粧持ち効果を持ち合わせ潤いも持続する（ｸ

ﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾀﾝﾌﾘｭｲﾄﾞｴｸﾗﾏｯﾄ） 

・ｱﾐﾉ酸の潤いﾍﾞｰﾙが肌を包む（ﾁｬｺｯﾄ ｴﾝﾘｯﾁﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・美容ｵｲﾙが溶け込んで、6種の美容液成分が肌の潤いを守る(ｱﾕ

ｰﾗ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・香る蜂蜜､ｼｱﾊﾞﾀｰ配合で肌の潤いを守る（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽｷﾝｸﾞﾚｲｼﾞﾝ

ｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・夏場も心地よく使用でき、透明感とｶﾊﾞｰを両立する(ﾚﾌﾞﾛﾝｶﾗｰ

ｽﾃｲｸｯｼｮﾝﾛﾝｸﾞｳｪｱﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・美白有効成分配合で、ﾒｰｸしながら美白ｹｱできる(ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞ

ﾝﾍﾞﾀｰﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｸｯｼｮﾝｺﾝﾊﾟｸﾄ） 

・なりたい印象で選べるｶﾗｰﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾗﾌﾟｰﾄﾞﾙｵｰﾄﾆｭｱﾝｽ

Ｉ） 

・肌色をﾄｰﾝｱｯﾌﾟする(ｿﾌｨｰﾅ ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ UV) 

・くすみがちな肌色を明るく血色のいい肌色へ塗り替える(ｿﾌｨｰ

ﾅ ﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ UV) 

・光の層を纏い端正な素肌のような仕上がり（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾀﾝ

ﾌﾟｰﾄﾞﾙｸﾚｰﾑｴｸﾗ） 

・生まれたての素肌のような無垢な肌色を演出する美白ﾌｧﾝﾃﾞｰｼ

ｮﾝ（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾗﾝﾅﾁｭﾚｰﾙﾌﾟｰﾄﾞﾙﾌﾞﾗﾝ） 

・素肌感とｶﾊﾞｰ力を両立し、仕上がりを長時間ｷｰﾌﾟする（ﾛｰﾗﾒﾙｼ

ｴ ﾌﾛｰﾚｽﾙﾐｴｰﾙﾗﾃﾞｨｱﾝｽﾊﾟｰﾌｪｸﾃｨﾝｸﾞｸｯｼｮﾝ） 

・ふんわり軽やかにｶﾊﾞｰしてまるで「ｷﾚｲな素肌」（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞ

ﾗﾏﾃｨｯｸﾊﾟｳﾀﾞﾘｰ UV） 

・密着力の高いｵｲﾙによる極薄膜で肌をｺｰﾃｨﾝｸﾞし均一で美しい

仕上がりに(ｷｯｶ ﾌﾛｰﾚｽｸﾞﾛｳｿﾘｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・つるんとすべすべな仕上がりで、肌に溶け込み粉感をｸﾘｱする

（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾊﾟｳﾀﾞﾚｽﾄ） 

・内側からにじむようなﾂﾔで上質な肌に仕上げる（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｽ

ｷﾝﾌｫﾙﾐﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・潤いのﾂﾔ肌がﾋﾟﾀｯと密着し長時間ｷｰﾌﾟする（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾍﾞﾘｰﾚｱｴ

ｱｰ） 

・潤いに満ちた、透明感ある肌に仕上げる（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｽｷﾝﾌｫﾙﾐ

ﾝｸﾞｸｯｼｮﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・透明感が際立つ仕上げ用ﾊﾟｳﾀﾞｰ(ﾁｬｺｯﾄ ｴﾝﾘｯﾁﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ） 
 

 

 

 

ベースメイク（ファンデーション） 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

２０２０/春夏 ⑧ 
（つづき） 
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 ・ﾊﾟｳﾀﾞｰに美容成分を練り込む製法でしっとり、毛穴や色ﾑﾗもｶ

ﾊﾞｰする(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ﾋﾞｼﾞｮﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・美白有効成分の 4MSK を配合しくすみをｶﾊﾞｰしながら素肌もｹｱ

する(ﾊｸ ﾎﾞﾀﾆｯｸｻｲｴﾝｽ薬用美容液ｸｯｼｮﾝｺﾝﾊﾟｸﾄ） 

・天然由来成分を 9割以上配合し美しい素肌と完璧な仕上がりを

実現する(ｹﾞﾗﾝ ﾚｿﾝｼｪﾙ） 

・独自成分配合で肌そのものが美しくなったかのようなｽｷﾝｹｱ効

果を実感する（ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾌﾟﾛﾃﾞｨｼﾞｰ CEL ｸﾞﾛｳｴｯｾﾝｽﾌｧﾝﾃﾞｰ

ｼｮﾝ） 

・ｱｸﾃｨﾌﾞﾌｫｰｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ搭載で化粧くずれを防ぐ(資生堂 ｼﾝｸﾛｽｷﾝ

ｾﾙﾌﾘﾌﾚｯｼﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・高ｶﾊﾞｰで崩れにくい、ﾃｶりにくい(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ﾋﾞｼﾞｮﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

ﾘｷｯﾄﾞﾏｯﾄ） 

・ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ処方でﾒｲｸ崩れを防止する(ﾌｧﾝｹﾙ つや美肌持続 BB

ｸﾘｰﾑ） 

・24時間つけたての明るさと透明感を保つ(ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰﾘﾌ

ﾚｯｼｭﾒｰｸｱｯﾌﾟ） 

・肌にしっとりﾌｨｯﾄし自然なｶﾊﾞｰ力とﾂﾔを与える（ｱｳｪｲｸ ﾌﾟｯﾄ

ｵﾝｱﾊｯﾋﾟｰﾌｪｲｽﾌｨﾆｯｼﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・とろけるようになじみ､ﾘﾗｯｸｽした抜け感のある表情と艶肌を

作る（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｳｨｰｸｴﾝﾄﾞｸﾞﾛｳｽﾃｨｯｸﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ｼﾐ、色ﾑﾗしっかりｶﾊﾞｰで汗や皮脂にも強いｳｫｰﾀｰﾚｼﾞｽﾀﾝﾄ(ｸﾘﾆｰ

ｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰﾒｰｸｱｯﾌﾟ） 

・毛穴、ｼﾐをなめらかにｶﾊﾞｰする(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ﾋﾞｼﾞｮﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾘｷ

ｯﾄﾞﾓｲｽﾄ） 

・均一に広がり、毛穴や色ﾑﾗをｶﾊﾞｰする（ｷｬﾝﾒｲｸ ｸﾘｰﾐｰﾌｧﾝﾃﾞｰ

ｼｮﾝｽﾃｨｯｸ） 

・弾力のあるｼﾞｪﾙが肌を引き締めながら毛穴などの凹凸､ｸﾏ、く

すみをしっかりｶﾊﾞｰする（RMK 江戸桜ﾄﾗﾝｽﾙｰｾﾝﾄ BB） 

・真珠状のｲﾝﾃﾝﾄｽｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰが凹凸を整えて肌に光沢感を演出す

る（ｾﾙｳﾞｫｰｸ ｲﾝﾃﾝﾄｽｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・なめらか補正効果とつやｺﾝｼｰﾗｰ効果で塗りました感がない(ﾌﾟ

ﾘｵｰﾙ 美つや BB ｼﾞｪﾙｸﾘｰﾑ） 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

メイク全体 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

２０２０/春夏 ⑨ 
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・ｽﾃｰｼﾞを彩る華やかなｶﾗｰﾒｲｸ(ﾁｬｺｯﾄ ﾒｲｸｱｯﾌﾟｶㇻ-ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ） 

・ｶﾜｲｲはもっとｷﾗめく(ﾗﾌﾞﾗｲﾅｰ ｸﾞﾘｯﾀｰｺﾚｸｼｮﾝ） 

・その願い、きっと花ひらく(ｹﾞﾗﾝ 2020 ﾁｪﾘｰﾌﾞﾛｯｻﾑｺﾚｸｼｮﾝ） 

・大人に挿す色(ｽｯｸ 2020春ｶﾗｰｺﾚｸｼｮﾝ） 

 

 ・顔に立体感と奥行きを与え、理想の顔型を叶える(&be ｺﾝﾄｩｱ

ﾍﾟﾝ） 

<ﾁｰｸ> 

・素肌に溶け込むようになじんで発色がｸﾘｱになる(ｷｯｶ ﾌﾛｰﾚｽ

ｸﾞﾛｳﾌﾗｯｼｭﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・しっとり艶めくﾊﾘ、血色感で透明感をもたらす（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｸﾘ

ｰﾑﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・ほんのり血色感とふんわり透明感で美肌を叶える(ｱﾕｰﾗ ﾌﾛｰﾚ

ｽﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・まるで血色や潤いそのものかのようなﾅﾁｭﾗﾙな仕上がり（ﾛｰﾗﾒ

ﾙｼｴ ﾎﾞﾝｼﾞｭｰﾙﾄｰｷｮｰﾌｪｲｽｱﾝﾄﾞﾁｰｸ） 

・内側から伸び広がり、内側から滲むような血色感を叶える（ｱｳ

ｪｲｸ ﾁｱﾐｰｱｯﾌﾟｸﾞﾛｳｲﾝｸﾞﾌﾞﾗｯｼｭ&ﾘｯﾌﾟ） 

・明るく澄んだ発色で、肌に透明感と血色感をもたらす(ｺﾌﾚﾄﾞｰ

ﾙ ｽﾏｲﾙｱｯﾌﾟﾁｰｸｽ N) 

・肌に溶け込むようにﾌｨｯﾄし肌の奥に血色を宿すように仕上が

る（ｾﾙｳﾞｫｰｸ ｶﾑﾌｨｰﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・ひとりひとりの肌色に合わせたﾊﾞﾗ色の頬に仕上げるﾃｲﾗｰﾒｲﾄﾞ

ﾁｰｸ(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ﾊﾞｯｸｽﾃｰｼﾞﾛｰｼﾞｰｸﾞﾛｳ） 

・みずみずしいﾂﾔと色で頬をほんのり染めるﾘｷｯﾄﾞﾁｰｸ(ｱﾕｰﾗ ｼﾛ

ｯﾌﾟﾁｰｸ） 
 

 
 

メイク（アイ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメの機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 

・見る者を虜にする、ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸな眼差し､(ｹﾞﾗﾝ ﾏｯﾄﾞｱｲｼﾘｰｽﾞ） 

・1色でぐんと奥行き。光ｸﾞﾗﾃﾞｼｬﾄﾞｳ(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ 3D ﾄﾗﾝｽｶﾗｰｱｲ&ﾌｪｲ

ｽ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

・微細ﾊﾟｰﾙで光を集めて瞳、大きく（ﾗﾌﾞﾗｲﾅｰ ｸﾞﾘｯﾀｰｺﾚｸｼｮﾝﾘｷｯﾄﾞ

ｱｲﾗｲﾅｰ） 

・未体験の描き心地「大和匠筆」（UZU ｱｲｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞﾗｲﾅｰ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

・ｾﾗﾐﾄﾞ配合でﾃﾞﾘｹｰﾄな目元をｹｱする(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ｴｸｽｱｰﾃｨｽﾄﾌﾚｰﾑ

ｱｲﾗｲﾅｰ） 

・汗や湿気に強く美しい仕上がりをｷｰﾌﾟする(ｹﾞﾗﾝ ﾏｯﾄﾞｱｲﾌﾟﾘ

ｻｲｽｱｲﾗｲﾅｰ） 

・水、汗､皮脂に強いﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾀｲﾌﾟのﾘｷｯﾄﾞｱｲﾗｲﾅｰ（ｾﾙｳﾞｫｰｸ ｼｭ

ｱﾈｽｱｲﾗｲﾅｰﾘｷｯﾄﾞ C) 

<ｱｲﾌﾞﾛｳ> 

・椿油配合の美容液効果で、眉毛にﾊﾘとｺｼを与える(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ｴ

ｸｽｱｰﾃｨｽﾄﾘｱﾙﾌﾙｱｲﾌﾞﾛｳ） 

・水、汗、皮脂、こすれに長時間耐久(ｾｻﾞﾝﾇ ﾏﾙﾁﾌﾟﾙｰﾌｱｲﾌﾞﾛｳ） 

 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 

・瞼にしっとり溶け込んでほんのりﾂﾔめいた眼差しに（RMK ｳｷ

ﾖﾓﾀﾞﾝｱｲｼｬﾄﾞｳﾊﾟﾚｯﾄ） 

・しっとり溶け込むようになじみ湿度を感じる上質でﾏｯﾄな仕上

がり(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｱｲｸﾞﾛｳｼﾞｪﾑ） 

・新感覚の色設計で鮮烈な発色で上品な煌めきを与える（ﾛｰﾗﾒﾙ

ｼｴ ｷｬﾋﾞｱｽﾃｨｯｸｱｲｶﾗｰ） 

・わずかな質感のｺﾝﾄﾗｽﾄが目元の陰影を操る(ｶﾈﾎﾞｳ ｱｲｶﾗｰﾃﾞｭ

ｵ） 

・ｸﾘｰﾐｨなﾃｸｽﾁｬｰで絶妙なﾀｲﾐﾝｸﾞで定着し、多彩な表現が可能（ﾛ

ｰﾗﾒﾙｼｴ ｷｬﾋﾞｱｽﾃｨｯｸｶﾗｰ） 

・透けるような色とﾂﾔが澄んだ眼差しを叶える(ｱﾕｰﾗ ﾙｰｾﾝﾄｱｲ

ｽﾞ） 
 
 

 

メイク（アイ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメの機能 メイクアップコスメによるメイク効果 
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状 

 

 <ﾏｽｶﾗ> 

・11種のﾍｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ成分でまつ毛ｹｱ(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ｴｸｽｱｰﾃｨｽﾄﾄﾞ

ﾚｽｱｲ） 

・素のまつ毛を美しく育むｹｱ成分配合(ｹﾞﾗﾝ ﾏｯﾄﾞｱｲﾏｽｶﾗ） 

・皮脂や汗に強い特殊ﾎﾟﾘﾏｰ配合で、1日中つけたときの状態を

ｷｰﾌﾟする(ﾀﾞｽﾞｼｮｯﾌﾟ ﾃﾞﾗｲﾄﾌﾙｱｲﾌﾞﾛｳﾏｽｶﾗ） 

・ひと塗りで 2色が絶妙なｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝを生み出す(ｴﾚｶﾞﾝｽ ｱﾙﾓﾆｰ

ｱｲｽﾞ） 

・ｼﾏｰとﾏｯﾄ、2 色のﾊｰﾓﾆｰで美しいｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝを簡単に作る(ｹﾞﾗﾝ 

ﾏｯﾄﾞｱｲｺﾝﾄﾗｽﾄﾃﾞｭｵｱｲｼｬﾄﾞｳ） 

・光を何層にも重ねたかのような立体的なｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝを演出する

(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ 3D ﾄﾗﾝｽｶﾗｰｱｲ&ﾌｪｲｽ） 

・4 つの質感が光と影の鮮やかな立体感を作る（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｺﾝﾄ

ｩｱﾘﾝｸﾞｱｲｼｬﾄﾞｳ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

・目力を宿しながら抜け感を生む仕上がりに（ｾﾙｳﾞｫｰｸ ｼｭｱﾈｽｱ

ｲﾗｲﾅｰﾍﾟﾝｼﾙ） 

・目元にほんの少し鮮やかな彩を加え表情を豊かにする(ｱﾃﾞｨｸｼ

ｮﾝ ｻﾞｶﾗｰﾘｷｯﾄﾞｱｲﾗｲﾅｰ） 

・ﾏｲｸﾛ化したﾊﾟｰﾙが肌によくなじみ、肌が透けたような透明感を

目元に与える（ﾗﾌﾞﾗｲﾅｰ ｸﾞﾘｯﾀｰｺﾚｸｼｮﾝﾘｷｯﾄﾞｱｲﾗｲﾅｰ） 

・濃密ﾗｲﾝを自在に描くｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌの極細ｱｲﾗｲﾅｰ(ｴﾚｶﾞﾝｽﾌｧｲﾝﾗｽﾃ

ｨﾝｸﾞｼﾞｪﾙｱｲﾗｲﾅｰ） 

<ｱｲﾌﾞﾛｳ> 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰで描いたようなふわっと立体感のある自然な眉を叶え

る(ｱﾕｰﾗ ﾌｫｷﾞｰｱｲﾌﾞﾛｳ） 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰのようなふんわりとした自然な仕上がりをｷｰﾌﾟする(ﾒｲ

ﾍﾞﾘﾝ ﾌｧｯｼｮﾝﾌﾞﾛｳﾊﾟｳﾀﾞｰｲﾝﾍﾟﾝｼﾙ N) 

<ﾏｽｶﾗ> 

・ｸﾞﾘｰﾝとﾊﾟｰﾌﾟﾙの 2色で上品な華やぎを表現する(ｽｯｸ ｱｲﾗｯｼｭ

ﾏｽｶﾗｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ） 

・ﾛﾝｸﾞも叶えるｶｰﾙﾏｽｶﾗ(ｷｬﾝﾒｲｸ ｸｲｯｸﾗｯｼｭｶｰﾗｰﾛﾝｸﾞﾏｽｶﾗ） 

・ﾅﾁｭﾗﾙに長くしなやかにｶｰﾙｷｰﾌﾟし、上品な目元を演出する（ｺ

ｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾛﾝｸﾞﾗｯｼｭﾏｽｶﾗ） 

・重ねるほど濃く長く。大人の塗るｴｸｽﾃﾏｽｶﾗ(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ｴｸｽｱｰﾃｨ

ｽﾄﾄﾞﾚｽｱｲ） 

・長さの異なる 2種の線維がｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞまつ毛を演出する（ｷｬﾝﾒ

ｲｸ ｺﾞｸﾉﾋﾞﾏｽｶﾗ） 

・+112%のﾎﾞﾘｭｰﾑｱｯﾌﾟを瞬時に実現し、まつ毛を根元からｾﾊﾟﾚｰﾄ

する(ｹﾞﾗﾝ ﾏｯﾄﾞｱｲﾏｽｶﾗ） 

・自まつ毛魅せる繊細ｾﾊﾟﾚｰﾄ（ｷｬﾝﾒｲｸ ｸｲｯｸﾗｯｼｭｶｰﾗｰｾﾊﾟﾚｰﾄ） 

・ﾌﾞﾗｼがどんな目の形にも目頭や目尻にもﾌｨｯﾄし印象的な目元

を作る（ｾﾙｳﾞｫｰｸ ｲﾝﾗﾌﾟﾁｭｱﾗｯｼｭ） 
 

 

 

 
 

メイク（リップ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 
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・ｺﾞｰﾙﾄﾞに挑む、この夏のｹﾞｰﾑ(ｽﾘｰ ﾋﾟｰｸﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾘｯﾌﾟｸｱｯﾄﾞ） 

・彩りも、うるおいも叶えるﾋﾟｭｱな光(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾏﾆﾌｨｶﾄｩｰﾙﾚ

ｰﾌﾞﾙｎ） 

・美しさへﾌﾙﾎﾞﾘｭｰﾑ（ｴｸｼｱ ﾘｯﾌﾟﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 4-D ﾙｰｼﾞｭ） 

・限界なんてない。もっと唇に輝きを(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ｱﾃﾞｨｸﾄｽﾃﾗ

ｰﾊﾛｼｬｲﾝ） 

・高発色×生ﾂﾔ質感ﾙｰｼﾞｭ(ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｽｷﾝｼﾝｸﾛﾙｰｼﾞｭ） 

・ﾏｲｸﾛｺﾗｰｹﾞﾝ、美容成分 90%以上配合で縦ｼﾞﾜをｶﾊﾞｰする(ｴｸｽﾎﾞ

ｰﾃ ｴｸｽｱｰﾃｨｽﾄｸﾞﾛｳﾙｰｼﾞｭ） 

・ｽｷﾝｹｱﾚﾍﾞﾙの美容成分を配合し、本格的にﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄする（ｴｸｼｱ 

ﾘｯﾌﾟﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 4-D ﾙｰｼﾞｭ） 

・高い保湿効果で唇にﾊﾘを与え、柔らかく艶やかに保つ(ﾀﾞｽﾞｼ

ｮｯﾌﾟ ﾙｰｼﾞｭｻﾞﾌｭｰｼﾞｮﾆｽﾄ） 

・ﾎﾞﾀﾆｶﾙｵｲﾙﾌﾞﾚﾝﾄﾞで潤いのある唇にする(ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ｸﾗｯｼｭ

ﾄﾞｵｲﾙｲﾝﾌｭｰｽﾞﾄﾞｸﾞﾛｽ） 

・ﾃﾞｨｸﾞﾆﾌｧｲﾄﾞｵｲﾙﾌﾞﾚﾝﾄﾞで体温に溶けるように伸びるﾌｨｯﾄする

（ｾﾙｳﾞｫｰｸ ﾃﾞｨｸﾞﾆﾌｧｲﾄﾞﾘｯﾌﾟｽ） 

・ひと塗りでしっとり潤って艶やかなのに仕上がりはﾏｯﾄ（ｺｽﾒﾃﾞ

ｺﾙﾃ ｻﾞﾙｰｼﾞｭﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄ） 

・唇そのものが潤いと輝きに満ちているような仕上がりをもた

らす（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭﾙﾐﾇ） 

・色みによって最適なﾃｸｽﾁｬｰと仕上がりをもたらす(ﾀﾞｽﾞｼｮｯﾌﾟ 

ﾙｰｼﾞｭｻﾞﾌｭｰｼﾞｮﾆｽﾄ） 

・ｶｼﾐｱのような極上の仕上がりとﾃｸｽﾁｬｰ（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭｱ

ﾚｰﾌﾞﾙｶｼﾐｱ 103 ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ） 

・肌艶と自然になじみ、ほのかに光を宿す新しいﾏｯﾄ感(ｽｯｸ ﾊﾞ

ｲﾌﾞﾗﾝﾄﾘｯﾁﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・色、ﾂﾔ、潤い、唇に纏って､ﾎﾞﾘｭｰﾑを彩る（ｴｸｼｱ ﾘｯﾌﾟﾄﾘｰﾄﾒﾝ

ﾄ 4-D ﾙｰｼﾞｭ） 

・色ﾑﾗをｶﾊﾞｰし、ふっくらﾊﾘ唇にする(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ｴｸｽｱｰﾃｨｽﾄﾋﾟﾝﾄ

ﾙｰｼﾞｭ） 

・なめらかで美しい唇を際立たせる２in1 ﾘｯﾌﾟ(資生堂 ﾘｯﾌﾟﾗｲ

ﾅｰｲﾝｸﾃﾞｭｵ） 

・1本でﾋﾟｭｱな透け色とﾂﾔが続く(ｷｬﾝﾒｲｸ ﾒﾙﾃｨｰﾙﾐﾅｽﾙｰｼﾞｭ） 

・1本で抜け感ﾘｯﾌﾟﾒｲｸが完成(ｵﾍﾟﾗ ｼｱｰﾘｯﾌﾟｶﾗｰ） 

・ﾆｭｱﾝｽｶﾗｰでｼｱｰに染まる(ｱﾅｽｲ ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ S) 

・ほんのり色づき、ｸﾘｽﾀﾙのように透き通った輝き(ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ 

ｸﾗｯｼｭﾄﾞｵｲﾙｲﾝﾌｭｰｽﾞﾄﾞｸﾞﾛｽ） 

・ﾘｯﾌﾟのようにしっかり発色、ふくよかな唇を思いのままに彩る

（ｾﾙｳﾞｫｰｸ ｴﾝｽﾛｰﾙｸﾞﾛｽ） 

・自然な色が肌に溶け込みいきいきと輝く（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾏﾆﾌｨ

ｶﾄｩｰﾙﾚｰﾌﾞﾙｎ） 

・見たままの鮮やかなｶﾗｰと美しいﾗｲﾝが続く(ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ ｻﾞﾏｯﾄﾘ

ｯﾌﾟﾘｷｯﾄﾞ） 

・見たままの発色を叶えて華やいで魅せる(ｱﾅｽｲ ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ F) 

・ひと塗りで唇の内側から発色したかのようなｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝに仕上

がる(ﾚﾌﾞﾛﾝ ｷｽｸﾗｳﾄﾞﾌﾞﾛﾃｯﾄﾞﾘｯﾌﾟｶﾗｰ） 

・唇の元の質感を生かせるような化粧膜を作り、美しい発色とﾂ

ﾔを与える（ﾛﾚｱﾙ ﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄｼｸﾞﾈﾁｬｰ） 
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２０２０/春夏 ⑫ 



 103 

 コミュニケーションワード ヘアケアコスメのケア機能 ヘアケアコスメのメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・誕生、髪質ｴｽﾃ（ｺｰｾｰｺｽﾒﾎﾟｰﾄ ﾋﾞｵﾘｽｴｽﾃﾃｨｰｸ） 

・目指せ！いつまでも弾む髪(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ｽｶﾙﾌﾟﾌｫｰｶｽ） 

・美しさの秘密は肌の色に合った髪色にある(ﾘｸｲｰﾙ ｴｯｾﾝｽｸﾞﾛｰ

ｶﾗｰ） 

・梅雨も華やかにｽﾀｲﾘﾝｸﾞ(ﾘｸｲｰﾙ ﾎﾞﾘｭｰﾏｲｻﾞｰ&ｽﾀｲﾘﾝｸﾞｽﾌﾟﾚｰ） 

・ふんわりしなやか、はずむ髪(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾒｲﾌﾟﾘｰｾﾞﾅﾁｭﾗﾙﾊﾞｳ

ﾝｽﾞｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・傷んだ髪に、あふれる潤い(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾊﾞｵﾊﾞﾘｯﾁﾀﾞﾒｰｼﾞｹｱｼｬ

ﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・毎日のｼｬﾝﾌﾟｰでﾍｱｴｽﾃしたような新しい心地よさに（ｺｰｾｰｺｽﾒ

ﾎﾟｰﾄ ﾋﾞｵﾘｽｴｽﾃﾃｨｰｸ） 

・潤いと弾力を与えﾊﾘのある頭皮にする(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾒｲﾌﾟﾘｰ

ｾﾞﾅﾁｭﾗﾙﾊﾞｳﾝｽﾞｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・頭皮に潤いを与え美しく健やかな髪へ導く(ｱﾕｰﾗ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞｼ

ｬﾝﾌﾟｰ＆ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・ﾅﾁｭﾗﾙﾊｰﾌﾞを配合し、頭皮環境を整えて軽やかでまとまりの

ある髪に仕上げる（APS ｽｶﾙﾌﾟｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ）・ｹﾗﾁﾝ､ｺﾗｰ

ｹﾞﾝ系の洗浄成分で補いながら洗う(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾒｲﾌﾟﾘｰｾﾞﾅﾁ

ｭﾗﾙﾊﾞｳﾝｽﾞｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・ﾊﾞｵﾊﾞﾌﾞ植物ｵｲﾙ配合で髪も頭皮も健やかにする(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ 

ﾊﾞｵﾊﾞﾘｯﾁﾀﾞﾒｰｼﾞｹｱｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ）                                           

・ｸﾘｽﾀﾙｼｬｲﾝｺｰﾄ成分で深く潤う(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ｼｬｲﾝﾘﾍﾟｱｼｬﾝﾌﾟｰ&ｺ

ﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・天然ｵｲﾙをたっぷり配合して潤いあふれる健康的な髪に導く

（APS ｵｲﾙｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・深層補修してしっとりまとまり、潤いを守りながら洗い上げ

る(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ｼｬｲﾝﾘﾍﾟｱｼｬﾝﾌﾟｰﾘｯﾁﾓｲｽﾄ） 

・頭皮、髪の潤いは残し、蓄積した老廃物までしっかり除去す

る(ｱﾙﾋﾞｵﾝﾙﾈｾｱ ｱｸｱｸﾞﾛｳｼｬﾝﾌﾟｰｽﾑｰｽ） 

・しっとりまとまる浸透保湿でﾊﾟｻつかず広がらない(ｱﾐﾉﾏｽﾀｰ 

ﾓｲｽﾄﾘｯﾁﾍｱﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・弾力のある泡が摩擦や軋みを抑えて、地肌と髪の汚れをｵﾌす

る(ﾅﾛｳ ﾃﾞｨｰﾌﾟﾓｲｽﾄｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・傷んだ髪をしっとり補って艶やかに魅せる(ｱﾙﾋﾞｵﾝﾙﾈｾｱ ｱｸｱ

ｸﾞﾛｳﾘﾍﾟｱﾌｫｰﾑ） 

・夏色ﾍｱｶﾗｰを美しくｷｰﾌﾟする(ﾘｸｲｰﾙ 5 ﾃﾞｲｽﾞｱﾌﾀｰｶﾗｰ） 

・髪をいたわりながらｶﾗｰの褪色を防ぐ(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ｶﾗｰﾘﾍﾟｱｼｬ

ﾝﾌﾟｰ） 

・ﾉﾝｼﾘｺﾝなのにきしまず、からまないなめらかな洗い心地(ｱﾐﾉ

ﾏｽﾀｰ ﾓｲｽﾄﾘｯﾁｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・ｱｽﾀｷｻﾝﾁﾝがﾀﾞﾒｰｼﾞから髪を守り健康でﾊﾘのある髪にする(ｱｽﾀ

ﾘﾌﾄ ｽｶﾙﾌﾟﾌｫｰｶｽ） 

・独自の発酵、和漢の W ｱﾌﾟﾛｰﾁで頭皮を潤しやわらかくほぐす

（ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾞｰｹ 発酵和漢ﾍｱｴｯｾﾝｽ） 

・保湿､ﾍｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ成分、精油配合で毛先まで潤いを与える

(ｼﾅﾘｰ ﾘﾝｽｲﾝﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・1本で頭皮や髪のｹｱ、紫外線による乾燥ﾀﾞﾒｰｼﾞｹｱをする(ﾌｧﾝ

ｹﾙ ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾞｰｹﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｲﾝｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・気になる髪の根元を手軽に素早くｶﾊﾞｰでき自然に仕上がる(ﾘ

ｸｲｰﾙ ﾍｱｺﾝｼｰﾗｰ） 

・抜け感のあるﾆｭｱﾝｽﾍｱが思いのままに作れる(ｼﾞｮﾝﾏｽﾀｰｵｰｶﾞﾆｯ

ｸ ｽﾘｰｷﾝｸﾞｽﾃｨｯｸ） 

・ﾄｯﾌﾟや後頭部などのふんわり感がほしいときに手櫛で簡単ﾘﾒ

ｲｸ(ﾘｸｲｰﾙ ﾎﾞﾘｭｰﾏｲｻﾞｰ） 

・髪にﾊﾘｺｼを与えﾎﾞﾘｭｰﾑ豊かなふんわり美髪へ(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ｽｶﾙﾌﾟ

ﾌｫｰｶｽ） 

・傷んだ髪を 1本 1本ｺｰﾃｨﾝｸﾞしてﾊﾘﾂﾔを与える(ﾅﾛｳ ﾃﾞｨｰﾌﾟﾓ

ｲｽﾄﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・ﾉﾝｼﾘｺﾝで美髪成分を配合し、しっとりｻﾗｻﾗな髪に仕上げる

（APS ｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・さらさらとｼﾙｸのような手ざわりに仕上げる(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ｼｬｲ

ﾝﾘﾍﾟｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰｼﾙｷｰｽﾑｰｽ） 

・さらりとした艶髪に導く UV ｶｯﾄｽﾌﾟﾚｰ（ｱﾙﾋﾞｵﾝﾙﾈｾｱ ｱｸｱｸﾞﾛｳ

UV ﾌﾟﾛﾃｸﾄ） 

・ごわつく髪を芯からしなやかな艶髪にする(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾀﾗｿﾍｱﾏ

ｽｸ n） 

・ごわつく髪も芯までしっとり柔らかくする(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ﾓｲｽﾁ

ｭｱｿﾌﾆﾝｸﾞｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

 
 

 

ヘアケア 
 

 

２０２０/春夏 ⑬ 

 
（つづき） 
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 コミュニケーションワード ヘアケアコスメのケア機能 ヘアケアコスメのメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

 ・豊かな泡でべたつきや毛穴詰まりもすっきりする(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ 

ﾌｧﾝｺﾞｼｬﾝﾌﾟｰ） 

 

 

 

その他 

 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 コスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

<ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ> 

・暑い夏がちょっと楽しくなる(ｱﾕｰﾗ ｱﾛﾏﾎﾞﾃﾞｨｼｰﾄ） 

・角層まで浸透し､ひと吹きで潤った柔らか肌に保つ(ｷｭﾚﾙ ﾃﾞｨ

ｰﾌﾟﾓｲｽﾁｬｰｽﾌﾟﾚｰ） 

・冷んやり、ぷるん、ｽｷﾝｹｱで涼む、夏肌(ｽﾁｰﾑｸﾘｰﾑ ﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟ） 

・ｾﾗﾐﾄﾞｹｱできるﾎﾞﾃﾞｨｳｫｯｼｭ(ｷｭﾚﾙ ﾎﾞﾃﾞｨｳｫｯｼｭ） 

<ﾄﾞﾘﾝｸ> 

・ﾊﾘもみずみずしさもﾊﾞﾗ色(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｽﾄﾗｸﾄﾛｰｽﾞﾄﾞﾘﾝｸ） 

<ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ> 

・ｽｰｯと肌になじみさらっとした使い心地(ｽﾁｰﾑｸﾘｰﾑ ｱｲｽﾐﾝﾄｼﾞｪ

ﾙ） 

・ほてった夏肌にひんやり心地いい(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ｸﾗｯｼｭｱｲｽｼﾞｪﾘｰ

ｽﾌﾟﾚｰ） 

・天然美容ｵｲﾙ、ｺﾗｰｹﾞﾝなどのｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ成分が艶めく弾力肌へ

導く（APS ｵｲﾙﾘｯﾁｹﾞﾙｸﾘｰﾑ） 

・皮膚汗臭､制汗、わきがに効果がある(ｹｲｾｲ ﾃﾞｵﾄﾞﾗﾝﾄｼﾘｰｽﾞ） 

・乾燥や肌荒れを防ぎしっとりとしたお肌を保つ(ﾉﾌﾞ ｽｷﾝｸﾘｰﾑ

D） 

・ｼｰﾙﾄﾞ効果で乾燥などの外的環境から肌を保護する(ﾆｭｸｽ ﾏﾙﾁ

ﾄﾞﾗｲｵｲﾙ） 

<ﾊﾝﾄﾞｹｱ> 

・べたつかず UV ｹｱもｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱもできる(ﾌｧﾝｹﾙ ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱﾊﾝﾄﾞ

ｸﾘｰﾑ UV） 

<ﾌｯﾄｹｱ> 

・携帯できるﾌｯﾄﾐｽﾄで気になる足元のﾄﾗﾌﾞﾙを簡単ｹｱする(APS 

ﾌｯﾄﾐｽﾄ） 

<ﾄﾞﾘﾝｸ> 

・ｱﾅﾂﾊﾞﾒ巣発酵液配合のｲﾝﾅｰﾋﾞｭｰﾃｨ（ｾﾙｳﾞｫｰｸ ｲﾝﾅｰﾘｻｰｼﾞｪﾝｽﾘｷ

ｯﾄﾞ） 

<ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ> 

・心地よく潤しながら、なめらかな肌に導く(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾐﾝﾃｨﾎﾞ

ﾃﾞｨｼﾞｪﾘｰ） 

<ﾈｲﾙ>                              

・それぞれのｲﾒｰｼﾞに合わせたﾊﾞﾗﾝｽでｺﾞｰﾙﾄﾞ､ｼﾙﾊﾞｰ､ﾌﾞﾛﾝｽﾞの

ﾊﾟｰﾙを配合(ｽﾘｰ ﾈｲﾙﾎﾟﾘｯｼｭ） 

・光が透けるようなｸﾘｱなｶﾗｰが指先にｱｸｾﾝﾄを与える（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ 

ｸﾘｱﾙｰｼﾞｭﾈｲﾙｴﾅﾒﾙ） 

・上品な艶、鮮やかな発色が続くﾈｲﾙｴﾅﾒﾙ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾈｲﾙｴﾅﾒﾙ） 
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スキンケア(洗う・落とす) 

 

 成分・剤型 機能・効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・超微細な泡「ナノバブル」が肌の角質にすみやかに浸透,メイクや古い角質汚れに吸着し、浮か

せて落とす、新感覚クレンジングウォーター(&be ｸﾘｱｸﾚﾝｽﾞｳｫｰﾀｰ） 

・ｽｷﾝｹｱ成分で洗い、洗浄剤ﾌﾘｰで汚れのみｾﾚｸﾄ洗浄する(ﾃﾞｭｵ 薬用ﾊﾞｲﾀﾙﾊﾞﾘｱｳｫｯｼｭ） 

・美容液成分で潤いを補給し、温感ﾊﾞｰﾑで毛穴の奥の汚れを絡めとる(ﾗﾌﾗ ﾊﾞｰﾑｵﾚﾝｼﾞ） 

・ﾐﾈﾗﾙと植物由来ｴｷｽの力を凝縮させたｸﾘｰﾐｨなｿｰﾌﾟ(ｵﾝﾘｰﾐﾈﾗﾙ ｴｸｽﾄﾗﾌｫｰﾐﾝｸﾞｿｰﾌﾟ） 

・ｻﾞﾗつく肌には、泡立て不要のｼﾞｪﾙﾀｲﾌﾟ洗顔(ﾄﾜﾆｰ ﾋﾞｭｰﾃｨ-ﾌﾚｯｼｬｰ） 

・肌の上でとろけるｼﾞｪﾘｰが不要な汚れを絡めとり澄んだ肌へ導く(ｵﾙﾋﾞｽ ﾎﾜｲﾄｼﾞｪﾘｰｳｫｯｼｭ） 

・泡立つｼﾞｪﾙでﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝなどのﾗｲﾄﾒｲｸも落とす(ﾋﾞｵﾃﾞﾙﾏ ｾﾋﾞｳﾑﾌｫｰﾐﾝｸﾞｳｫｯｼﾝｸﾞｼﾞｪﾙ） 

・天然由来のきめ細かいｸﾚｲﾍﾟｰｽﾄが澄んだ輝き肌へ磨き上げる（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｺﾞﾏｰｼﾞｭﾈﾄﾜｲｱﾝ） 

・天然ﾐﾈﾗﾙ泥配合でﾒｲｸ、毛穴、皮脂汚れもｵﾌ(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾌｧﾝｺﾞ W ｸﾚﾝｽﾞ） 

・海塩ｿﾌﾄｽｸﾗﾌﾞ配合で毛穴の黒ずみ、ざらつきもすっきり(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾀﾗｿｳｫｯｼｭ） 

・ｸﾙﾐのｽｸﾗﾌﾞで肌の汚れや毛穴の汚れをすっきり落とす(ﾌｧﾝｹﾙ ﾓｸﾞｸﾘｰﾑｳｫｯｼｭ） 

・美容成分を配合しとろみのあるきめ細かな泡でしっとり洗い上げる(ｱﾙﾌﾞﾗﾝ ｳｫｯｼﾝｸﾞﾘｷｯﾄﾞ） 

・保湿成分をふくむ泡で、しっとりやわらかな潤い感のある洗い上がり(ｱﾙｰｼﾞｪ ﾓｲｽﾁｬｰﾌｫｰﾑ） 

・弾力のある泡で肌に潤いを残しながら洗い上げる（ﾐｷﾓﾄ ﾑｰﾝﾊﾟｰﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾌｫｰﾑ） 

・ｺｸのある泡でくすみもｵﾌして、透明感あふれる輝く肌にする(ｼﾞｭﾚﾘｯﾁ ｸﾘｱﾌｫｰﾑ） 

・洗顔中も泡がつぶれにくく、かさつき肌荒れもｹｱする(ﾌｧﾝｹﾙ ﾋﾟｭｱﾓｲｽﾄ泡洗顔料） 

・ｸﾘｰﾐｨな濃密泡がくすみ、汚れを取り除き角層のすみずみまで浄化する(ｲﾝﾌｨﾆﾃｨ ﾌﾟﾚｼﾃｼﾞｱｽｳｫ

ｯｼﾝｸﾞﾐﾙｸ） 

・くすみがちな肌には濃密な泡立ちのｸﾘｰﾑ洗顔(ﾄﾜﾆｰｾﾝﾁｭﾘｰ ﾌﾟﾗｲﾑｸﾘｰﾐｨｿｰﾌﾟ） 

・粘り気のある濃密泡で古い角質までｵﾌする(ｵﾙﾋﾞｽ ﾕｰﾄﾞｯﾄｳｫｯｼｭ） 

・濃密泡で古い角質＆毛穴汚れをﾘｾｯﾄ(ﾃﾞｺﾙﾃ ﾘﾌﾄﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾝﾋﾟｭﾘﾌｧｲﾝｸﾞﾌｪｲｼｬﾙｳｫｯｼｭ） 

・濃密もちもち泡で毛穴のつまりをｸﾘｱ(ﾙﾅﾒｱ ﾌｧｲﾊﾞｰﾌｫｰﾑ） 

・炭酸泡が肌に密着して毛穴の奥の汚れを落とす(ﾗﾌﾗ ﾏｼｭﾏﾛｵﾚﾝｼﾞ） 

・濃密で温かい炭酸泡で毛穴汚れやくすみを落とす(ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ VC100 ﾎｯﾄｳｫｯｼﾝｸﾞﾌｫｰﾑ） 

・古い角質も角栓も落とす(ﾄﾜﾆｰ ﾋﾞｭｰﾃｨﾌｨﾌﾚｯｼｬｰ） 

・強すぎないが毛穴の奥までちゃんと落とせる(ﾌﾙﾘ ｸﾘｱｹﾞﾙｸﾚﾝｽﾞ） 

・潤いを守りながら角栓も溶かし、なめらかな肌に洗い上げる(ﾄﾜﾆｰ ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾚｯｼｬｰ） 

・敏感な肌の潤いを守ってしっとりなめらかな肌へと洗い上げる(ﾋﾞｵﾃﾞﾙﾏ ｻﾝｼﾋﾞｵﾏｲﾙﾄﾞｳｫｯｼﾝｸﾞ

ｼﾞｪﾙ） 

・ﾒｲｸをしっかり落とすだけでなく、水分不足の肌も保湿ｹｱする(ﾋﾞｵﾃﾞﾙﾏ ｲﾄﾞﾗﾋﾞｵｴｲﾁﾂｰｵｰ） 

・余分な皮脂やﾊｰﾄﾞなﾒｲｸともなじんで落とす（ﾐｷﾓﾄ ﾑｰﾝﾊﾟｰﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙ） 

・ｲｵﾝの力でﾒｲｸをこすらず落とせるﾒｲｸｵﾌ美容水(ｵﾝﾘｰﾐﾈﾗﾙ ﾐﾈﾗﾙﾒｲｸｵﾌｳｫｰﾀｰ） 

・肌に負担をかけずにｱｲﾒｲｸもすばやく落とす(ﾋﾞｵﾃﾞﾙﾏ ｻﾝｼﾋﾞｵｴｲﾁﾂｰｵｰ D) 
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スキンケア(整える・与える) 
 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・ﾊﾘ、大人毛穴、ｷﾒ、潤い、くすみまで全方位ｹｱする(ｵﾊﾞｼﾞ X ﾘﾌ

ﾄﾛｰｼｮﾝ） 

・まろやかな感触で角層のすみずみまで保湿する(ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾓｲｽ

ﾁｭｱﾛｰｼｮﾝ） 

・感動の保湿力で透明感と潤いがあふれるしなやかな肌へ導く（ｸ

ﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾛｰｼｮﾝｲﾄﾞﾛ） 

・保湿し、透明感あふれるみずみずしい肌を作る(ｵﾙﾋﾞｽ ｱｸｱ） 

・必要な脂質を与え、乾燥や外的刺激から肌を保護する(ｶﾌﾟﾁｭｰﾙ 

ﾄｰﾀﾙｾﾙ ENGY ﾘｯﾁｸﾘｰﾑ） 

・肌荒れしやすい乾燥肌も使うたび潤いが向上する(ｺｰｾｰﾏﾙﾎﾌｧｰﾑ 

ｶﾙﾃﾋﾙﾄﾞｲﾄﾞ） 

・くすみ､ｺﾞﾜつき、ｶｻつきに潤いをﾁｬｰｼﾞする(ﾄﾜﾆｰ ｼｰｽﾞﾅﾙｴｯｾﾝｽ

AW） 

・泡の美容ﾏｽｸで一気に潤いを補給する(ｵﾙﾋﾞｽﾕｰ ﾑｰｽｳﾞｪｰﾙﾏｽｸ） 

・潤いを肌のすみずみまで瞬時に注ぎ弾力感をもたらす(ｲﾝﾌｨﾆﾃｨ 

ﾌﾟﾚｽﾃｼﾞｱｽﾛｰｼｮﾝ） 

・潤いを肌表面のすみずみまで広げ奥深くまで届ける(ｵﾙﾋﾞｽ ﾕｰ

ﾄﾞｯﾄﾛｰｼｮﾝ） 

・ﾒﾗﾆﾝの生成を抑え、肌の内部まで潤いをためこむ(ｵﾙﾋﾞｽ ｱｸｱﾌｫ

ｰｽﾎﾜｲﾄﾛｰｼｮﾝ） 

・潤ってくすみ感のない透明感のある肌へ(ｿﾌｨｰﾅ 美白美容液 ET) 

・保湿ｹｱの前に潤いを角層深く満たす(ﾄﾜﾆｰ ﾀｲﾑﾘﾌﾚｯｼｬｰ V) 

・潤いがすばやく角層に浸透してみずみずしいﾂﾔ肌に導く(ｼﾞｭﾚﾘｯ

ﾁ ﾓｲｽﾄﾛｰｼｮﾝ） 

・肌に必要な潤いを与え角層深く巡らせる(ﾗﾌﾟﾚﾘｰ ﾚｱﾅｲﾄｴﾚｸｼｱ） 

・みずみずしい潤いが角層深くまでしみわたる（ﾄﾜﾆｰ ﾛｰｼｮﾝ ItⅡ

ｔⅢｔ） 

・細かいﾐｽﾄが浸透し角層までしっかり潤いで満たす(ｱﾙｰｼﾞｪ ﾐｽﾄ

化粧水） 

・美容液が角層へ浸透し長時間潤ってﾊﾘ肌を作る(ﾃﾞｭｰ ﾓｲｽﾄﾘﾌﾄｴ

ｯｾﾝｽ） 

・角層深くまで潤いを届けﾊﾘを高める(ｿﾌｨｰﾅ ﾊﾘ美容液） 

・肌に必要な潤いを与え角層深く巡らせｷﾒを整えﾊﾘを与える(ﾗﾌﾟﾚ

ﾘｰ ﾚｱﾅｲﾄｴﾚｸｼｱ） 

・潤ってもっちりとしたﾊﾘ密肌へ(ﾃﾞｭｰ ﾛｰｼｮﾝ） 

・潤いを満ち渡らせるﾊﾘ注入化粧水(ﾃﾞｺﾙﾃ ﾘﾌﾄﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾝﾘﾌﾟﾚﾆｯｼｭ

ﾌｧｰﾑﾛｰｼｮﾝ） 

・ふっくらとしたﾊﾘと潤いが満ちる(ｴﾘｸｼｰﾙ ｼｭﾍﾟﾘｴﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｲﾑｾﾗ

ﾑ） 

・透明感を左右する水分と脂質の巡りに着目し、独自のﾃｸｽﾁｬｰ

で潤いを与える(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ｵﾚｵｴｯｾﾝｽﾛｰｼｮﾝ） 

・ｼﾐを作れ！という指令はすぐには止まらないので未然に防ぐ

(ｿﾌｨｰﾅ 美白美容液 ET) 

・肌の脂質不足が引き起こす細胞の水分不足に着目した濃厚ｸﾘ

ｰﾑ(ｶﾌﾟﾁｭｰﾙ ﾄｰﾀﾙｾﾙ ENGY ﾘｯﾁｸﾘｰﾑ) 

・植物成分で乾燥も空気中の微粒子もｶﾞｰﾄﾞする(雪肌精 ｸﾘｱｳｪ

ﾙﾈｽ W ﾊﾞﾘｱﾐｽﾄ） 

・ﾗｲｽﾊﾟﾜｰ№11 配合で肌の水分保持能力を改善する(ﾜﾝﾊﾞｲｺｰｾｰ 

ｾﾗﾑｳﾞｪｰﾙ） 

・ｾﾗﾐﾄﾞ、ｺﾗｰｹﾞﾝなどの保湿成分配合で、ﾊﾘを失った肌に潤いを

与える(ｵﾝﾘｰﾐﾈﾗﾙ ｴｸｽﾄﾗﾓｲｽﾁｬｰｸﾘｰﾑ） 

・保湿成分天然ｾﾗﾐﾄﾞ配合で肌自身に潤いを閉じ込める(ｱﾙｰｼﾞｪ 

ｴﾝﾘｯﾁ） 

・ｳﾞｪｰﾙｵﾝｽｷﾝ処方で保湿成分が角層内部に浸透し潤いに満ちた

肌へ(ｶﾈﾎﾞｳ ｵﾝｽｷﾝｴｯｾﾝｽ V) 

・新開発の保湿成分ﾋｱﾛｷｬﾋﾞｱが次に使う化粧水をなじみやすく

する(ﾃﾞｭｰ ｷｬﾋﾞｱﾄﾞｯﾄﾌﾞｰｽﾀｰ） 

・美容液 1/2 本分配合で肌のｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝを整え潤いを与える(ｱﾕｰﾗ 

ﾘｽﾞﾑｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄﾏｽｸ） 

・ﾅﾉｻｲｽﾞのｵｲﾙが肌を保護し潤いを保つ(ｶﾈﾎﾞｳ ｵﾝｽｷﾝｴｯｾﾝｽ F) 

・ｶﾞｺﾞﾒｴｷｽ高配合で濃厚な潤いを与える(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ G ｾﾗﾑ） 

・ﾋｱﾙﾛﾝ酸 Na のｶﾌﾟｾﾙが角層深く潤いを届け次に使う化粧水をな

じみやすくする(ﾃﾞｭｰ ｷｬﾋﾞｱﾄﾞｯﾄﾌﾞｰｽﾀｰ） 

・ｱｾﾁﾙﾋｱﾙﾛﾝ酸が肌になじみ、すみずみまで潤いで満たす(ｸﾘｽﾁｬ

ﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ｶﾌﾟﾁｭｰﾙﾄｰﾀﾙｾﾙ ENGY） 

・独自成分ｲﾄﾜ（ITOWA)で潤いﾊﾞﾘｱの量と質を上げて透明感を引

き出す(ｺｰｾｰ 雪肌精ｸﾘｱｳｪﾙﾈｽ） 

・3種のﾋｱﾙﾛﾝ酸 Naが潤い､ﾊﾘを与える(ｸﾘﾆｰｸ ﾘﾍﾟｱｸﾘｰﾑ） 

・有効成分ﾆｰﾙﾜﾝなどの成分で肌にﾊﾘと潤いを与える(ﾎﾟｰﾗ ﾘﾝｸ

ﾙｼｮｯﾄﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾗﾑ N) 

・海洋深層水高濃度配合で角層の奥からﾊﾘを感じる(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ 

ﾌﾟﾃｨﾒｰﾙﾐﾈﾗﾙｺﾝｸﾛｰｼｮﾝ) 

・美容成分を含んだ温感ｵｲﾙﾊﾟｯｸで輝きに満ちたﾊﾘ肌へ(ﾘｻｰｼﾞ 

ｵｲﾙｲﾝﾊﾟｸﾄ） 

・2 層ｵｲﾙをｼｪｲｸして毛穴の目立つ肌もふっくらしたﾊﾘが満ちる

(ﾃﾞｺﾙﾃ ﾌｨﾄﾁｭｰﾝｵｲﾙｼｪｰｶｰ） 

・美容成分が肌を包み込み､ｽﾄﾚｯﾁﾝｸﾞ処方でﾋﾟﾝと密着し輝く肌

へ導く(ｴﾘｸｼｰﾙ ｼｭﾍﾟﾘｴﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾀｲﾑｾﾗﾑ） 

・ﾐﾈﾗﾙに加えﾊﾘのための成分を配合して、化粧水の浸透を促す(ｵ

ﾝﾘｰﾐﾈﾗﾙ ｴｸｽﾄﾗｾﾗﾑ） 

・ふたつのｷｬﾋﾞｱ成分が融合され肌にふっくらとした質感を与え

る(ﾗﾌﾟﾚﾘｰ SC ﾘｷｯﾄﾞﾘﾌﾄ） 

・ﾌﾞﾗｯｸﾊﾟｰﾙｺﾝｷｵﾘﾝ配合でふっくらとﾊﾘのある肌へ(ﾐｷﾓﾄ ﾗﾌｪﾘｰ

ﾅ） 
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スキンケア(整える・与える) 
 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・とろけるようになじみ潤ってふっくらﾊﾘ肌へ導く(ﾄﾜﾆｰ ｴﾏﾙｼﾞｮ

ﾝⅠｔⅡｔ） 

・なめらかで透明感とﾊﾘに満ちた輝く肌に導く（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾗｸ

ﾚｰﾑ） 

・角層に浸透しﾊﾘをもたらし、さらっとした肌感に変わる(ﾃﾞｭｰ ｷ

ｬﾋﾞｱﾄﾞｯﾄﾌﾞｰｽﾀｰ） 

・革新のｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱでふっくらなめらかな肌へ導く(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ 

ｶﾌﾟﾁｭｰﾙﾄﾀﾙｾﾙ ENGY ｽｰﾊﾟｰｾﾗﾑ) 

・高保湿で潤いとｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱを叶える(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ﾗﾛｰｼｮﾝｴｯｾﾝ

ｽ） 

・たっぷりの潤いで乾燥による年齢ｻｲﾝを目立たなくする(ﾌﾟﾘｵｰﾙ 

薬用高保湿化粧水） 

・乾燥による小ｼﾞﾜを目立たなくし、弾むようなﾊﾘ肌へ導く（ﾐｷﾓﾄ 

ﾑｰﾝﾊﾟｰﾙﾘｶﾊﾞｰｴｯｾﾝｽ） 

・乾燥小ｼﾞﾜの目立たない、ふっくらしたしなやかなﾊﾘ肌へ導く(ｼﾞ

ｭﾚﾘｯﾁ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｸﾘｰﾑ） 

・頬や口元の、乾燥による小ｼﾞﾜやｷﾒを潤し、ﾊﾘを与える(ｸﾘﾆｰｸ ﾘ

ﾍﾟｱｸﾘｰﾑ） 

・古い角質をｵﾌしながらｼﾜを改善する(ｻﾞﾚﾁﾉﾀｲﾑ ﾘﾝｸﾙﾛｰｼｮﾝﾓｲｽﾄ） 

・潤いでしっとり感が持続するｼﾜ改善化粧水(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾘﾝｸﾙｺﾝﾌｫｰ

ﾙ） 

・ﾊﾘ、弾力をもたらし、乾燥小ｼﾞﾜの目立たない肌へ(ﾛｸｼﾀﾝ ｲﾓｰﾃ

ﾙﾃﾞｨｳﾞｧｲﾝｾﾗﾑ） 

・気になる部分に深く効く薬用ｼﾜ改善美容液(ﾃﾞｭｰ ﾘﾝｸﾙｽﾏｯｼｭ) 

・美白もできる薬用ｼﾜ改善美容液(ｵﾙﾋﾞｽ ﾘﾝｸﾙﾎﾜｲﾄｴｯｾﾝｽ） 

・日中の紫外線を防ぎながらｼﾜを改善しｼﾐｿﾊﾞｶｽを防ぐ(ﾙｼｪﾘ ﾘﾝｸ

ﾙﾎﾜｲﾄ UV ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・あらゆるｼﾜに深く効く薬用ｼﾜ改善ｸﾘｰﾑ(ﾜﾝﾊﾞｲｺｰｾｰ ｻﾞﾘﾝｸﾚｽ） 

・硬くなった肌にｽﾋﾟｰﾃﾞｨになじみ､ｷﾒを整えて柔らかさをよみが

えらせる(ﾃﾞｺﾙﾃ ﾘﾌﾄﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾝﾌﾟﾗﾝﾌﾟﾌｧｰﾑｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・ｷﾒが整ってﾑﾁｯとした肌触り(ｴｸｻｰｼﾞｭ ﾊﾞｲﾀﾙｽﾊﾟｰｸ） 

・肌のｷﾒを整えてﾊﾘを与えなめらかな肌へ(ﾗﾌﾟﾚﾘｰ ﾚｱﾅｲﾄｴﾚｸｼｱ） 

・肌を潤いで満たしｷﾒふっくらの透明感のある肌に導く（ﾐｷﾓﾄ ﾑ

ｰﾝﾊﾟｰﾙﾓｲｽﾁｬｰﾘﾁｲﾛｰｼｮﾝ） 

・ｷﾒ密度と潤いﾊﾞﾗﾝｽが整った美しい素肌に仕立てる(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰ

ﾙ ﾛｰｼｮﾝﾄﾞﾛｰｽﾞ） 

・毛穴周りの古い角質もｹｱし、白さの際立つ美肌に整える(ﾌﾟﾚﾃﾞｨ

ｱ ﾎﾜｲﾄｸﾘｽﾀﾗｲｻﾞｰ） 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱもできる薬用美白美容液(ﾄﾜﾆｰ WT ｸﾘｱαｾﾗﾑ） 

 ・ｵｰｶﾞﾆｯｸ植物で攻めのｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱを行う(ｲﾐｭﾉ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞｴｯｾﾝｽ

ｵｲﾙ） 

・ﾁｵﾚﾄﾞｷｼﾝ配合で強いｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ機能を持つ(ﾌｧﾝｹﾙ ｺｱｴﾌｪｸﾀｰ） 

・海洋性ﾐﾈﾗﾙなど美容成分を角質層まで届けるｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ化粧水

(ｵﾝﾘｰﾐﾈﾗﾙ ｴｸｽﾄﾗﾓｲｽﾁｬｰﾛｰｼｮﾝ） 

・ｼﾜ改善有効成分ﾘﾝｸﾙﾅｲｱｼﾝが表皮と真皮にｱﾌﾟﾛｰﾁして効果をも

たらす(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾘﾝｸﾙｺﾝﾌｫｰﾙ） 

・ﾘﾝｸﾙﾅｲｱｼﾝが表皮と真皮にｱﾌﾟﾛｰﾁしてｼﾜを改善する(ﾙｼｪﾘ ﾘﾝｸ

ﾘﾘﾍﾟｱ） 

・純粋ﾚﾁﾉｰﾙがｼﾜのﾒｶﾆｽﾞﾑに対応し目もと口元のｼﾜを改善する（ｸ

ﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｾﾗﾑﾘｯｻｰﾘｯｽﾞ S) 

・ｲﾓｰﾃﾙ成分がﾊﾘをもたらし乾燥小ｼﾞﾜを目立たなくする（ﾛｸｼﾀﾝ 

ｲﾓｰﾃﾙﾃﾞｨｳﾞｧｲﾝｲﾝﾃﾝｼｳﾞｵｲﾙ） 

・先進のｶﾌﾟｾﾙ技術で目元口元にしっかり届いてｼﾜを改善する

(ﾃﾞｺﾙﾃ ｱｲﾋﾟｰｼｮｯﾄｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ） 

・ｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾙﾛｰｽﾞの要素を配合しｷﾒと潤いﾊﾞﾗﾝｽの整った美しい素

肌に(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ﾛｰｼｮﾝﾄﾞﾛｰｽﾞ） 

・ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｴｷｽとゆずｴｷｽ配合で、潤いを補いながらｷﾒの整った

肌に導く(ﾌｧﾝｹﾙ ﾓｸﾞﾛｰｼｮﾝ） 

・ﾋﾞﾀﾐﾝ C10%配合のﾐｽﾄが肌の角層まで浸透し、ｷﾒの整った透明

感のある肌へ導く(&be ﾊｲｺﾝｾﾝﾄﾚｲﾄ VC ﾐｽﾄ） 

・薬用有効成分をﾀﾞﾌﾞﾙで配合し透明感に満ちた肌へ導く(ﾄﾞｸﾀｰ

ｼｰﾗﾎﾞ 薬用ｱｸｱｺﾗｰｹﾞﾝｹﾞﾙ美白 EX) 

 

 
 

 

 （つづき） 

２０２０/秋冬 ④ 
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スキンケア(整える・与える) 
 

 スキンケアの機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・透明の美容液が素早くなじみ澄みわたるような透明感を目指す

(ﾎﾟｰﾗ ﾎﾜｲﾄｼｮｯﾄ 

・瞬時にｼﾐを根源から断ち透明感あふれるｸﾘｱな肌へ(ﾜﾝﾊﾞｲｺｰｾｰ 

ﾒﾗﾉｼｮｯﾄﾎﾜｲﾄ D) 

・しっとりと潤し､ｼﾐに攻め込み、明るく輝く美白肌へ(ｸﾘﾆｰｸ ｲｰ

ﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰﾌﾞﾗｰﾀｰｴｯｾﾝｽﾛｰｼｮﾝ） 

・ｼﾐの根源まですばやく届いて透き通るような肌へ(ﾃﾞｺﾙﾃ ﾎﾜｲﾄﾛ

ｼﾞｽﾄﾌﾞﾗｲﾄｺﾝｾﾝﾄﾚｲﾄ） 

・ｼﾐ,ｿﾊﾞｶｽを防いで潤って透明感のある肌へ(ﾃﾞｭｰ ﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞﾛｰｼ

ｮﾝ） 

・日焼けによるｼﾐ,ｿﾊﾞｶｽを防ぎ美白する(ｲﾐｭﾉ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞｴｯｾﾝｽｵｲ

ﾙ） 

・紫外線ﾀﾞﾒｰｼﾞを受けた肌を潤して透明美肌に導く(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾐﾈﾗ

ﾙﾛｰｼｮﾝﾎﾜｲﾄ） 

・毛穴奥の皮脂腺に効き皮脂の分泌を抑制する(ﾜﾝﾊﾞｲｺｰｾｰ ﾊﾞﾗﾝｼ

ﾝｸﾞﾁｭｰﾅｰ） 

<ｱｲｹｱ> 

・年齢を感じる乾燥しがちな目元に引き締まったﾊﾘを与える(ｴﾋﾟｽ

ﾃｰﾑ ｱｲﾊﾟｰﾌｪｸﾄｼｮｯﾄ a） 

・乾燥による小ｼﾞﾜを目立たなくし、潤いとﾊﾘのある明るい肌へ導

く(ｼﾞｭﾚﾘｯﾁ ﾘﾝｸﾙﾘﾍﾟｱﾌｫｰｽ） 

 ・美白有効成分ｶﾓﾐﾗ ET を配合し、ﾒﾗﾆﾝ生成を未然に抑制する(ｿ

ﾌｨｰﾅ 美白美容液 T) 

・形状記憶ﾎﾟﾘﾏｰ配合で、強い UV ｶｯﾄ膜で肌を守り美容成分を角

層のすみずみまで届ける(ﾎﾟｰﾗ ﾎﾜｲﾄｼｮｯﾄｽｷﾝﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ DX) 

・ﾆｷﾋﾞ予防有効成分が毛穴の油分になじんでﾆｷﾋﾞをｹｱする(ﾙﾅﾒｱ 

ｽｷﾝｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・海と大地のﾐﾈﾗﾙが凝縮され、肌荒れ､ﾆｷﾋﾞ、くすみにｱﾌﾟﾛｰﾁす

る(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾌﾞﾗﾝｺﾝﾌｫｰﾙ） 

<ｱｲｹｱ> 

・4種のｱﾐﾉ酸を保持させた潤い成分が小ｼﾞﾜの目立たないﾊﾘのあ

る肌へ導く(ｱﾙｰｼﾞｪ ﾄｰﾀﾙﾓｲｽﾄｾｲﾊﾞｰｱｲｿﾞｰﾝｸﾘｰﾑ） 

・独自の浸透技術でﾅｲｱｼﾝｱﾐﾄﾞを真皮まで届けｼﾜを改善する（ﾐｷ

ﾓﾄ ﾘﾝｸﾙｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾘｰﾑ） 

 

 
 

スキンケア(下地・補正) 
 

 下地の機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・肌色を自在に修正するﾒｲｸｱｯﾌﾟﾍﾞｰｽ(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞｶﾗｰｱｯﾌﾟﾍﾞｰ

ｽ） 

・ｸﾘｰﾑﾀｲﾌﾟで部分的に肌へﾆｭｱﾝｽを与える(ｵｻｼﾞ ﾆｭｱﾝｽｽｷﾝｴﾌｪｸﾀｰ） 

・なりたい仕上がりに合わせて血色感を自由に表現できる(ｶﾈﾎﾞｳ 

ﾊﾟﾌｫｰﾐﾝｸﾞﾄﾞﾛｯﾌﾟ） 

・肌を守るﾋﾟﾝｸｵﾚﾝｼﾞのﾍﾞｰｽで血色感を仕込む(ｱｸｾｰﾇ ｽｰﾊﾟｰｻﾝｼｰﾙ

ﾄﾞ） 

・乾燥によるﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝの粉ふきを防ぐ(ｱﾙﾌﾞﾗﾝ 潤白美肌ﾓｲｽﾁｭｱｷ

ｰﾌﾟﾍﾞｰｽ） 

・潤いを抱え込み乾燥から守ってﾂﾔをｷｰﾌﾟする(ｵﾙﾋﾞｽ ｽｷﾝﾓｲｽﾁｬｰ

ﾍﾞｰｽ） 

・厚ぼったくならず素肌が明るくｷﾚｲな印象に(ｱｸｾｰﾇ ｽｷﾝｶﾗｰｺﾝﾄﾛ

ｰﾙ） 

 ・美容水配合でみずみずしく、自然なﾄｰﾝｱｯﾌﾟを叶える(ｴｽﾌﾟﾘｰｸ 

ﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・細かなﾗﾒ配合のﾋﾟﾝｸｺﾞｰﾙﾄﾞのｸﾘｰﾑが肌にスッとなじみ､ﾅﾁｭﾗﾙ

なﾂﾔ感をもたらす（ﾛｸｼﾀﾝ ﾃﾞﾘｼｬｽ&ﾌﾙｰﾃｨﾙﾐｴｰﾙﾊｲﾗｲﾀｰ） 

・紫外線と乾燥から肌を守るﾉﾝｹﾐｶﾙ処方(&be UV ﾐﾙｸ） 

・乾燥ﾀﾞﾒｰｼﾞを防ぐ保湿成分配合でﾒｲｸしながら美肌へ導く(&be 

ｸﾞﾛｳﾊｲﾗｲﾀｰ） 

・ｱﾐﾉ酸系植物保湿成分配合で潤いを与え肌荒れを防ぐ（ｵｻｼﾞ ﾆ

ｭｱﾝｽｽｷﾝｴﾌｪｸﾀｰ） 

・光ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟｳﾀﾞｰがｸﾏなどの影をｶﾊﾞｰし透明感のある肌に(ｵﾙﾋﾞ

ｽ ｶﾊﾞｰﾘｷｯﾄﾞｸﾘｴｲﾀｰ） 

 

 

 

 

 

２０２０/秋冬 ⑤ 

 （つづき） 

（つづき） 
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スキンケア(下地・補正) 
 

 下地の機能・効果 皮膚科学コミュニケーション 成分特長・開発技術 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

 実 

 状 

・ｼｱｰなﾂﾔで肌の質感を高め、肌に透明感と立体感を与える(&be 

ｸﾞﾛｳﾊｲﾗｲﾀｰ） 

・質感をもｺﾝﾄﾛｰﾙする処方で透明感と抜け感のある仕上がりに(ｶﾈ

ﾎﾞｳ ﾊﾟﾌｫｰﾐﾝｸﾞﾄﾞﾛｯﾌﾟ） 

・繊細ﾊﾟｰﾙが肌のくすみをとばし、透明感のある潤いﾂﾔ肌に(&be 

UV ﾐﾙｸ） 

・ﾌｧﾝﾃﾞの裏に輝きを仕込めばﾊﾘ肌がもっと明るくなる(ｴｸｼｱ ﾗﾃﾞ

ｨｱﾝﾄｸﾞﾛｳﾒｲｸｱｯﾌﾟｾﾗﾑ） 

・均一にﾌｨｯﾄして潤ってなめらかな肌へ(ﾄﾜﾆｰ ﾓｲｽﾄﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾍﾞｰｽ） 

・紫外線ｹｱしながらｼﾜを改善し美白する(ﾙｼｪﾘ ﾘﾝｸﾙﾎﾜｲﾄ UV ｴﾏﾙｼﾞ

ｮﾝ） 

・みずみずしく肌の色ﾑﾗ、くすみを払拭する（ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ ｶﾗｰｺﾝﾄ

ﾛｰﾙﾍﾞｰｽ） 

・ｸﾏ、しみ、ﾆｷﾋﾞ跡をｶﾊﾞｰしてﾌﾛｰﾚｽなﾂﾔ肌に(&be ﾌｧﾝｼｰﾗｰ） 

・光を拡散する効果のあるﾊﾟｳﾀﾞｰがｸﾏや影悩みをｶﾊﾞｰする(ｵﾙﾋﾞｽ 

ｶﾊﾞｰﾘｷｯﾄﾞｸﾘｴｲﾀｰ） 

・凹凸感や色ﾑﾗが生じた肌をｽｷﾝｹｱ発想の潤いで満たす(ｽﾘｰ ｱﾄﾞ

ﾊﾞﾝｽﾄﾞｴｼﾘｱﾙｽﾑｰｽｵﾍﾟﾚｰﾀｰﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・色ﾑﾗや毛穴の凹凸をカバーしながら肌をなめらかに整える(ｱﾙﾌﾞ

ﾗﾝ 潤白美肌ﾌﾞﾗｲﾄｱｯﾌﾟｶﾊﾞｰﾍﾞｰｽ） 

・水分油分のﾊﾞﾗﾝｽを保ち、崩れず、肌の凹凸を整える（ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯ

ｾ ｽｷﾝﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾍﾞｰｽ） 

・乾燥や皮脂などの要因による化粧崩れを防ぎ美しい仕上がりをｷ

ｰﾌﾟする（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｳﾞｫﾜｰﾙｲﾄﾞﾗﾀﾝﾛﾝｸﾞﾄｩﾆｭ） 

・なめらかでとろけるようﾌｨｯﾄしよれず崩れにくい(ｽｯｸ ｲﾝﾃﾝｽｶ

ﾊﾞｰｺﾝｼｰﾗｰ） 

・紫外線や乾燥から肌を守り、なめらかで明るい肌を作る(ｼﾞｭﾚﾘｯ

ﾁ ﾍﾞｰｽｾﾗﾑ） 

・明るいﾂﾔ肌を作り上げ紫外線対策も万全(24ｈｺｽﾒ ﾐﾈﾗﾙ UV ﾍﾞｰ

ｽ） 

・紫外線などの光ﾀﾞﾒｰｼﾞから守り、潤いをｷｰﾌﾟする（ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ UV

ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝﾍﾞｰｽ） 

・紫外線､ﾌﾞﾙｰﾗｲﾄ、近赤外線の光ﾀﾞﾒｰｼﾞから守り潤いをｷｰﾌﾟする（ﾅ

ﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ UV ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝﾍﾞｰｽ） 

・肌荒れを防ぎながら紫外線もﾌﾞﾛｯｸする（ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰｼﾃｨﾌﾞ

ﾛｯｸﾎﾞﾘｭﾃｸｼｮﾝ 40N) 

 ・植物由来成分ｽﾑｰｽﾌｧｲﾊﾞｰが肌表面にﾌｧｲﾊﾞｰﾈｯﾄを作りくすみを

ｶﾊﾞｰする(ｽﾘｰ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞｴｼﾘｱﾙｽﾑｰｽｵﾍﾟﾚｰﾀｰﾌﾟﾗｲﾏｰ） 

・天然由来成分 100％で、くすみや赤みを一瞬でｶﾊﾞｰする(ｵﾝﾘｰﾐ

ﾈﾗﾙ ﾐﾈﾗﾙﾌﾟﾗｽﾍﾞｰｽ） 
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ベースメイク（ファンデーション） 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・美形のﾊﾘ(ｴｸｼｱ ｽﾃｲﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾘﾌﾄｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・時を旅するﾂﾔ。そこに終わりはない(ｽｯｸ ｻﾞｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・瞬間、透け感ｳﾞｪﾙｳﾞｪｯﾄ(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾌｧｲﾝｳﾞｪﾙｳﾞｪﾃｨﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・それは生まれつき美肌に見せるｼﾙｸのﾍﾞｰﾙ(ｾﾌｨｰﾇ ｼﾙｸｳｪｯﾄﾊﾟｳ

ﾀﾞｰ） 

・ｷﾚｲな素肌でﾎﾟｲﾝﾄﾒｲｸがさらに引き立つ。ﾏｷｱｰｼﾞｭのﾍﾞｰｽﾒｲｸ(ﾏ

ｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸﾊﾟｳﾀﾞﾘｰ UV) 

・乾燥の季節の前に着替えたい潤い感のあるﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ﾄ

ﾜﾆｰ ﾓｲｽﾄﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｸﾄ） 

・甦り、輝き出す。至高の美しさ(ﾃﾞｺﾙﾃ ﾐﾘｵﾘﾃｨﾘﾍﾟｱﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｾﾗ

ﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・おとなの素肌がほしがるものに着目した美容成分を配合(ｴｸｼｱ 

ｽﾃｲﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾘﾌﾄｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・植物ｵｲﾙを贅沢に配合し、やわらかな感触に(ﾄﾜﾆｰ ﾓｲｽﾄﾗｯﾋﾟﾝ

ｸﾞﾊﾟｸﾄ） 

・100%ﾐﾈﾗﾙでつけたまま眠れるほど肌にやさしいつけ心地(ｵﾝﾘｰ

ﾐﾈﾗﾙ ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・6種の植物由来ｵｲﾙ配合で乾燥から肌を守る(ﾙﾅｿﾙ ﾌｭｰｼﾞﾝｸﾞｵｲ

ﾙｸﾞﾛｳ） 

・ｼﾘｺﾝﾌﾘｰで紫外線や乾燥、大気の汚れなどの外的ｽﾄﾚｽからｶﾞｰﾄﾞ

する(ｵｻｼﾞ ｽｷﾝﾊﾞﾘｱ BB) 

・3つの保湿成分で乾燥から肌を守り、潤いをｷｰﾌﾟする(ｵﾙﾋﾞｽ ｳ

ｫｰﾀﾘｰｸﾞﾛｳﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・たっぷりの保湿成分で日中も乾きづらい心地よさ(ﾃﾞｺﾙﾃ ｻﾞｽ

ｷﾝﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾛｳ） 

・ｼﾙｸﾊﾟｳﾀﾞｰとﾋｱﾙﾛﾝ酸などの保湿成分配合で仕上がりはしっと

りさらさら(ｾﾌｨｰﾇ ｼﾙｸｳｪｯﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・肌そのものを潤いで満たす（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙﾌｫﾝﾄﾞｩﾀﾝｸﾘｰﾑﾀｲ

ﾌﾟ） 

・潤い効果が続く、みずみずしいﾂﾔ肌に仕上げる(ﾃﾞｺﾙﾃ ｻﾞｽｷﾝ

ﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾛｳ） 

・潤いと高いｶﾊﾞｰ力でﾊﾘﾂﾔを与えるｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（ﾅﾁｭﾗｸﾞ

ﾗｯｾ ｴﾓﾘｴﾝﾄｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾏｽｸ効果でﾂﾔめきと潤いを与える（ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ ｽｷﾝﾄﾘｰ

ﾄﾒﾝﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・潤いを与えながら素肌を活かした透明感とﾂﾔを引き出す（ﾅﾁｭ

ﾗｸﾞﾗｯｾ ｳｫｰﾀﾘｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・つけているだけで美白し、ｼﾐｿﾊﾞｶｽをｶﾊﾞｰしながら透明感のあ

る肌へ導く(ｵﾝﾘｰﾐﾈﾗﾙ 薬用ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

 

・溶け込むようになじみ肌と一体化して自然な印象に導く(ﾃﾞｺﾙ

ﾃ ｻﾞｽｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｴｱ） 

・みずみずしい感触でなじみつけたての美しい仕上がりが続く

(ﾃﾞｺﾙﾃ ｻﾞｽｷﾝｸｯｼｮﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾌﾚｯｼｭ） 

・素肌感を活かした自然なﾂﾔ肌を作る(ﾃﾞｺﾙﾃ ｻﾞｽｷﾝｸｯｼｮﾝﾌｧﾝﾃﾞ

ｰｼｮﾝﾌﾚｯｼｭ） 

・天然ﾐﾈﾗﾙのｿﾌﾄﾌｫｰｶｽ効果ですべすべ美肌に仕上げる（ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗ

ｯｾ ﾓｲｽﾄ BB ｸﾘｰﾑ）  

・極上のｼﾙｸのようななめらかなﾀｯﾁでﾉﾝﾊﾟｰﾙなのにﾂﾔが出る(ﾃﾞ

ｺﾙﾃ ﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・光を拡散してﾂﾔ肌へ(ｵﾙﾋﾞｽ ｶｼﾐｱﾌｨｯﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・内側から光を放つようなﾂﾔ肌に仕上げる(ﾃﾞｺﾙﾃ ｻﾞｽｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ

ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｴｱ） 

・肌そのものが美しくなったかのようにみずみずしいﾂﾔ肌に仕

上げる(ｶﾈﾎﾞｳ ﾌｭｰｼﾞｮﾝﾌｨｯﾄｳｪｱ） 

・潤い感あふれるﾌﾚｯｼｭな水ﾂﾔを演出する(ﾙﾅｿﾙ ﾌｭｰｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙｸﾞ

ﾛｳ） 

・年齢ｻｲﾝをﾂﾔでｶﾊﾞｰ 1 日中塗りました感なし(ﾌﾟﾘｵｰﾙ 美つや

BB ｼﾞｪﾙｸﾘｰﾑ n) 

・粉感の少ないﾃｸｽﾁｬｰで肌と一体化し、溶け込むようなﾂﾔを与え

る(ｽｯｸ ｻﾞｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾂﾔめき透きとおる(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾗﾌﾟｰﾄﾞﾙｵｰﾄﾆｭｱﾝｽﾘｸｽｨｰｽﾞ） 

・ｽｷﾝｹｱ直後のような、ﾂﾔと透明感(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸﾇｰﾄﾞｼﾞｪﾘ

ｰ BB) 

・ﾐﾈﾗﾙ、天然由来成分、ﾎﾞﾀﾆｶﾙｵｲﾙでつけた瞬間つややかに(ｵﾝﾘ

ｰﾐﾈﾗﾙ ﾐﾈﾗﾙﾓｲｽﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ｷﾒや毛穴をｶﾊﾞｰしながら、ﾊﾘのあるｼｰﾑﾚｽな美膜でﾊﾘ感が続く

(ｴｸｼｱ ｽﾃｲﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾘﾌﾄｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・頬の高い位置に光を集めるﾚﾌ板ﾊﾟｰﾙ配合でﾂﾔを美しく際立て

る(ｴﾘｸｼｰﾙｼｭﾍﾟﾘｴﾙ つや玉ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ T) 

・ﾏｯﾄな質感と高い化粧持ち効果を持ち合わせる（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ 

ﾀﾝﾌﾘｭｲﾄﾞｴｸﾗﾏｯﾄ） 

・肌に溶け込むように密着して透明感のある明るい仕上がりに

(ｱﾙﾌﾞﾗﾝ 潤白美肌ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・カバーするのに透明感、ふわｻﾗな肌続く(24h ｺｽﾒ ﾐﾈﾗﾙﾊﾟｳﾀﾞｰ

ﾌｧﾝﾃﾞ） 

・厚塗りに見せずに透明感のある肌を演出する(ｵﾙﾋﾞｽ ｳｫｰﾀﾘｰ

ｸﾞﾛｳﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・厚塗り感なく凹凸や色ﾑﾗをｶﾊﾞｰする(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾌｧｲﾝｳﾞｪﾙｳﾞｪﾃｨﾌ

ｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 
 

２０２０/秋冬 ⑥ 
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ベースメイク（ファンデーション） 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

  ・毛穴、色ﾑﾗをｶﾊﾞｰしながらｽｷﾝｹｱ後のような透明感と潤いのあ

るﾂﾔ肌に仕上がる(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸﾇｰﾄﾞｼﾞｪﾘｰ BB) 

・新成分ｽﾑｰｽﾌｧｲﾊﾞｰが肌の一部のようにﾌｨｯﾄして凹凸感をﾌﾗｯﾄ

にする(ｽﾘｰ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞｴｼﾘｱﾙｽﾑｰｽｵﾍﾟﾚｰﾀｰﾌﾙｲﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・毛穴凹凸をｶﾊﾞｰし、厚塗り感を残さずつややかな仕上がりに(ｹ

ｲﾄ ｼｰｸﾚｯﾄｽｷﾝﾒｲｶｰｾﾞﾛ） 

・肌の上でﾊﾟｳﾀﾞｰに変化し毛穴凹凸をｶﾊﾞｰしｻﾗｻﾗな仕上がりに

(ｹｲﾄ ﾊﾟｳﾀﾞﾘｰｽｷﾝﾒｲｶｰ） 

・肌に密着する極薄膜が肌のくすみや凹凸、毛穴をｶﾊﾞｰしながら

ｸﾘｱでﾂﾔのある仕上がりに(ｶﾈﾎﾞｳ ﾌｭｰｼﾞｮﾝﾌｨｯﾄｳｪｱ） 

 

 

 

メイク全体 
 

 コミュニケーションワード スキンケア機能（美容効果） メイクアップ効果（肌のニュアンス） 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・常識を超えていく(ｵﾝﾘｰﾐﾈﾗﾙ 2020秋ー2021春） 

・感情のﾚｲﾔｰﾄﾞ(ｵｻｼﾞ） 

・秘めたる精緻(ｽｯｸ ﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・ﾒｲｸを変えるﾒｲｸ､ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ(ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ ﾍﾞｰｽ&ﾎﾟｲﾝﾄﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

 ・肌の水分量に反応し発色を調整し、ﾅﾁｭﾗﾙでﾍﾙｼｰな肌に仕上げ

る(ｸﾘｽﾁｬﾝﾃﾞｨｵｰﾙ ｽﾃｨｯｸｸﾞﾛｳ） 

・透明感のある発色で自然な陰影を作り、目指す印象で色を選べ

る(ｵｻｼﾞ ﾆｭｱﾝｽﾌﾞﾗｯｼｭ）  

・2 色の相乗効果でｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝによる立体感と透明感を演出する

(ﾃﾞｺﾙﾃ AQ ﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・自然な陰影と血色感を巧みに効かせるﾁｰｸ&ﾌｪｲｽｶﾗｰ(ﾙﾅｿﾙ ｼｯｸ

ｺﾝｼｬｽﾌﾞﾚﾝﾀﾞｰ） 

・ﾐﾈﾗﾙ 100％のﾂﾔと透明感、血色感を作る(ｵﾝﾘｰﾐﾈﾗﾙ ﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・自然な血色とﾂﾔでしっとりなじむ 2 色セット（ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ ﾁｰ

ｸﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・ﾘｸｲﾄﾞならではの潤いに満ちたﾂﾔ感を演出する(ｽｯｸ ｼﾏｰﾘｸｲﾄﾞ

ﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝが織りなす発色とﾂﾔで透明感と立体感を与える(ｽｯｸ 

ﾋﾟｭｱｶﾗｰﾌﾞﾗｯｼｭ） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（つづき） 
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メイク（アイ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

 

<ｱｲﾌﾞﾛｳ> 

・ｱｲﾌﾞﾛｳﾏｽｶﾗでﾄﾚﾝﾄﾞﾌｪｲｽに(ﾃﾞｺﾙﾃ ﾌﾞﾛｳｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾌｫｰﾑ） 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 

・長時間しっとりと乾かず、ﾖﾚない(ｽｯｸ ｸﾞﾛｳﾀｯﾁｱｲｽﾞ） 

・極上薄膜ｳﾞｪｰﾙでまぶたと一体化するように密着してﾖﾚにく

い（ｴｸｾﾙ ｲﾙﾐｸﾁｭｰﾙｼｬﾄﾞｳ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

・耐久性にこだわり、にじみにくく、くずれにくい（ｷｬﾝﾒｲｸ ﾗ

ｽﾃｨﾝｸﾞﾘｷｯﾄﾞﾗｲﾅｰ） 

・ｾﾗﾐﾄﾞ&美容ｵｲﾙでまぶたの潤いをｷｰﾌﾟする(ｴｸｾﾙ ｲﾙﾐｸﾁｭｰﾙｼｬ

ﾄﾞｳ） 

・汗水皮脂に強く、美しさを長時間ｷｰﾌﾟする(ﾙﾅｿﾙ ｼｰｸﾚｯﾄｼｪｲ

ﾊﾟｰﾌｫｰｱｲｽﾞ） 

<ｱｲﾌﾞﾛｳ> 

・傷んだ眉毛の補修を助け、艶やかできりっとした眉毛に（ﾍﾞ

ﾘﾀｽ 眉毛美容液ﾗﾋﾟｯﾄﾞﾌﾞﾛｳ) 

・水や皮脂に強く、美しい仕上がりが持続する(ｽｯｸ ﾌﾚｰﾐﾝｶﾞｲ

ﾌﾞﾛｳﾘｷｯﾄﾞﾍﾟﾝ） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・ﾕｽﾞ果実ｴｷｽ成分でまつげを保護する（ｷｬﾝﾒｲｸ ｺﾞｸﾌﾞﾄﾏｽｶﾗ） 

・傷んだまつ毛の補修を助け､ｺｼやﾊﾘを与えながらﾎﾞﾘｭｰﾑある

まつ毛に（ﾍﾞﾘﾀｽ まつ毛美容液ﾗﾋﾟｯﾄﾞﾗｯｼｭ） 

・まつ毛をｹｱする美容液成分配合(ｴｸｾﾙ ﾛﾝｸﾞ&ｶﾗｰﾄﾞﾗｯｼｭ） 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 

・目を自然に大きく見せる(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸｽﾀｲﾘﾝｸﾞｱｲｽﾞ） 

・繊細な彩りと巧妙な立体感（ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ ｱｲｶﾗｰﾊﾟﾚｯﾄ） 

・2色のｺﾝﾄﾗｽﾄが織りなす意志のある目元(ｶﾈﾎﾞｳ ｱｲｶﾗｰﾃﾞｭｵ） 

・異なるﾂﾔ感を生み出す 3 ﾀｲﾌﾟのなめらかなﾃｸｽﾁｬｰと高純度発

色でﾂﾔやかな目元へ(ｽｯｸ ﾄｰﾝﾀｯﾁｱｲｽﾞ) 

・3 色をまぶたにのせるだけで、奥行きのある自然なｱｲﾒｲｸがで

きる(ｵｻｼﾞ ﾆｭｱﾝｽｱｲｼｬﾄﾞｳﾊﾟﾚｯﾄ） 

・鈍い光を放つｸﾛﾑｶﾗｰを最初に仕込んで吸い込まれるような眼

差しへ(ﾙﾅｿﾙ ｱｲｶﾗｰﾚｰｼｮﾝ） 

・なめらかな質感と純発色で美しいｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝを作る(ｽｯｸ ﾃﾞｻﾞ

ｲﾆﾝｸﾞｶﾗｰｱｲｽﾞ） 

・ﾎﾞﾙﾄﾞｰのｱｲｶﾗｰで血色感ある明るい目元に(ｱｸｾｰﾇ ｱｲｶﾗｰ PV） 

・色と光のﾚｲﾔｰﾄﾞで顔印象をｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ（ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ ﾀｯﾁｵﾝｶﾗｰｽﾞ） 

・影の重なりから、色つやがにじむような立体感を演出する(ﾙﾅ

ｿﾙ ｱｲｶﾗｰﾚｰｼｮﾝ） 

・光を透過するｼｱｰな発色で様々なﾆｭｱﾝｽを楽しめる(ｴｸｾﾙ ｲﾙﾐｸ

ﾁｭｰﾙｼｬﾄﾞｳ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

・くっきり濃厚発色で、きれいなﾗｲﾝが長続きする（ｷｬﾝﾒｲｸ ｸﾘ

ｰﾐｰﾀｯﾁﾗｲﾅｰ） 

・ﾆｭｱﾝｽｶﾗｰが目元の印象を引き締める（ﾙﾅｿﾙ ｼｰｸﾚｯﾄｼｪｲﾊﾟｰﾌｫｰ

ｱｲｽﾞ） 

・瞼の動きにﾌｨｯﾄし､ｼｬｰﾌﾟで印象的なﾗｲﾝを描く(ｽｯｸ ｶﾗｰｲﾝｸﾘｸ

ｲﾄﾞｱｲﾗｲﾅｰ） 

・少ない短い細いまつげにも塗りやすい極細ﾌﾞﾗｼ（ｷｬﾝﾒｲｸ ﾗｯｼ

ｭﾌﾚｰﾑﾏｽｶﾗ） 

<ｱｲﾌﾞﾛｳ> 

・ﾀﾞｰｸ､ﾐﾄﾞﾙ､ﾗｲﾄｶﾗｰのﾊﾟﾚｯﾄで抜け感のある立体的な眉を作る(ｽ

ｯｸ ｺﾝﾄﾛｰﾙｱｲﾌﾞﾛｳ） 

・2 色をﾌﾞﾚﾝﾄﾞして自然な立体感を与える（ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ ｱｲﾌﾞﾛｳ

ﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・粒子の細かいﾊﾟｳﾀﾞｰでやわらかく立体的な眉に仕上がる（ｷｬﾝ

ﾒｲｸ ﾅﾁｭﾗﾙｼﾌｫﾝｱｲﾌﾞﾛｳ） 

・つややかな立体眉で洗練された印象になる(ﾃﾞｺﾙﾃ ﾌﾞﾛｳｽﾀｲﾘﾝ

ｸﾞｸﾘｰﾑ） 

・まるで自眉のような自然な仕上がりを叶える(ｽｯｸ ﾎﾞﾘｭｰﾑｱｲ

ﾌﾞﾛｳﾏｽｶﾗ） 
 

 

 

 

 

 

２０２０/秋冬 ⑨ （つづき） 
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メイク（アイ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

  <ﾏｽｶﾗ> 

・骨格を際立てて立体感を演出(ﾃﾞｺﾙﾃ ﾌﾞﾛｳｽﾀｲﾘﾝｸﾞｸﾘｰﾑ） 

・膨潤性ｸﾚｲとﾌｨﾙﾑ成分がｶｰﾙや立ち上げをｷｰﾌﾟする(ｵﾝﾘｰﾐﾈﾗﾙ 

ﾐﾈﾗﾙﾏﾙﾁﾏｽｶﾗ） 

・ﾒｲｸするたび自まつ毛に上向きｶｰﾙをｸｾづける(ｹｲﾄ ﾗｯｼｭﾌｫｰﾏｰ

ﾌﾞﾗｳﾝ） 

・ﾌｧｲﾊﾞｰの軽さでふわっと上向きﾛﾝｸﾞが一日中続く(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ﾗｯ

ｼｭﾆｽﾀ N) 

 

 
 
 

メイク（リップ） 
 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 メイクアップコスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

 状 

・存在感ひとりじめ(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾙｰｼﾞｭｼｭﾍﾟﾙﾌﾞｾﾐﾏｯﾄ） 

・1本で印象自在。美容ｵｲﾙﾙｰｼﾞｭ(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸﾙｰｼﾞｭ EX） 

・ひと塗りで、主役は”私”(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾙｰｼﾞｭｼｭﾍﾟﾙﾌﾞｾﾐﾏｯﾄ） 

・新ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸでつくる秋ﾓｰﾄﾞ(ﾃﾞｺﾙﾃ AQ ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・つややかな質感で唇を乾燥から守る(ｵｻｼﾞ ﾆｭｱﾝｽﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄをしているかのような充実した潤い感(ﾃﾞｺﾙﾃ AQ ﾘｯ

ﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・ｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙなどのｹｱ成分を 50％配合し唇を保護し潤いを保つ(ﾛ

ﾚｱﾙﾊﾟﾘ ｶﾗｰﾘｯｼｭﾙﾙｰｼﾞｭ） 

・濃密に彩るだけでなく、潤いで満たす、ﾒｲｸとｹｱを同時に叶え

る(ｶﾈﾎﾞｳ ﾓｲｽﾁｬｰﾙｰｼﾞｭﾈｵ） 

・ｺﾗｰｹﾞﾝやﾋｱﾙﾛﾝ酸、4 種の植物ｵｲﾙ配合で唇に潤いを与え、乾

燥や荒れを防ぐ(ﾙﾅｿﾙ ﾌﾟﾗﾝﾌﾟﾒﾛｳﾘｯﾌﾟｽ） 

・4種の植物ｵｲﾙが唇に潤いを与え乾燥や荒れを防ぐ（ﾙﾅｿﾙ ﾌﾟ

ﾗﾝﾌﾟﾒﾛｳﾘｯﾌﾟｽ） 

・一度塗るだけで思った色に仕上がり重ね塗りの必要がない(ﾛﾚ

ｱﾙﾊﾟﾘ ｶﾗｰﾘｯｼｭﾙﾙｰｼﾞｭ） 

・重ねる量次第で自由に色を調整できる(ｹｲﾄ ﾚｯﾄﾞﾇｰﾄﾞﾙｰｼﾞｭ） 

・肌から浮かない発色で表情にｱｸｾﾝﾄをもたらす(ｵｻｼﾞ ﾆｭｱﾝｽﾘｯ

ﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・鮮やかな色と繊細なﾂﾔで唇を弾むように生き生きと見せる（ｸ

ﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭｱﾚｰﾌﾞﾙ) 

・くっきりとした発色の良さとﾂﾔで魅了するﾘｷｯﾄﾞﾙｰｼﾞｭ（ｸﾚﾄﾞ

ﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭﾘｷｯﾄﾞﾙﾐﾇﾌﾞﾘｱﾝ） 

・ｾﾐﾏｯﾄなﾚｯﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭﾘｯﾌﾟでほどよく力の抜けたきちんとﾒｲｸ(ｵﾝ

ﾘｰﾐﾈﾗﾙ ﾐﾈﾗﾙｴｱﾘｰﾙｰｼﾞｭ） 

・ﾏｯﾄでもﾂﾔでもないｾﾐﾏｯﾄが存在感を示す(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾙｰｼﾞｭｼｭﾍﾟﾙ

ﾌﾞｾﾐﾏｯﾄ） 

・口角に仕込んだり、上唇の山を補正してｼｪｰﾌﾟが際立つ洗練さ

れた唇に(ﾙﾅｿﾙ ｼｰｸﾚｯﾄｼｪｰﾊﾟｰﾌｫｰﾘｯﾌﾟｽ) 

・2 層ｽﾃｨｯｸでｵｰﾛﾗのような輝きのぷっくり唇に(ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄﾞﾗﾏ

ﾃｨｯｸﾙｰｼﾞｭ EX） 

・唇の立体感を高めて表情まで明るく見せる(ﾃﾞｺﾙﾃ AQ ﾘｯﾌﾟｽﾃ

ｨｯｸ） 
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ヘアケア 

  

 コミュニケーションワード ヘアケアコスメのケア機能 ヘアケアコスメのメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・髪にも年齢ｻｲﾝ…目指せ！いつまでも弾む髪(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ｽｶﾙﾌﾟﾌｫ

ｰｽ） 

・頭皮ﾀｲﾌﾟに合わせて上質の泡でやさしく洗う（ﾘｸｲｰﾙ ﾊﾞﾗﾝｼ

ﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・頭皮ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝを整える成分でﾊﾘｺｼ潤いに満ちた美髪へ(ｵﾙﾋﾞｽ 

ｽｶﾙﾌﾟｲｽﾞﾑ） 

・太く長く美しい髪を育むﾛｰｼｮﾝ状育毛美容液(ﾘｸｲｰﾙ 薬用育

毛美容液） 

・海由来のｴｷｽが解けた濃密泡でﾊﾟｻつく髪をﾘﾍﾟｱするように洗

い上げる(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾀﾗｿｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・潤い深層補修でなめらかな指通りが一日続く(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ﾊｲ

ﾄﾞﾛﾘﾆｭｰﾐｽﾄｽﾑｰｽﾘﾍﾟｱ） 

・髪を芯からときほぐす、潤い補修乳液(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ﾓｲｽﾁｭｱｿﾌ

ﾆﾝｸﾞｴﾏﾙｼﾞｮﾝ） 

・ﾀﾞﾒｰｼﾞﾍｱを髪の内側から潤して補修し、枝毛や切れ毛を防ぐ

（ﾛｸｼﾀﾝ ﾌｧｲﾌﾞﾊｰﾌﾞｽﾘﾍﾟｱﾘﾝｸﾞｲﾝﾃﾝｼｳﾞｵｲﾙ） 

・ﾍｱｶﾗｰ後の色落ちを防ぎながら､ﾀﾞﾒｰｼﾞを補修し毛先の黄ばみ

をｹｱする(ﾛﾚｱﾙ ｴｸｽﾄﾗｵｰﾃﾞｨﾅﾘｰｵｲﾙｶﾗｰﾛｯｸﾍｱｵｲﾙﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ） 

・豊かな泡でべたつきや毛穴づまりもすっきり(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾌｧﾝ

ｺﾞｼｬﾝﾌﾟｰ 

・ﾉﾝｼﾘｺﾝなのにきしまず、からまないなめらかな洗い心地(ｱﾐﾉ

ﾏｽﾀｰ ﾓｲｽﾄﾘｯﾁｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・ｱｽﾀｷｻﾝﾁﾝがﾀﾞﾒｰｼﾞから髪を守り健康でﾊﾘのある髪にする(ｱｽﾀ

ﾘﾌﾄ ｽｶﾙﾌﾟﾌｫｰｶｽ） 

・独自の発酵、和漢の W ｱﾌﾟﾛｰﾁで頭皮を潤しやわらかくほぐす

（ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾞｰｹ 発酵和漢ﾍｱｴｯｾﾝｽ） 

・保湿､ﾍｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ成分、精油配合で毛先まで潤いを与える

(ｼﾅﾘｰ ﾘﾝｽｲﾝﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・1本で頭皮や髪のｹｱ、紫外線による乾燥ﾀﾞﾒｰｼﾞｹｱをする(ﾌｧﾝｹ

ﾙ ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾞｰｹﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｲﾝｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・豊かな泡でべたつきや毛穴詰まりもすっきりする(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ 

ﾌｧﾝｺﾞｼｬﾝﾌﾟｰ）・独自の発酵、和漢の W ｱﾌﾟﾛｰﾁで頭皮を潤しや

わらかくほぐす（ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾞｰｹ 発酵和漢ﾍｱｴｯｾﾝｽ） 

・つるつるとした指通りの髪へ洗い上げる(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾌｧﾝｺﾞｼｬﾝ

ﾌﾟｰ） 

・髪にﾊﾘｺｼを与え、根元からふわっと立ち上がる(ﾘｸｲｰﾙ ﾃﾞｻﾞｲ

ﾆﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・ﾊﾘｺｼ、広がりなど気になる仕上がりで選べるﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ(ﾘｸｲｰﾙ 

ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・髪にﾊﾘｺｼを与えﾎﾞﾘｭｰﾑ豊かなふんわり美髪を作る(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ｽｶ

ﾙﾌﾟﾌｫｰｽ） 

・髪の内外、頭皮に働きかけ自然なふわっ感を作り出す(ﾒﾛｽ ﾌ

ﾗｶﾞｰﾙ） 

・うねり、広がりを抑えて一日中するんとまとまる髪にする（ﾛ

ｸｼﾀﾝ ﾌｧｲﾌﾞﾊｰﾌﾞｽﾘﾍﾟｱﾘﾝｸﾞﾍｱﾐﾙｸｾﾗﾑ） 

・毛先までｽﾄﾝとまとまりやすいなめらかﾂﾔ髪にする(ｾｸﾞﾚﾀ ｽ

ﾊﾟﾌｫｰﾑ） 
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その他 

 

 コミュニケーションワード メイクアップコスメのケア機能 コスメによるメイク効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

 <ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ> 

・ﾊｰﾌﾞｴｷｽが肌をｹｱし、柔肌に整える(ｳﾞｪﾚﾀﾞ ｽｷﾝﾌｰﾄﾞﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞﾀ

ｰ） 

・ｼｱﾊﾞｱﾀｰ 25％配合のｸﾘｰﾑが濃密な潤いをもたらす（ﾛｸｼﾀﾝ ﾊﾋﾟ

ﾈｽｽﾏｲﾙｼｱﾘｯﾁﾎﾞﾃﾞｨｸﾘｰﾑ） 

・高保湿成分、美白有効成分、美容保湿成分で全身を潤す(ﾌｧﾝｹ

ﾙ ﾎﾞﾃﾞｨｸﾘｰﾑ美白＆ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ） 

・天然ﾐﾈﾗﾙ泥の濃密泡で皮脂汚れまですっきり洗う(ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾌ

ｧﾝｺﾞﾎﾞﾃﾞｨｿｰﾌﾟ） 

<ﾊﾝﾄﾞｹｱ> 

・手ごわい乾燥に 25％ｼｱﾊﾞﾀｰ配合でﾘｯﾁな潤いを与える(ﾛｸｼﾀﾝ 

ｼｱｻﾞﾊﾞｰﾑ） 

・ｱﾙｺｰﾙﾍﾞｰｽのｼﾞｪﾙが手指を健やかに保ち、美容成分が潤いを与

える(ｱﾕｰﾗ ｱﾛﾏﾊﾝﾄﾞｼﾞｪﾙ） 

 

<ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ> 

・いきいき、うるおい、すこやか、3つのｷﾚｲを整える(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾊ

ｰﾊﾞﾙｵｲﾙﾄﾘﾆﾃｨﾌｭｰｼﾞｮﾝ） 

<ﾊﾝﾄﾞｹｱ> 

・年齢が出やすい手もとにﾊﾘをもたらす(ｼﾞｭﾚﾘｯﾁ ﾊﾝﾄﾞｾﾗﾑ） 

 

 

 


