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株式会社ウィズプランニング

調査概要
１

調査目的

●2009 年～2011 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。

２

活動手法

・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。
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

(各社パンフ、印刷物、他)
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

前回調査とクロスする時期である 2009 年春夏より１年を春夏と秋冬に分け、2011 年秋冬の動向までを資料化。

４

調査内容
時

期

分

ｽｷﾝｹｱ
コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

2009 年
春夏

洗う・落とす
整える・与える

ﾍﾞｰｽﾒｲｸ
ﾒｲｸ
2011 年
秋冬

野

整理・分析項目
成分・剤型

トピックス

機能・効果

機能・効果

（下地・補正）
ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ
全体､ﾌｪｲｽﾒｲｸ
ｱｲﾒｲｸ

皮膚科学
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

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)

ﾘｯﾌﾟﾒｲｸ

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

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾜｰﾄﾞ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾜｰﾄﾞ

ﾍｱｹｱ機能
機能・効果

ﾍｱﾒｲｸ効果
ﾒｲｸ効果

ﾈｲﾙ
ﾍｱｹｱ
その他(ﾁｰｸ､ﾎﾞﾃﾞｨ､ｸﾞｯｽﾞなど)

2

開発技術

女性の意識
ニーズ

メーカー動向

２００９/春夏

①

スキンケア(洗う・落とす)
成分・剤型
コト
スレ
メン
ド
実
状

機能・効果

・肌ﾀｲﾌﾟ別に厳選配合した植物成分(ｶｽﾐｿｳｴｷｽ、ﾔｰｺﾝｴｷｽ、ｺｯﾄﾝｼｰﾄﾞｴｷｽ、ﾀﾏﾘﾝﾄﾞｴｷｽ、ｼｱﾊﾞﾀｰ)(ｸﾗﾗﾝｽ ｼﾞｪﾝﾄﾙ
ﾌｫｰﾐﾝｸﾞｸﾚﾝｻﾞｰ 肌ﾀｲﾌﾟ別 4 種 4 月)
・ｸﾞﾘｺｼﾙﾄﾚﾊﾛｰｽ BP と品質管理にこだわった植物ｴｷｽ(うるおい成分)を新配合(ｸﾗｼｴ HP ﾅｲｰﾌﾞ 2 月)
・潤いの保持に重要な PCA(ﾋﾟﾛﾘﾄﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸)の流出を防ぐ処方を設計、さらに伸びの良い｢ｽﾑｰｽｸｯｼｮﾝｵｲﾙ｣配
合(ﾌｧﾝｹﾙ 新ﾏｲﾙﾄﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ 2 月)
・ﾚﾓﾝ、みかんなどの複合ﾌﾙｰﾂ酸、AHA 配合で角質とふきとり除去(日本盛 ﾎﾞﾀﾆｶﾙﾌﾞｰｹ ｿﾌﾄﾋﾟｰﾘﾝｸﾞｼﾞｪﾙ)
・乳酸、ｸｴﾝ酸などのﾌﾙｰﾂ酸で角質をとりさる(ﾛｰﾄ製薬肌研 卵肌 6 月)

・肌をいたわり PH ﾊﾞﾗﾝｽを保ちながら洗う前よりもすこやかな肌へ
(ｸﾗﾗﾝｽ ｼﾞｪﾝﾄﾙﾌｫｰﾐﾝｸﾞｸﾚﾝｻﾞｰ 肌ﾀｲﾌﾟ別 4 種 4 月)
・うるおい成分により理想の肌感触に仕上げる(ｸﾗｼｴ HP ﾅｲｰﾌﾞ 2 月)
・肌なじみがよく必要以上に擦らなくてもﾒｲｸが落ちるが、使用感はｻﾗｯとしている
(ﾌｧﾝｹﾙ 新ﾏｲﾙﾄﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ 2 月)
・とろけるような心地よい感触でやさしくほぐすようにﾒｲｸや汚れを落とす(ｴｸｼｱ AL ｻｰｷｭﾚｰﾃｨﾝｸﾞ 4 月)

スキンケア(整える・与える)

コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

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

・紫外線や乾燥などのｽﾄﾚｽから守り、肌本来のﾊﾞﾘｱ機能をｻﾎﾟｰﾄ。
透明感をたたえたﾊﾘのある肌に
(ｴｽﾃｨｰﾛｰﾀﾞ ﾘﾆｭｰﾄﾘｨﾌﾞ ﾘ･ｸﾘｴｲｼｮﾝ ﾃﾞｲｸﾘｰﾑ 12 月)
・紫外線などのｼﾋﾞｱな環境におかれる夏肌に豊かな潤いを与え、しっと
り澄んだなめらか肌へ導く
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｻｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾓｲｽﾄｺﾝｾﾄﾚｰﾄﾛｰｼｮﾝ 3 月)
・しみ、くすみだけでなく、ｷﾒ、毛穴の開きによる影が肌の透明感を失
わせていることに着目し、毛穴をふっくら保湿させることでより透明
感のある肌へ導く(ｸﾗｼｴ HP 深層美白ｼﾘｰｽﾞ 2 月)
・紫外線防止のみでなくｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ効果、老化によるｼﾐ対策が特長
(ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰ ｽｲｽｾﾙﾗｰﾎﾜｲﾄ SCW ﾄﾘﾌﾟﾙｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾃｯﾄﾞｴｯｾﾝｽ 3 月)
・高い紫外線防止効果と美容液成分が日中の肌をｽｷﾝｹｱし続ける日焼け
止め乳液(SK-Ⅱ WS ﾀﾞｰﾑ ﾃﾞﾌｨﾆｼｮﾝ UV ﾛｰｼｮﾝ 2 月)
・ﾒﾗﾆﾝ生成を抑え、ｼﾐ、ｿﾊﾞｶｽを防ぐ
(ｱｻﾋﾌｰﾄ&ﾍﾙｽｹｱ MARIANNA ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾘﾍﾟｱﾎﾜｲﾄ 2 月)
・4 ｱｸｼｮﾝからなる美白戦略で肌本来のすこやかな白さを目指す
(CP ｺｽﾒﾃｨｸｽ ｿﾜﾆｰﾆｭﾎﾜｲﾄｼﾌﾄ ﾒﾗﾉｸﾘｽﾀﾙ 4 月)
・美白ｹｱと引き締まったﾊﾘのある肌に整えるｹｱを同時に行い、美白有効
成分も届ける(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｻｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄﾘﾌﾄﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝｸﾘｰﾑ 3 月)
・古い角質を取り除き、最深層までうるおいを届けて保ち、美白肌へ導
く(ｸﾗｼｴ HP 深層美白ｼﾘｰｽﾞ 2 月)
・肌にぴったりﾌｨｯﾄするｽﾄﾚｯﾁ素材とｼﾞｪﾙ状ｴｯｾﾝｽでﾏｽｸをとった後も美
白効果が持続、美肌も同時に実現
(SK-Ⅱ WS ﾀﾞｰﾑﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 4 月)
・肌の透明感、明度、輝度を上げる｢透光ｹｱ｣を提唱し、ｼﾐの目立たない
透明感と輝きのある美白を越えた肌を目指す。素肌を曇らせる根本原
因である光を自在に操ることにより、理想の肌色に導く｢光沢美白｣
(資生堂ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ﾘﾊﾞｲﾀﾙｸﾞﾗﾅｽ 光沢美白ｼﾘｰｽﾞ 2 月)
・ﾊﾘと透明感のある美白肌へ導く
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｻｰｼﾞｭｺﾙｾｽﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾘﾌﾄﾏｯｻｰｼﾞ ｼｭｰﾃｨﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾂ 5 月)

・夜の肌は活発に働き、昼間受けたﾀﾞﾒｰｼﾞを修復し、年齢ｻｲﾝが表れる
のを防いでいる(ｴｽﾃｨｰﾛｰﾀﾞ ﾘﾆｭｰﾄﾘｨﾌﾞ ﾘ･ｸﾘｴｲｼｮﾝﾅｲﾄｸﾘｰﾑ 12 月)
・乾燥が繰り返される肌は基底膜と表皮の間に隙間が発生し、保湿して
も肌が乾燥する悪循環になる(ｱｸｾｰﾇ ｾﾙ ﾓｲｽﾁｭｱ ｳｫｰﾀｰ 化粧液)
・酸化が原因で本来透明であるはずのﾀﾝﾊﾟｸ質が不透明になり、視覚的
なにごりが生じ、それが肌のくすみの原因となる
(ﾃﾞｨｵｰﾙ ｶﾌﾟﾁｭｰﾙﾄｰﾀﾙ N 1 月)
・肌表面で輝きに満ち、奥行き、深みのある｢透光肌｣に近づけるには肌
内部のﾀﾞﾒｰｼﾞがごく少なく、弾力繊維が劣化減少していないことが重
要(資生堂ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ﾘﾊﾞｲﾀﾙｸﾞﾗﾅｽ 光沢美白ｼﾘｰｽﾞ 2 月)
・ｺﾗｰｹﾞﾝの質が高まると線維芽細胞が活性化し、細胞活動を活性化する
成長因子の線維芽細胞からの分泌が促される
(ｶﾈﾎﾞｳ化粧品 ﾘｻｰｼﾞﾎﾞｰﾃ 4 月)
・肌老化の原因となる活性酸素を作り出す酸化因子に働きかけ、細胞代
謝を促進する(ﾗﾝｺﾑ ﾌﾟﾘﾓﾃﾞｨｱﾙ SRO ﾛｰｼｮﾝⅡ 5 月)

・天然ｺﾗｰｹﾞﾝ、ｴﾗｽﾁﾝが作る弾力によりふっくらと持ち上がった様子を
取り戻させる(ｴｽﾃｨｰﾛｰﾀﾞ ﾘﾆｭｰﾄﾘｨﾌﾞ ﾘ･ｸﾘｴｲｼｮﾝ ﾃﾞｲｸﾘｰﾑ 12 月)
・済州島のｸﾞﾘｰﾝﾃｨｶﾞｰﾃﾞﾝから採取されたｸﾞﾘｰﾝﾃｨをはじめｺﾘｱｼﾞﾝｾﾝ(高
麗人参)などのｱｼﾞｱﾝﾎﾞﾀﾆｶﾙ配合
(ｱﾓｰﾚﾊﾟｼﾌｨｯｸ ﾀｲﾑﾚｽﾎﾟﾝｽ ｼﾞｪﾙｸﾘｰﾑ 4 月)
・霊芝ｴｷｽ配合により肌の基礎力を向上させる
(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾀﾝﾏｼﾞｭｰﾙﾎﾜｲﾄｴｯｾﾝｽ)
・ﾌﾟﾗﾁﾅ配合で肌の電位ﾊﾞﾗﾝｽを整え、肌内部の微量元素の代謝が活発に
なる(ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰ ｸﾘｰﾑ P･T ﾚｱ 4 月)
・独自の新複合成分｢T.E.C｣はﾒﾗﾆﾝの生成を抑えて、ｼﾐ、そばかすを防
ぎ、透明感を放つ肌へ(ﾃﾞｨｵｰﾙｽﾉｰ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞ 3 月)
・紫外線を強力ﾌﾞﾛｯｸする高濃度ﾒｷﾞｿﾞﾘﾙ SX&XL と美肌成分ﾌﾟﾛｷｼﾚﾝ配合
(ﾗﾝｺﾑ ｱﾌﾟｿﾘｭ βxUV 4 月)
・美白効果の高い｢ﾘﾝｺﾞﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙ｣、進化型ﾋﾞﾀﾐﾝ C 誘導体｢VC ｴﾁﾙ｣｢ﾅﾉｷｭ
ｰﾌﾞ｣等配合(ｱｻﾋﾌｰﾄﾞ&ﾍﾙｽｹｱ MARIANNA ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾘﾍﾟｱﾎﾜｲﾄ 2 月
・｢MS ﾙｰﾄｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ｣を配合で 4 ｱｸｼｮﾝからなる美白戦略
(CP ｺｽﾒﾃｨｯｸｽ ｿﾜﾆｭﾎﾜｲﾄｼﾌﾄ ﾒﾗﾉｸﾘｽﾀﾙ 4 月)
・高純度ﾋﾞﾀﾐﾝ C 誘導体､天然型ｸﾞﾙｺｻﾐﾝ配合(ｸﾗｼｴ HP 深層美白ｼﾘｰｽﾞ 2 月)
・ｱﾙﾌﾞﾁﾝがﾒﾗﾆﾝの生成をおさえる(ちふれ 美肌化粧水、ｸﾘｰﾑ)
・新成分 TEC により新雪のような明るさと透明感のある肌への総合ｱﾌﾟﾛ
ｰﾁを実現、最強の美白効果(ﾃﾞｨｵｰﾙ ｽﾉｰ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｼﾘｰｽﾞ 3 月)
・｢ｼｶｸﾏﾒ種子ｴｷｽ｣と｢ﾁｬ葉ｴｷｽ｣を組み合わせた新成分｢美容豆 C ｴｷｽ｣がな
じませた瞬間に各層に働きかけ、｢透光ｹｱ｣を推進していく
(資生堂ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ﾘﾊﾞｲﾀﾙｸﾞﾗﾅｽ 光沢美白ｼﾘｰｽﾞ 2 月)
・ｽｷﾝｷｬﾋﾞｱｴｷｽに加え、天然ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞなどの光拡散成分が肌に輝きと透
明感を与える美容液(ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰ SC ｸﾘｽﾀﾙｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ 2 月)
・南米原産のﾏﾃ茶の成分配合の初期老化対策
(ｷｰﾙｽﾞ ｴﾊﾞﾏﾃﾗｲﾝ ｼﾞｪﾙｸﾘｰﾑ 5 月)
・ﾊﾘｹｱ成分 EGF で細胞ﾚﾍﾞﾙからみずみずしい素肌へ
(ｱﾙｽﾉｰｳﾞｧ ﾎﾞﾀﾆｶﾙ&ｽｷﾝﾘﾌｧｲﾝ)
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スキンケア(整える・与える)

（つづき）

スキンケアの機能・効果
コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

②

皮膚科学コミュニケーション

・ｷﾒも美しく整い、透明感や明るさ自然なｺﾗｰｹﾞﾝ感もｱｯﾌﾟ
(ｴｽﾃｨｰﾛｰﾀﾞ ﾘﾆｭｰﾄﾘｨﾌﾞ ﾘ･ｸﾘｴｲｼｮﾝﾅｲﾄｸﾘｰﾑ 12 月)
・肌を滑らかに整え、ふっくらと押し上げ表情じわを目立たなくする
(ｹﾗｽｷﾝｴｽﾃﾃｨｯｸｽ R ﾘﾌﾄ 2 月)
・ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ効果、肌に活力を与え、強化する効果のある UV ｹｱ乳液
(ﾗﾝｺﾑ ｱﾌﾟｿﾘｭ βxUV 4 月)
・ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰが正常になり、みずみずしいﾊﾘのある肌に
(ｱｸｾｰﾇ ｾﾙ ﾓｲｽﾁｭｱ ｳｫｰﾀｰ 化粧液)
・うるおいやｼﾅｼﾞｰ効果をももたらすｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ
(ｱﾓｰﾚﾊﾟｼﾌｨｯｸ ﾀｲﾑﾚｽﾎﾟﾝｽ ｼﾞｪﾙｸﾘｰﾑ 4 月)
・朝まで続くうるおい効果で翌朝はﾊﾘ、弾力のあるﾌﾟﾙっﾌﾟﾙの肌に
(ﾌｭｰﾁｬｰﾗﾎﾞ ﾃﾞﾙﾏ QⅡﾃﾞｨｰﾌﾟﾅｲﾄﾘﾍﾟｱｸﾘｰﾑ)
・あと肌の柔らかさと翌朝のﾊﾘ感を実現(ｶﾈﾎﾞｳ化粧品 ﾘｻｰｼﾞﾎﾞｰﾃ 4 月)
・上まぶたと下まぶたそれぞれ用のｹｱｼﾞｪﾙ
(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ﾘﾊﾞｲﾀﾘﾌﾄ ﾀﾞﾌﾞﾙｱｲﾌｧｰﾐﾝｸﾞ 3 月)
・目元や口元の深刻なｼﾜを取り除く
(ﾄﾞｸﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾄﾘﾆﾃｨｰﾗｲﾝ ﾅﾉｶﾌﾟｾﾙ U50 2 月)

成分特長・開発技術
・3 種の強力なﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ成分、ｺﾗｰｹﾞﾝ、ﾋｱﾙﾛﾝ酸、高濃度αﾘﾎﾟ酸、ｺｴﾝｻﾞ
ｲﾑ Q10、ｲｿﾌﾗﾎﾞﾝ誘導体配合によりﾊﾘのある肌へ導く
(ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ ｱｸｱｺﾗｰｹﾞﾝｹﾞﾙ ｴﾝﾘｯﾁﾘﾌﾄ EX 3 月)
・ｺﾗｰｹﾞﾝとｱﾙｷﾞﾝ酸からなる特殊なﾈｯﾄ構造がﾊﾘ、弾力成分を角質層の隅
ずみにまで届ける(ﾌｭｰﾁｬｰﾗﾎﾞ ﾃﾞﾙﾏ QⅡﾃﾞｨｰﾌﾟﾅｲﾄﾘﾍﾟｱｸﾘｰﾑ)
・ｺﾗｰｹﾞﾝ･ﾒｲﾝﾃﾅﾝｽ･ｼｽﾃﾑ成分に加えｻｰｷｭﾘﾍﾟｱ成分配合
(ｶﾈﾎﾞｳ化粧品 ﾘｻｰｼﾞﾎﾞｰﾃ 4 月)
・細胞間のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝをｽﾑｰｽﾞに促すﾌﾟﾛｷｼﾚﾝ配合
(ｹﾗｽｷﾝｴｽﾃﾃｨｯｸｽ ｸﾚｰﾑ VX 2 月)
・糖技術を応用し美容液の成分を濃縮乾燥させた溶ける美容液ﾌｨﾙﾑ｢WS
ﾒﾙﾃｨﾝｸﾞｴｯｾﾝｽﾌｨﾙﾑ｣を開発、ﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄで成分を届ける
(SK-Ⅱ WS ﾀﾞｰﾑﾘﾊﾞｲﾊﾞﾙ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 4 月)
・｢皮膚親和性ﾎﾟﾘﾏｰ｣により肌にのせた瞬間に驚くほどのｽﾋﾟｰﾄﾞで浸透
(ｱｸｾｰﾇ ｾﾙ ﾓｲｽﾁｭｱ ｳｫｰﾀｰ化粧液)
・酸化したﾀﾝﾊﾟｸ質を還元し、修復する機能をもつ酵素の働きを新成分
｢ｱﾐﾉﾙﾐﾝ｣が活性化し、ﾀﾝﾊﾟｸ質の酸化率を 85%も減少し老化のﾌﾟﾛｾｽを
抑制(ﾃﾞｨｵｰﾙ ｶﾌﾟﾁｭｰﾙﾄｰﾀﾙ N 1 月)
・｢ﾋﾞﾀﾐﾝ B3｣｢SK-2 ﾋﾟﾃﾗ｣配合でｽｷﾝｹｱ効果が 8 時間持続。｢ﾁｵｱﾐﾉ酸｣｢DNA
ﾋﾞﾀﾐﾝｶﾌﾟｾﾙ｣配合でﾀﾞﾒｰｼﾞから守る
(SK-Ⅱ WS ﾀﾞｰﾑﾃﾞﾌｨﾆｼｮﾝ UV ﾛｰｼｮﾝ 2 月)
・独自の｢ｽｷﾝﾊﾞﾘｱ成分｣による刺激ﾌﾞﾛｯｸ機能により、外的刺激から肌を
保護する(ﾌｧﾝｹﾙ 無添加 FDR 5 月)
・ｳﾙｿﾙ酸というｺﾗｰｹﾞﾝを太くする成分を配合
(ﾄﾞｸﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ ﾄﾘﾆﾃｨｰﾗｲﾝ ﾅﾉｶﾌﾟｾﾙ U50 2 月)

スキンケア(下地・補正)
下地の機能・効果
コト
スレ
メン
ド
実
状

皮膚科学コミュニケーション

・毛穴やｷﾒをﾂﾙﾝとｶﾊﾞｰ(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｻｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ ﾋﾟｭｱｽｷﾝﾍﾞｰﾙ 3 月)
・ﾃｶﾘや毛穴落ちのない美しい仕上りを持続させる
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾏｼﾞｶﾙﾌﾗｯﾄ 3 月)
・光のﾆｭｱﾝｽでくすみを隠し、透明感あふれる肌を演出する
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾜﾝﾀｯﾁｸﾞﾛｽﾊﾟｳﾀﾞｰ 3 月)
・光を拡散させて毛穴の影を目立たなくさせ、肌色を自然に調整する
(ﾏｯｸｽﾌｧｸﾀｰ ｶﾗｰｴﾌｪｸﾂﾍﾞｰｽ 3 月)
・広域の紫外線 UVA･UVB から肌を守りながら肌のうるおいを保ち透明感の
ある肌へ導く(ﾄﾞｩ･ﾗ･ﾒｰﾙ ｻﾞ･SPF30UV ﾌﾟﾛﾃｸﾃｨﾝｸﾞﾌﾘｭｲﾄﾞ 4 月)
・肌悩みをしっかり補正するｺﾝｼｰﾗｰ(資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｺﾝｼｰﾗｰｽﾃｨｯｸ EX 3 月)
・肌色と共に質感まで補正することで立体感も引き出す
(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾏｯﾄﾀｯﾁﾗﾃﾞｨｱﾝﾄﾍﾞｰｽ 3 月)
・日常の紫外線から肌を効果的に守りながらﾒｲｸののりをｱｯﾌﾟする
(ﾃﾞｨｵｰﾙｽﾉｰﾒｲｸｱｯﾌﾟ UV ﾍﾞｰｽ 3 月)

成分特長・開発技術
・ﾎﾞｱﾚｽﾋﾞｰｽﾞﾊﾟｳﾀﾞｰにより毛穴をﾌﾗｯﾄに整える
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ ｳﾞｪｰﾙ UV 3 月)
・化粧持ちﾊﾟｳﾀﾞｰの周りに 2 種類のｵｲﾙを霧状にｺｰﾄし、化粧持ち効果を
発揮(資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｽﾀｲﾘﾝｸﾞｷｰﾌﾟﾍﾞｰｽ UV 3 月)
・数種類のｻﾝｽｸﾘｰﾝ成分をﾌﾞﾚﾝﾄﾞ
(ﾄﾞｩ･ﾗ･ﾒｰﾙ ｻﾞ･SPF30UV ﾌﾟﾛﾃｸﾃｨﾝｸﾞﾌﾘｭｲﾄﾞ 4 月)
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③

ベースメイク（ファンデーション）

コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

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）

・無敵のﾌｧﾝﾃﾞ(ﾎﾟｰﾃﾄﾞｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ﾌﾟﾚｼｬｽﾄﾞﾗﾏﾃｨｶﾙｽﾃｲ ﾊﾟｸﾄ)
・美肌複製は進化をやめない(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ｶﾗｰｸﾛﾝ 3 月)
・軽やか、さらさら、くずれない。気候変化に対応する新ﾊﾟｸﾄ
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾊﾟﾜｰ ﾊﾟｸﾄ UV 3 月)
・つるんと、なめらか、くずれない。気候変化に対応する新ｿﾌﾄｼﾞｪﾙﾌｧﾝ
ﾃﾞｰｼｮﾝ(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾊﾟﾜｰ ｿﾌﾄｼﾞｪﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ UV 3 月)
・新時代のきめ細かさ。8 時間持続ﾊﾟｳﾀﾞﾘｰ
(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞﾘｰ UV 3 月)

・美白のｳﾞｪｰﾙでﾒﾗﾆﾝの生成を抑えてｼﾐ、そばかすを防ぐ
(ﾃﾞｨｵｰﾙｽﾉｰﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞ UV ｺﾝﾊﾟｸﾄ 3 月)
・毛穴を均一にｶﾊﾞｰして肌表面を整え、つるんとした肌心地を持続
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾊﾟﾜｰ ｿﾌﾄｼﾞｪﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ UV 3 月)
・毛穴を光で目立たせず、粉雪のようなｷﾒ細かいｻﾗｻﾗ肌に仕上げる
(ﾏｯｸｽﾌｧｸﾀｰ ﾌｪｲｽﾌｨﾆﾃｨｰｽﾉｰﾊﾟｳﾀﾞｰ UV 3 月)
・肌ｹｱしながら美肌効果を発揮(ﾒｲﾍﾞﾘﾝﾆｭｰﾖｰｸ ﾋﾟｭｱﾐﾈﾗﾙﾘｷｯﾄﾞ 2 月)
・天然の鉱石から採れた 100%ﾐﾈﾗﾙﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｵﾝﾘｰﾐﾈﾗﾙ)
・ﾋﾞﾀﾐﾝ C 誘導体ﾋﾞﾀﾐﾝ B3 ﾋﾟﾃﾗ 保湿成分ｲﾉｼﾄｰﾙ ｱｯﾌﾟﾙｼｰﾄﾞｴｷｽ PL 配合で
日中の肌を保護(SK-Ⅱ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞ ｿｰｽ ﾊﾟﾝｹｰｷ EX 3 月)
・UV ｹｱ、汗のべたつき対策、ﾒｲｸの仕上げ、ｽｷﾝｹｱ発想の UV ﾊﾟｳﾀﾞｰ
(ｲｼｭｱ)

・自然な肌色、抜けるような肌の透け感、みずみずしい輝き
(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ｶﾗｰｸﾛﾝ 3 月)
・重ねずけしても素肌のように自然な肌色
(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ｶﾗｰｸﾛﾝ X3 ﾌﾙｲﾄﾞ 3 月)
・ｶﾗｰｸﾛﾝ色素をｼﾘｶの膜でｺｰﾃｨﾝｸﾞすることにより自然な仕上り
(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ｶﾗｰｸﾛﾝ 3 月)
・ﾊﾟｳﾀﾞｰが素肌と一体化するようにのび、つるんとなめらかでﾌﾚｯｼｭな
印象の仕上り(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｻｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ ﾋﾟｭｱｽｷﾝﾍﾞｰﾙ 3 月)
・ふんわり広がりながらもしっかりﾌｨｯﾄ。ﾗｽﾃｨﾝｸﾞ力にすぐれ、つけた
ての仕上がり感を長時間ｷｰﾌﾟ
(ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾊﾟﾜｰﾊﾟｸﾄ UV 3 月)
・ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ EX 対応により肌色の濁りを消し、輝きと光沢を与え
る高輝度効果とつけたての美しさが持続する際立ったﾗｽﾃｨﾝｸﾞ効果を
もつ(資生堂ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾘﾊﾞｲﾀﾙｸﾞﾗﾅｽ 光沢美白ｼﾘｰｽﾞ 2 月)
・新ﾏｲｸﾛﾐｽﾄ製法による極小ﾊﾟｳﾀﾞｰにより透明感のある立体美肌が続く
(資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞﾘｰ UV 3 月)
・ｽﾄﾚｯﾁﾈｯﾄ処方によりなめらかな立体美肌
(資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾘｷｯﾄﾞ UV 3 月)
・厳選したﾊﾟｳﾀﾞｰ粒子を最適なﾊﾞﾗﾝｽで配合し、ひと塗りでなめらかで
きめ細かい肌に整える。ｸﾘｰﾑ、ﾌﾞﾙｰのﾊﾟｰﾙによりさらに透明感をあた
え、上品な光沢を実現
(SK-Ⅱ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞ ｿｰｽ ﾊﾟﾝｹｰｷ EX 3 月)
・黄･黒･赤の 3 色のｶﾗｰｸﾛﾝ色素配合で、肌と一体化する自然な仕上がり
(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ｶﾗｰｸﾛﾝ X3 3 月)

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）

メイク全体
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・蕾咲浄化(ﾙﾅｿﾙ ﾌﾟﾘﾒﾘｱ ﾊｲﾋﾞｽｶｽ 5 月)
・｢M の法則｣理想顔に共通する、美の黄金ﾊﾞﾗﾝｽを作りだす法則
(資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ)
・｢VOYAGE BY SEA｣というｶﾗｰﾃｰﾏ(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｼｱ AL 4 月)
・しあわせ美人(ﾏｯｸｽﾌｧｸﾀｰ 1 月)
・ｼﾞｭｰｼｰｸﾘｱｶﾗｰｽﾞ(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ 6 月)

・清楚でありながら存在感のある白いﾌﾟﾘﾒﾘｱの肌をｲﾒｰｼﾞしたﾒｲｸ。ｺﾞｰﾙ
ﾄﾞのきらめきを効かせることでﾘｯﾁで大人っぽい魅力を引き出す
(ﾙﾅｿﾙ ﾌﾟﾘﾒﾘｱ 5 月)
・ぱっと目を引く華やかなﾋﾟﾝｸのﾊｲﾋﾞｽｶｽをｲﾒｰｼﾞしたﾒｲｸ。ﾋﾟﾝｸやｼﾙﾊﾞｰ
の光を効かせることで女性らしい華やかな印象に
(ﾙﾅｿﾙ ﾊｲﾋﾞｽｶｽ 5 月)
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④

メイク（アイ）
コミュニケーションワード
コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

・感情美ﾒｲｸ、仕掛ける(ｿﾌｨｰﾅ ｴｽﾄ ｴﾓｰｼｮﾅﾙﾏﾙﾃｨﾌﾟﾙ ｱｲｽﾞ 1 月)
・大きな黒目、引き付ける瞳(資生堂 ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄｱｸｾﾝﾄｱｲｽﾞ 2 月)
・この上ない輝きがふりそそぐ
(資生堂 ｸﾚ･ﾄﾞ･ﾎﾟｰ･ﾎﾞｰﾃ ｵﾝﾌﾞﾙｸﾙｰﾙ ｱｲｼｬﾄﾞｰ 1 月)
・漆黒の新しい意志を目元に
(資生堂 ｸﾚ･ﾄﾞ･ﾎﾟｰ･ﾎﾞｰﾃ ﾗｲﾅｰｸﾚｰﾑ ﾙｶﾞｰﾙｱﾝﾀﾝｽ ｸﾘｰﾑﾀｲﾌﾟｱｲﾗｲﾅｰ 1 月)
・女狐の眼差しここに極まる(ﾗｯｼｭｸｲｰﾝﾌｪﾘﾝ ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ 1 月)
・至高のﾊﾟﾉﾗﾏｶｰﾙ(ﾃﾞｨｵｰﾙｼｮｳ ｱｲｺﾆｯｸ ﾏｽｶﾗ 8 月)
・色。光。操れるか、夏のまなざし(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｶﾗｰﾐｷｼﾝｸﾞｱｲｽﾞ)

メイクアップコスメの機能
・1 つのﾊﾟﾚｯﾄで 2 つの仕上がりを実現
(ｿﾌｨｰﾅ ｴｽﾄｴﾓｰｼｮﾅﾙﾏﾙﾃｨﾌﾟﾙ ｱｲｽﾞ 1 月)
・水、涙、皮脂に強いｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ
(ﾗｯｼｭｸｲｰﾝﾌｪﾘﾝ ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ 1 月)
・4 色ｾｯﾄの色を自分でﾐｯｸｽして自分だけのｶﾗｰをﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｶﾗｰﾐｷｼﾝｸﾞｱｲｽﾞ)
・ﾅﾁｭﾗﾙﾓｲｽﾄ成分配合で、まぶたの乾燥を防ぎしっとりｷﾒを整える
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｱｲｸﾘｱｱｯﾌﾟﾍﾞｰｽ)
・天然ｺﾗｰｹﾞﾝ配合で、ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ効果(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｸｲｯｸﾗｲﾅｰ)

メイクアップコスメによるメイク効果
・ﾏｯﾄ×ｼｬｲﾆｰ。2 つの質感と色でｸﾞﾗﾌｨｶﾙなまなざし
(ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾃﾞｭｵｸﾙｰﾙ ｱｲｼｬﾄﾞｰ 1 月)
・黒目と同化するように輝く瞳拡大ﾊﾟｰﾙと白目をｸﾘｱに見せる美白光ﾊﾟ
ｰﾙで黒目を大きく際立てる(資生堂 ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄｱｸｾﾝﾄｱｲｽﾞ 2 月)
・目元に洗練されたｴﾚｶﾞﾝﾄな陰影を生む
(資生堂 ｸﾚ･ﾄﾞ･ﾎﾟｰ･ﾎﾞｰﾃ ｵﾝﾌﾞﾙｸﾙｰﾙ ｱｲｼｬﾄﾞｰ 1 月)
・まぶたを明るく仕上げ、ｸﾘｱな彩を与える、堀の深さを演出する、ま
ぶたの凹凸を強調する、目のﾌﾚｰﾑを際立たせる
(資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｱｲｽﾞｸﾘｴｰﾀｰ 3D)
・高輝度ﾊﾟｰﾙと微粒子ﾊﾟｰﾙの配合で、色と光のﾚｲﾔｰﾄﾞ効果を実現
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｶﾗｰﾐｷｼﾝｸﾞｱｲｽﾞ)
・ﾎﾞﾘｭｰﾑ 4 倍、長さ 1.6 倍(ﾗｯｼｭｸｲｰﾝﾌｪﾘﾝ ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ 1 月)
・先端まですっと伸ばしながらｾﾊﾟﾚｰﾄする美しい曲線が 1 日中続く
(ﾃﾞｨｵｰﾙｼｮｳ ｱｲｺﾆｯｸ ﾏｽｶﾗ 8 月)
・ﾅｲﾛﾝﾏｸﾛﾌｧｲﾊﾞｰ配合でﾍﾞｰｽを使用しなくてもまつ毛を濃密に仕上げる
ことができる(ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ ｸｰﾄﾞｩﾃｱﾄﾙ 2in1 5 月)

メイク（リップ）
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・ふれたくなるほど水艶やわらか唇
(資生堂 ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄ ｿﾌﾄｼﾞｪﾘｰﾙｰｼﾞｭ 2 月)
・ﾋﾞｭｰﾃｨｰを更新せよ。新ﾏｷｱｰｼﾞｭ(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾓｲｽﾁｬｰﾙｰｼﾞｭ)
・夏のくちびるは、濡れていたい
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾞｭｰｼｰﾒﾓﾘｰﾙｰｼﾞｭ 6 月)

メイクアップコスメの機能
・美肌成分ﾌﾟﾛｷｼﾚﾝ配合(ﾗﾝｺﾑ ﾗﾌﾟｿﾘｭ ﾙｰｼﾞｭ)
・やわらか｢ぷるりﾍｯﾄﾞ｣により唇の広い面から輪郭まで均一に描ける
(資生堂 ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄ ｿﾌﾄｼﾞｪﾘｰﾙｰｼﾞｭ 2 月)
・ｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙ配合で軽くやわらかな感触ながら発色がよくﾌｨﾙﾑのように
ぴったりと唇にのる(ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ ｽｲｰﾄｷｽﾘｯﾌﾟ 2 月)
・ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ効果がある(ﾗﾝｺﾑ ﾗﾌﾟｿﾘｭ ﾙｰｼﾞｭ 1 月)
・SPF11PA+の紫外線防止効果と｢ﾏｶﾃﾞﾐｱﾅｯﾂｵｲﾙ｣配合で保湿
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｺﾝﾄﾛｰﾙﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ)

メイクアップコスメによるメイク効果
・内側から目に見えてふっくら(ﾗﾝｺﾑ ﾗﾌﾟｿﾘｭ ﾙｰｼﾞｭ)
・うるおいのあるふっくら立体的な美形唇を描く）
(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾓｲｽﾁｬｰﾙｰｼﾞｭ)
・光技術で縦じわさえもｶﾊﾞｰ(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾓｲｽﾁｬｰﾙｰｼﾞｭ)
・つけたてのつややかな発色がつづく美光沢
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾞｭｰｼｰﾒﾓﾘｰﾙｰｼﾞｭ)

メイク（ネイル）

コト
スレ
メン
ド
実
状

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のメイク効果

・指先ﾊﾟｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟﾈｲﾙ(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾞｭｳｪﾗｲﾄ 12 月)
・初夏にきらめくｼﾞｭｴﾘｰﾈｲﾙ(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾞｭｳｪﾗｲﾄ 新色 8 色 12 月)

・色×光質感による 4 つのｶﾗｰｸﾞﾙｰﾌﾟの組合せから生まれるﾃｸﾆｯｸで上
級のﾈｲﾙｱｰﾄも自在（ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾞｭｳｪﾗｲﾄ 12 月）
・派手な色をﾍﾟﾃﾞｨｷｭｱ使用で活用(ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ ｿｰﾗｯｸ ｳﾙﾄﾗｼｬｲﾝ 4 月)
・爪の表面で液体が盛り上がり、爪の丸みに沿ってきれいなｶｰﾌﾞが
できあがる。速乾性もありｺｰﾄに優れている

・質感の違う 3 つの色でｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝを作ることで新鮮な表情の｢輝きｸﾞﾗ
ﾃﾞｰｼｮﾝﾈｲﾙ｣が完成(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾞｭｳｪﾗｲﾄ 新色 8 色 12 月)
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⑤

ヘアケア
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

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

・10 代～20 代のｱｲﾛﾝで作るﾍｱｽﾀｲﾙに熱から髪を守りｽﾀｲﾘﾝｸﾞ効果を高め
る(ｸﾗｼｴ HP ﾌﾟﾛｽﾀｲﾙﾌﾜﾘｴ 3 月)
・艶やかでﾊﾘのある髪を育む(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾙﾈｾｱ ﾍｱｼﾘｰｽﾞ 5 月)

・きれいな巻き髪やｽﾄﾚｰﾄを作る、1 日中しっかりｷｰﾌﾟする、速乾性に
より髪のぱさつきを抑える(ｸﾗｼｴ HP ﾌﾟﾛｽﾀｲﾙﾌﾜﾘｴ 3 月)

メイクアップコスメの機能

コスメによる効果

・男性の頭皮生理に基づき、頭皮と毛髪を保護し、植物活性ﾌﾞﾚﾝﾄﾞが頭
皮を鎮静する(ｴｽﾃｨｰﾛｰﾀﾞ ｱｳﾞｪﾀﾞ ﾒﾝﾋﾟｭｱﾌｫｰﾏﾝｽ 4 月)
・ﾎﾞﾃﾞｨのﾆｷﾋﾞ予防にｽﾌﾟﾚｰ(ｱﾙﾋﾞｵﾝ AC ｸﾘｱﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞ ｱｸﾈﾎﾞﾃﾞｨﾐｽﾄ 5 月)

・輝き、光沢、ﾌｫｷﾞｰ、質感の異なる 3 つのﾊﾟｳﾀﾞｰが肌にぴったりﾌｨｯﾄ、
ﾒﾘﾊﾘのある立体肌を作る
(資生堂 ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄ ﾃﾞｻﾞｲﾝｳﾞｪｰﾙ ﾌｪｲｽｶﾗｰ 2 月)
・鼻すじ、頬の高さを際立たせる、自然な光沢と明るさを与える、自然
な血色を与える、ﾌｪｰｽﾗｲﾝをすっきりと引き締める、ﾁｰｸ及びｼｪｰﾄﾞｶﾗ
ｰを自然になじませる、の 5 色の組み合わせでｼｬｰﾌﾟで美しい小顔ﾌﾟﾛ
ﾎﾟｰｼｮﾝを生みだす(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾌｪｰｽｸﾘｴｰﾀｰ)
・頬に透明な輝きを与える(ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ ｴﾌｪｸﾄ ﾀｯﾁｲﾙﾐﾅﾄﾘｽ 1 月)
・紫外線による肌ﾀﾞﾒｰｼﾞ防御力の強化(資生堂 ｱﾈｯｻ)
・汗とﾆｵｲを抑え、全身をｻﾗｻﾗに保つ(ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ ﾃﾞｵ&ｳｫｰﾀｰ)

その他
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・3 つの質感でﾒﾘﾊﾘ透輝肌
(資生堂 ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄ ﾃﾞｻﾞｲﾝｳﾞｪｰﾙ ﾌｪｲｽｶﾗｰ 2 月)
・洗練のｳﾞｪｰﾙをほおに
(資生堂 ｸﾚ･ﾄﾞ･ﾎﾟｰ･ﾎﾞｰﾃ ﾌﾞﾗｯｼｭｸﾙｰﾙ ﾁｰｸｶﾗｰ 1 月)
・体内からｼﾐの発生を抑え、くすみやたるみを改善し肌が白くなる
(ｱｻﾋﾌｰﾄﾞ&ﾍﾙｽｹｱ 東漢美方 3 月)
・太陽と生きて行く、私はやかない(資生堂 ｱﾈｯｻ)
・焼かない! ｺﾊﾟﾄｰﾝ(SSL ﾍﾙｽｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ ｺﾊﾟﾄｰﾝ UV ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ 7 月)
・瞬間、ｱｾきゅん！(ｼｰﾌﾞﾘｰｽﾞ ﾃﾞｵ&ｳｫｰﾀｰ)
・ｽｸﾗﾌﾞで美容ｴｽﾃ(MISSHA ﾌﾞﾗｯｸｽｸﾗﾌﾞ)
・私をもっと輝かせる自然の恵み(WELEDA ざくろﾎﾞﾃﾞｨｹｱ)
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①

スキンケア(洗う・落とす)
成分・剤型
コト
スレ
メン
ド
実
状

機能・効果

・洗うことなくﾒｲｸ落とし+洗顔+化粧水+角質除去まで 1 本で対応できる拭き取りﾀｲﾌﾟ
(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾒｲｸｵﾌﾛｰｼｮﾝ 8 月)
・｢からめとり密着感ｵｲﾙ｣で濡れた手でも毛穴の奥のﾒｲｸや黒ずみをしっかりとり、潤いものこる
(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾒｲｸｵﾌｵｲﾙ ﾓｲｽﾁｬｰﾌﾟﾗｽ 8 月)

・きめ細かい泡で、汚れを絡めとり肌本来の透明感を取り戻す
(ｱﾕｰﾗ ｳｴﾙﾊﾞﾗﾝｽ ｸﾗﾘﾌｧｲﾝｸﾞﾘｷｯﾄﾞｿｰﾌﾟ 8 月)
・ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂｴｷｽ配合で肌のくすみ(古い角質)除去
(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾒｲｸｵﾌﾛｰｼｮﾝ 8 月)
・ﾊｰﾌﾞｴｷｽ配合のｸﾘｰﾑでお手入れしたようななめらかな洗い上がり(ﾄﾞｸﾀｰﾊｳｼｭｶ)

スキンケア(整える・与える)

コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

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

・ｲｵﾝとｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝが肌の保水力を高め毛穴をひきしめﾊﾘをｱｯﾌﾟさせる
(ｲｵﾝ ﾘﾄﾙﾉｼﾘｰｽﾞ 11 月)
・老化角質を除去しやすくすることでﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰを促進し、毛穴を引き
締め目立たなくする(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾄｯﾌﾟｼｰｸﾚｯﾄ P ﾘﾌｧｲﾆﾝｸﾞ 8 月)
・たぷりの保湿成分と上質な睡眠へと誘う香りで肌と心を解きほぐす
(ｱﾕｰﾗ ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾁｬｰｼﾞ 8 月)
・通常の 2 倍の油分配合により厚みのあるｵｲﾙ膜で肌を包み真冬の乾燥
肌にうるおいを与える(資生堂 ﾘﾊﾞｲﾀﾙｸﾞﾗﾅｽﾌﾟﾗﾁﾅｼｽﾃﾑ 10 月)
・高保湿でうるおいを集中補給。厚手のｽﾄﾚｯﾁ形状記憶ｼｰﾄでﾊﾘのある
肌へ(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 肌美精ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾗｲﾝ 8 月)
・角質層のすみずみまで充実したうるおいで満たす
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｼｱ AL ｼｰｸﾚｯﾄﾌｫｰﾐｭﾗｵｲﾙ)
・まろやかなｺｸのある感触で肌になじみ乾燥の気になる肌をしっとり
健やかに保つ(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｽｳﾞｨｻﾞｸﾘｰﾑ (63000 円)10 月)
・しなやかなﾊﾘのある輝くようなつややかな肌へ導く
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｼｱ AL ｲﾉｾﾝﾄﾗﾃﾞｨｱﾝｽｾﾗﾑ)
・肌の生まれ変わりをｻﾎﾟｰﾄし、なめらかで明るい肌に
(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾌﾟﾛﾃﾞｨｼﾞｰ ﾘﾌﾟﾗｽﾃｨﾋﾟｰﾙ 9 月)
・肌の生まれ変わりに着目し、ﾊﾞﾘｱ機能をｻﾎﾟｰﾄ、ﾀﾞﾒｰｼﾞの蓄積を防ぎ
ながらﾊﾘと弾力を保つ(ｸﾘﾆｰｸ ﾕｰｽｻｰｼﾞﾅｲﾄ)
・普段使用しているｽｷﾝｹｱを中断し、14 日間集中使用することにより
肌本来の才能を目覚めさせる(資生堂 ﾘﾊﾞｲﾀﾙｸﾞﾗﾅｽﾌﾟﾗﾁﾅｼｽﾃﾑ 10 月)
・ﾒｲｸの上からでもわずか 10 分でくすみやｸﾏ、むくみなど疲れのたま
った目元を劇的に解消(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾄｯﾌﾟｼｰｸﾚｯﾄｲﾝｽﾀﾝﾄｱｲﾊﾟｯﾁ 8 月)
・肌荒れ、ﾆｷﾋﾞを防ぐ(ﾒﾅｰﾄﾞ 薬用ﾋﾞｭｰﾈ)
・｢大人のﾆｷﾋﾞ｣の原因である乾燥を防ぎながら、毛穴の奥からﾆｷﾋﾞｹｱ
(ｴﾃｭｾ 薬用ｱｸﾈｽｷﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ EX)
・抗酸化力によるｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ(ｺｰｾｰ ｸﾞﾚﾝﾃﾞｰﾇﾙｸｻｰｼﾞｭ 9 月)
・悪化する肌環境と多様なｽﾄﾚｽと日々闘うﾀﾞﾒｰｼﾞから肌を守る
(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾅｲﾄﾘﾍﾟｱ SR ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ)

・乾燥や紫外線、ｽﾄﾚｽなどの外的環境とのﾊﾞﾗﾝｽを取り、肌のゆらぎを
整え美白(ｱﾕｰﾗ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ WT 8 月)
・ｴｲｼﾞﾝｸﾞの一因は肌内部の滞りにある(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾘｼﾞｭｳﾞｨﾅｽ 8 月)
・20 代の肌悩みは毛穴やｼﾐの大小、濃淡など平面的変化に対し、50 代
前半に訪れる肌悩みはﾀﾙﾐ、小じわなどの下がる、深くなるといった
立体的な変化でその兆候は 40 代で現れる
(ｺｰｾｰ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｰﾇﾙｸｻｰｼﾞｭ 9 月)
・独自成分により遺伝子の活動を再活性化し、肌内部のﾀﾝﾊﾟｸ質合成を
若い肌ﾚﾍﾞﾙまで回復する(ﾗﾝｺﾑｼﾞｪﾆﾌｲｯｸ美容液 8 月)
・細胞ﾚﾍﾞﾙから肌を可動させる｢ｾﾙﾎﾒｵｽﾀｼｽ理論｣に基づき、肌細胞が
可動する健康な状態にし安定させる(ｲｵﾅ ﾘﾄﾙﾉｼﾘｰｽﾞ 11 月)
・再生医学の鍵となっている幹細胞が周囲の環境に作用して肌が本来
持っている自己再生能力を蘇らせるｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ
(ﾗﾝｺﾑ ｱﾌﾟｿﾘｭﾌﾟﾚｼｬｽ 1 月)
・老化細胞の蓄積によって細胞活動の終了につながるﾒｶﾆｽﾞﾑに巻き戻す
効果を与える(ｹﾞﾗﾝ ｵｰｷﾃﾞｱﾝﾍﾟﾘｱﾙｸﾘｰﾑ 52000 円 1 月)

・肌の上に極薄いﾌｨﾙﾑを形成し、瞬時に滑らかな肌にする
(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾄｯﾌﾟｼｰｸﾚｯﾄ P ﾘﾌｧｲﾆﾝｸﾞ 8 月)
・亜熱帯の植物｢ｱﾏﾗｷ｣(ﾋﾞﾀﾐﾝ C を多く含み抗酸化力に優れ、若返りの
ﾊｰﾌﾞと呼ばれている)に着目(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾘｼﾞｭｳﾞｨﾅｽ 8 月)
・14 種のﾊﾘ、艶ｴｯｾﾝｽ成分を配合し､ﾊﾘ不足透明感が気になる肌をふっく
ら明るい艶へ(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 14skip 8 月)
・うるおい成分ﾊﾘ、ｹｱ成分により寝ている間に翌朝ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝがｷﾚｲに
乗る肌に(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 肌美精ぬるだけﾊﾟｯｸ美容液 8 月)
・ｵｰｶﾞﾆｯｸ認定のｱﾙｶﾞﾚ･ｻﾎﾞﾃﾝ葉液など植物成分によるｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ
(ｱｳﾞｪｱ ｸﾞﾘｰﾝｻｲｴﾝｽ)
・49 歳からの年齢肌にｻﾞｸﾛｴｷｽ配合により明るく潤う肌へ導く
(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 和漢花 潤白ｼﾘｰｽﾞ 8 月)
・｢ｺﾞﾏ発芽ｴｷｽ｣にｸﾞﾙｺｼﾙﾄﾚﾊﾛｰｽを配合し、抗酸化作用を持つ
(ｺｰｾｰ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｰﾇﾙｸｻｰｼﾞｭ 9 月)
・黒曜石を粉砕した成分とﾐﾈﾗﾙ配合により目元のしわ、ｸﾏなど目元の
悩みを解決(ｼﾞｮﾙｼﾞｵｱﾙﾏｰﾆ ｸﾚﾗﾈﾗｱｲｸﾘｰﾑ)
・植物由来の有用成分を含んだｸﾞﾘｺｼﾞｪﾙﾊﾟｯﾁ
(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾄｯﾌﾟｼｰｸﾚｯﾄｲﾝｽﾀﾝﾄｱｲﾊﾟｯﾁ 8 月)
・植物ｵｲﾙの効果的ﾌﾞﾚﾝﾄ(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｼｱ AL ｼｰｸﾚｯﾄﾌｫｰﾐｭﾗｵｲﾙ)
・ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ配合でｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙが徐々に肌へ届き、ﾊﾘのある肌へ
(ﾛｸｼﾀﾝ ｲﾓｰﾃﾙ ﾃｲｳﾞｧｲﾝｸﾘｰﾑ 10 月)
・SPA ｴｯｾﾝｽ(保湿成分)薬用成分ﾒﾃﾞｨｶﾙｴｯｾﾝｽ SP 配合(ﾒﾅｰﾄﾞ 薬用ﾋﾞｭｰﾈ)
・｢ﾗｲﾝﾌｧｸﾀｰ｣と｢ﾌｨﾄｶｲﾝ｣により細胞を活性化しﾋｱﾙﾛﾝ酸やｺﾗｰｹﾞﾝなどの
産出を促し肌を若返らせる(原沢製薬工業 ﾘﾊﾞｲｼｽｾﾙﾃﾞｨﾚｸﾄ)
・ﾚﾁﾉｰﾙを成分から外し、自然素材のｱｼﾞｱﾝﾎﾞﾀﾆｶﾙでｼﾜ対策
(ｱﾓｰﾚﾊﾟｼﾌｨｯｸ L-ﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 9 月)
・有効成分ﾊﾟﾙﾐﾁﾝ酸ﾚﾁﾉｰﾙ配合の全顔ﾏｽｸ
(ｱﾙﾋﾞｵﾝｴｸｻｰｼﾞｭ ｺﾙｾｽｾﾗﾑﾏｽｸ A 10 月)
・肌を健やかに保つ補酵素等を含む新技術(ｸﾘﾆｰｸ ﾕｰｽｻｰｼﾞﾅｲﾄ)
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２００９/秋冬
スキンケア(整える・与える)

（つづき）

スキンケアの機能・効果
コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

②

皮膚科学コミュニケーション

・加齢の他、紫外線、大気汚染、ｽﾄﾚｽなどの環境要因によっておこさ
れる肌の変化に初期段階で対処
(ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰ ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱｺﾚｸｼｮﾝ AG ｸﾘｰﾑ 10 月)
・首元全般に使用すると、心地よくなめらかに広がり肌にすばやく
なじみ、ｷﾒ、ﾊﾘを整え、ｼｬｰﾌﾟな印象のﾈｯｸｿﾞｰﾝに整える
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｻｰｼﾞｭｺﾙｾｽﾈｯｸｿﾞｰﾝﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 10 月)

成分特長・開発技術
・和漢植物ｴｷｽと陶磁器の｢ﾋﾟｶｯｻﾌﾟﾚｰﾄ｣でのﾏｯｻｰｼﾞによりほおのはり感
を高めひきしまった肌へ(ｱﾕｰﾗ ﾋﾟｶｯｻﾌｫｰｽｾﾗﾑ)

スキンケア(下地・補正)
下地の機能・効果
コト
スレ
メン
ド
実
状

皮膚科学コミュニケーション

・毛穴なめらかうるおいと肌色補正(ｾｻﾞﾝﾇ UV ｳﾙﾄﾗﾌｨｯﾄﾍﾞｰｽ)
・肌の色ﾑﾗを均一に整えながら質感までｺﾝﾄﾛｰﾙし、透明感と明るさを
ひきたてる(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙﾋﾞｭｰﾃｨｴｯｾﾝｽ ｶﾗｰｳﾞｪｰﾙ 9 月)
・とろみのあるﾍﾞｰｽが肌全体をつつみこみ、ｽｷﾝｹｱのような保湿力を
持ちながら化粧ﾉﾘ、化粧持ちを高める
(ｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘｰｸﾌﾟﾚｼｬｽﾓｲｽﾁｬｰﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾍﾞｰｽ 8 月)
・肌のﾄｰﾝを均一に美しく整える
(ｼｭｳｳｴﾑﾗ UV ｱﾝﾀﾞｰﾍﾞｰｽﾌﾙｲﾄﾞ 9 月)
・桜色のﾌｨﾙﾀｰを肌に重ねるように、ほんのりとしたﾋﾟﾝｸ色を肌に加える
と白浮きせず、明るく透明感のある肌に見える
(資生堂 ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ NT ｻｸﾗﾌｨﾙﾀｰﾍﾞｰｽ 9 月)
・うるおい 8 時間持続(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭﾓｲｽﾁｬｰﾍﾞｰｽ)

成分特長・開発技術
・8 つのﾐﾈﾗﾙ成分によりうるおい、つや、ｷﾒ、UV ｹｱ効果で敏感肌にも
使える(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ﾋﾟｭｱﾐﾈﾗﾙ BB ﾍﾞｰｽ 10 月)
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２００９/秋冬

③

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
コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

・きれいはひとりにひとつ(ｲﾌﾟｻ)
・ﾊﾟｰﾌｪｸﾄな素肌感を、軽やかにまとう
(ｸﾘﾆｰｸ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾘｰﾘｱﾙﾗﾃﾞｨｱﾝﾄｽｷﾝｺﾝﾊﾟｸﾄ 9 月)
・美しさが乾かないｺﾌﾚﾄﾞｰﾙの肌(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙﾋﾞｭｰﾃｨｴｯｾﾝｽ 9 月)
・わたしの、しらない、わたし･ふわり･しっとり、ﾏｼｭﾏﾛﾍﾞｰﾙ
それは魔法のように～(ｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘｰｸﾌﾟﾚｼｬｽ 8 月)
・しっとり肌。嫉妬されそう(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭﾓｲｽﾁｬｰﾌｨﾆｯｼｭ)
・新体験、生ﾁｮｺ感覚。肌もとろける軽やかさ(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｴﾀﾆｱｼｭｰﾙ)

スキンケア機能（美容効果）
・新開発｢ｼﾗﾉｰﾙｺｰﾃｨﾝｸﾞ粉体｣が肌の水分を抱え込み逃しにくくするた
め肌の潤いをｷｰﾌﾟする(ﾎﾟｰﾗ ｱｸﾞﾚｰﾗﾍﾞｰｽﾒｰｸｼﾘｰｽﾞ)
・肌の凹凸を整えて透明感をｱｯﾌﾟし、肌表面の潤いを長時間ｷｰﾌﾟ、肌
内部に弾力網を張りめぐらす(ｱﾓｰﾚﾊﾟｼﾌｨｯｸﾀｲﾑﾚｽﾎﾟﾝｽ 8 月)
・ﾒﾙﾃｨﾝｸﾞﾌｨｯﾄｵｲﾙにより艶と密着性を高め潤うのにくずれない
(ｲﾌﾟｻ ﾋﾟｭｱﾌﾟﾛﾃｸﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 9 月)
・ｽｶｰﾚｯﾄに輝く偏光ﾊﾟｰﾙが光の反射を助けくすみを一掃し、色むらも
ｶﾑﾌﾗｰｼﾞｭ(ｸﾘﾆｰｸ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾘｰﾘｱﾙﾗﾃﾞｨｱﾝﾄｽｷﾝｺﾝﾊﾟｸﾄ 9 月)
・ｽｷﾝｹｱ成分｢ﾊﾞｲｵｻｯﾌﾟ｣配合によりｴｲｼﾞｹｱ効果
(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾌﾟﾛﾃﾞｨｼﾞｰｾﾗﾑ 8 月)
・独自のｽｷﾝｹｱ成分により角質層の保湿効果ｻﾎﾟｰﾄ
(ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲﾘｭｰｼﾞｮﾝ 11 月)
・保湿しながら過剰な皮脂を抑える
(ﾛｸｼﾀﾝ ｲﾓｰﾃﾙﾓｰﾆﾝｸﾞﾌﾚｯｼｭ 10 月)
・40%を越えるｴﾓﾘｴﾝﾄ成分(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｴﾀﾆｱｼｭｰﾙ)

メイクアップ効果（肌のニュアンス）
・粉体内部の多数の穴が光を乱反射し、毛穴、小じわなどの影を光で
飛ばし一段明るい肌に導く(ﾎﾟｰﾗ ｱｸﾞﾚｰﾗﾍﾞｰｽﾒｰｸｼﾘｰｽﾞ)
・光の反射率を高め肌の透明感を演出し、小じわや毛穴をぼかすﾌｫｰｶｽ
作用(ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｲﾘｭｰｼﾞｮﾝ 11 月
・小じわにもﾌｨｯﾄし、光を集めて美しい艶肌を演出
(ﾗﾝｺﾑ ﾌｫﾄｼﾞｪﾆｯｸ ﾙﾒｯｾﾝｽ 9 月)
・肌をうるおわせる｢ﾊﾆｰｽﾞ ﾒﾙﾄｳﾞｪｰﾙ(はちみつうるおい成分)｣のまわり
を｢光ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾟｰﾙ(ﾂﾔ･明るさ成分)｣でｺｰﾃｨﾝｸﾞすることでうるおいの
ある明るい仕上がり(ﾛｸｼﾀﾝ ｲﾓｰﾃﾙﾓｰﾆﾝｸﾞﾌﾚｯｼｭ 10 月)
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾋﾞｭｰﾃｨｴｯｾﾝｽ 9 月)
・光の乱反射で肌ﾄﾗﾌﾞﾙを目立ちにくくし、ﾅﾁｭﾗﾙで立体感のある仕上り
・配合する粉対をすべて入営でｺｰﾄするﾏｲｸﾛｴﾏﾙｼﾞｮﾝ製法により、肌への
ﾌｨｯﾄ感が高まり肌上で均一の膜を作りだしﾏｼｭﾏﾛのような肌を実現
(ｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ﾌﾟﾚｼｬｽﾄﾞﾗﾏﾃｨｶﾙﾍﾞｰﾙ 8 月)
・厚づき感や馴染みにくさがなく、高いｶﾊﾞｰ力がありながらも、透明
感のあるﾌﾛｰﾚﾝｽ･ｽｷﾝに仕上げる
(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾉﾊﾞﾗｸﾘｰﾑ ｽﾃｨｯｸﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 9 月)

メイク全体
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

スキンケア機能（美容効果）

・ﾒｲｸｱｯﾌﾟｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰを楽しむ
(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾌﾟﾘﾐﾄﾗｲﾌﾞ 全 21 ｱｲﾃﾑ 8 月)
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メイクアップ効果（肌のニュアンス）

２００９/秋冬

④

メイク（アイ）
コミュニケーションワード
コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

・強く、深く、黒く、野性美を着た女豹のまなざし
(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾗｯｼｪｸｲｰﾝﾌｪﾘﾝﾌﾞﾗｯｸ 10 月)
・ﾏﾝﾀﾚｲ(ｴｲ革)(ｼﾞｮﾙｼﾞｵｱﾙﾏｰﾆ ﾏﾝﾀﾚｲ)
・ｺﾗｰｹﾞﾝ配合(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ﾎﾞﾘｭｰﾑｴｸｽﾌﾛﾚｽ ﾏｸﾞﾅﾑｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ 11 月)
・電動ﾏｽｶﾗ、まつげを 1 本 1 本包みこむ(ﾗﾝｺﾑ ｵｼｨﾗｼｵﾝ 8 月)

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

＜ｱｲｼｬﾄﾞｰ＞
・24 色の中の 2 色をｾｯﾄし、自分のｲﾒｰｼﾞで楽しめる
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｻｰｼﾞｭ ｴﾌﾟﾘｽｱｲｶﾗｰ)
＜ｱｲﾗｲﾅｰ＞
・ﾌﾟﾁｻｲｽﾞ、ﾌﾟﾁﾌﾟﾗｲｽで気軽に色合いとｴﾌｪｸﾄを冒険できる
(ﾐﾆﾌﾞﾙｼﾞｮｱ ｶﾗｰｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞ ｱｲﾗｲﾅｰ)
＜ﾏｽｶﾗ＞
・ﾌﾟﾛﾋﾞﾀﾐﾝ B5 配合でまつげを保護。ｼｪｰﾄﾞに黒色ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄを配合に
より光を反射し、ﾆｭｱﾝｽのある色味に
(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ｻﾝｷﾞｭﾘｴ 9 月)
・両端にﾍﾞｰｽｺｰﾄをﾄｯﾌﾟｺｰﾄのそれぞれの機能をもつﾌﾞﾗｼ&液剤を配置
し、簡単な 2 ｽﾃｯﾌﾟでｴｸｽﾃ級ﾛﾝｸﾞの仕上がり
(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ﾗｯｼｭｴｸｽﾃ ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾄﾚｯﾁ)
・特許取得のﾌﾞﾗｼでひと塗りでﾎﾞﾘｭｰﾑ、長さﾛﾝｸﾞﾗｽﾃｨﾝｸﾞを全て叶える
(ｼﾞｮﾙｼﾞｵｱﾙﾏｰﾆ ｱｲｽﾞﾄｩｷﾙ 9 月)
・7 倍ﾎﾞﾘｭｰﾑでﾀﾞﾏになりにくく水汗にも強い
(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ﾎﾞﾘｭｰﾑｴｸｽﾌﾛﾚｽ ﾏｸﾞﾅﾑｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ 11 月)

・濃厚な黒の色素｢ｳﾙﾄﾗﾌﾞﾗｯｸ ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄ｣で艶やかな黒いまつげに
(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾗｯｼｪｸｲｰﾝﾌｪﾘﾝﾌﾞﾗｯｸ 10 月)
・根元からせり出すようなﾎﾞﾘｭｰﾑと、すっと伸びるような長さ、究極
のｶｰﾙでﾐｽﾃﾘｱｽな官能まつげに(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ｻﾝｷﾞｭﾘｴ 9 月)

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

・3D ﾎﾞﾘｭｰﾑﾘｯﾌﾟｽﾌｨｱが唇から蒸散される水分を取り込んでふくらみ
唇全体をふっくらさせる(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾄｯﾌﾟｼｰｸﾚｯﾄ ﾘｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝﾊﾞｰｴｯｾﾝｽ)
・ｺﾗｰｹﾞﾝの潤いをつやのｳﾞｪｰﾙで閉じ込め、立体的なつやでふっくら
した唇を演出(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ｳｫｰﾀｰｼｬｲﾆｰ ﾎﾞﾘｭｰﾐｰｸﾞﾛｽ)
・｢ｵｲﾙｲﾝｵｲﾙ処方｣により、唇の表面に色材などをｺｰﾄする膜をつくり
出し、ｶｯﾌﾟなどに色がつくのを防止する
(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｸﾞﾛｽ 7 月)

・｢縦じわ補正ﾊﾟｰﾙ｣という光学技術により凹凸をぼかし縦じわを目立た
せない(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾓｲｽﾁｬｰﾙｰｼﾞｭ 7 月)

メイク（リップ）
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・美形派ﾘｯﾌﾟの証明(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ 7 月)
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２００９/秋冬

⑤

ヘアケア
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・すっぴん美髪(資生堂 ｽｰﾊﾟｰﾏｲﾙﾄﾞ 9 月)

ヘアケアコスメのケア機能
・30 代以降の女性向けに、ﾊﾘ、ｺｼ成分｢ｾﾗｷｭｰﾄ｣により芯から弾む髪
へ導く(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾌﾟﾛｽﾀｲﾙ ﾊﾘ､ｺｼｱｯﾌﾟﾗｲﾝ 8 月)
・ｱｲﾛﾝなど熱による毛髪ﾀﾞﾒｰｼﾞから守り、水の 4 倍のｽﾋﾟｰﾄﾞで乾く
｢速乾性｣で毛髪にほとんど水分を残さない(ｸﾗｼｴ ﾌﾟﾛｽﾀｲﾙ ﾌﾜﾘｴ)

ヘアケアコスメのメイク効果
・軽い仕上がり感のｴｱﾘｰｽﾀｲﾙを作る
(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾌﾟﾛｽﾀｲﾙ ﾗｲﾄﾒｲｸﾗｲﾝ 8 月)
・熱の力を利用してｷﾚｲな巻き髪やｽﾄﾚｰﾄを作り、ｽﾀｲﾙを 1 日ｷｰﾌﾟする
(ｸﾗｼｴ ﾌﾟﾛｽﾀｲﾙ ﾌﾜﾘｴ)
・芯からなめらかで、ｻﾗｻﾗな美髪に導く(資生堂 ｽｰﾊﾟｰﾏｲﾙﾄﾞ 9 月)

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

コト
スレ
メン
ド
実
状
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コスメによる効果

２０１０/春夏

①

スキンケア(洗う・落とす)
成分・剤型
コト
スレ
メン
ド
実
状

機能・効果

・ﾕｰｶﾘｴｷｽ配合(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾅｲｰﾌﾞｽｷﾝｸﾘｱｿｰﾌﾟ 2 月)
・ｵｰｶﾞﾆｯｸﾎﾎﾊﾞｴｷｽ配合(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾅｲｰﾌﾞ高保湿ｴｯｾﾝｽ 洗顔ﾌｫｰﾑ)
・無香料、無着色料、防腐剤不使用の無添加(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾋﾟｭｱな美 3 月)
・天然ｸﾚｲのﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ(ｸﾗﾗﾝｽ ｼﾞｪﾝﾄﾙﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ 3 月)

・ﾆｵｲｹｱ(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾅｲｰﾌﾞｽｷﾝｸﾘｱｿｰﾌﾟ 2 月)
・美容液がそのまま洗顔料になったようなうるおい(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾅｲｰﾌﾞ高保湿ｴｯｾﾝｽ 洗顔ﾌｫｰﾑ)
・角質だまりをやさしくｹｱし、毛穴の黒ずみを浮かせて落とす(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾋﾟｭｱな美 3 月)
・くすみ、ざらつきをとり汚れを吸着する(ｸﾗﾗﾝｽ ｼﾞｪﾝﾄﾙﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ 3 月)

スキンケア(整える・与える)

コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

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

・ｵｲﾘｰｽｷﾝ向け、てかり、にきび、毛穴の開き、赤みをさらさら肌にし
ｸﾘｱなﾋﾟｭｱ肌に(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾙ ﾆｭｸｽ ｱﾛﾏｸﾘｱ 4 月)
・肌内部の水分を保つ(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾃﾞｨﾌﾟｼｰﾊｲﾄﾞﾗﾋﾞﾘﾃｨ 1 月)
・角質層の皮脂と水分ﾊﾞﾗﾝｽを整え清潔で健康的な肌に導く
(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾋﾟｭｱﾚﾉﾍﾞｲﾄｼﾘｰｽﾞ 3 月)
・使うたびに肌に浄化されなめらかにｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ作用をﾌﾞｰｽﾄ
(ﾃﾞｨｵｰﾙ ｶﾌﾟﾁｭｰﾙ ﾄｰﾀﾙﾜﾝｴｯｾﾝｼｬﾙ)
・眉間や額、目もとなどをふっくらと和らげる、たるみをとる
(資生堂 IN&ON 3 月)
・美白力と保湿力、天然ｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙによるｽﾄﾚｽ軽減
(ｷｰﾙｽﾞ DS ｱﾙﾃｨﾒｲ/ﾎﾜｲﾄﾗｲﾝ 2 月)
・美白効果と内側はしっとりなのに表面はﾍﾞﾄつかない、ﾘﾌﾄ感のある
もっちり白肌へ(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 肌美精 ﾘﾌﾄ美白ｼﾞｪﾙｸﾘｰﾑ)
・ｼﾐ、ｿﾊﾞｶｽを防ぎながら美白の肌へ
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｻｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ 新ｼﾘｰｽﾞ 4 月)
・糖化による肌の黄ぐすみも防ぐ新美白(ﾗﾝｺﾑ GN ｱｰｼﾞｭﾌｧｲﾄｾﾗﾑ 2 月)
・表皮と真皮の両方でﾀﾞﾒｰｼﾞをｹｱし、紫外線による光老化を抑制する
(ﾘｽﾌﾞﾗﾝ 薬用ｱｴｳﾞｨｼﾘｰｽﾞ 3 月)
・ﾒﾗﾆﾝの生成を抑え、しみそばかすを防ぐ
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｼｱ AL ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞ 4 月)
・ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ美白(ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰ SCW ｽｷﾝﾌﾟﾘﾍﾟｱﾘﾝｸﾞ 3 月)
・UV ｶｯﾄできる美容液配合化粧水
(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾓｲｽﾀｰｼﾞｭ UV ｴｯｾﾝｽﾛｰｼｮﾝ 2 月)
・ﾏｯｻｰｼﾞ後、ふき取る必要がなくそのままﾅｲﾄｸﾘｰﾑにも使える
(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ｺﾗｹﾞﾆｽﾄ V ｸﾘｰﾑ 1 月)
・睡眠中に粒子のｳﾞｪｰﾙを張り巡らせうるおいで満たしつづける
(富士ﾌｨﾙﾑ ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾅｲﾄｸﾘｰﾑ)
・美容成分×8 で多方位から目元を守る(富士ﾌｨﾙﾑ ｱｽﾀﾘﾌﾄ ｱｲｸﾘｰﾑ)

・貴重な幹細胞の周囲の環境に作用し、肌が本来持っている自己再生
能力を蘇らせる(ﾗﾝｺﾑ ｱﾌﾟｿﾘｭﾌﾟﾚｼｬｽｾﾙｸﾘｰﾑ ｱｲｸﾘｰﾑ)
・ﾒﾗﾆﾝ色素は表皮の基底層のﾒﾗﾉｻｲﾄで生成され、ｹﾗﾁﾅｻｲﾄに受け渡され
ていき、紫外線から肌を守る働きをするが同時に肌が黒ずんで見せて
しまう(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｾｼﾞｭﾎﾜｲﾄ 新ｼﾘｰｽﾞ 4 月)

・ﾒﾗﾆﾝの生成を抑制する｢D ｰﾒﾗﾉ｣に｢ﾋﾟﾃﾗ｣と保湿成分｢ﾀﾍﾟﾗﾎﾜｲﾄ｣を加え
た美白複合成分(SK-Ⅱ ｾﾙﾐﾈｰｼｮﾝｴｯｾﾝｽ 3 月)
・ﾋﾞﾀﾐﾝ C 誘導体、ﾁｪﾘｰﾘｰﾌｴｷｽ、ﾌﾟﾗﾑｴｷｽなどの組合せでﾒﾗﾆﾝ生成を抑制
する(ｷｰﾙｽﾞ DS ｱﾙﾃｨﾒｲﾄﾎﾜｲﾄﾗｲﾝ 2 月)
・高純度ﾋﾞﾀﾐﾝ C 誘導体と天然型ｸﾞﾙｺｻﾐﾝ、ﾋｱﾙﾛﾝ酸、ｺﾗｰｹﾞﾝ配合
(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 肌美精 ﾘﾌﾄ美白ｼﾞｪﾙｸﾘｰﾑ)
・独自のﾋﾞﾀﾐﾝ C 美白持続理論に基づき、ﾋﾞﾀﾐﾝ C を効率よく長時間働か
せる成分配合(ﾌｧﾝｹﾙ ﾎﾜｲﾄｴｯｾﾝｽ)
・生体親和性の高いﾘﾝ脂質によるﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ&ﾅﾉｶﾌﾟｾﾙ効果により活性型
ﾋﾞﾀﾐﾝ C が肌の深部までゆきわたる(ﾘｽﾌﾞﾗﾝ 薬用ｱｴｳﾞｨｼﾘｰｽﾞ 3 月)
・海洋深層水を高濃度で配合(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾃﾞｨﾌﾟｼｰﾊｲﾄﾞﾗﾋﾞﾘﾃｨ 1 月)
・睡蓮から抽出した抗酸化成分や海洋深層水配合
(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾋﾟｭｱﾚﾉﾍﾞｲﾄｼﾘｰｽﾞ 3 月)
・緑茶の花から抽出したｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙをはじめとする 100 種類もの植物
成分配合(ｱﾓｰﾚ ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾀｲﾑﾚｽﾎﾟﾝｽ ﾄﾅｰ/ﾌﾙｲﾄﾞ 4 月)
・ｵｾｱﾆｯｸｸﾘｽﾀというすぐれた自己再生能力をもつ太古の植物から機能
増進成分と酸化防止成分などが豊富に含まれた始原細胞のみを抽出
培養することに成功。ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ作用成分として配合した
(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾌﾟﾛﾃﾞｨｼﾞｰ P.C.ｾﾗﾑ 4 月)
・ﾌﾟﾗﾁﾅをﾏｲﾅｽﾁｬｰｼﾞしたﾌﾟﾗﾁﾅｺﾛｲﾄﾞｳｵｰﾀｰ配合で肌の潤いの電位ﾊﾞﾗﾝｽ
を整え､代謝を正常化し､細胞のｴﾈﾙｷﾞｰﾚﾍﾞﾙを高める。30ml 94500 円
(ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰｾﾗﾑ P.T.ﾚｱ 4 月)
・真珠の多層構造をﾋﾝﾄに開発したﾛﾝｺﾞｻﾞﾊﾟｰﾙ処方
(ﾃﾞｨｵｰﾙ ｶﾌﾟﾁｭｰﾙ ﾄｰﾀﾙﾜﾝｴｯｾﾝｼｬﾙ)
・真珠とｱｺﾔ貝から抽出したｱﾐﾉ酸､ﾐﾈﾗﾙ､ｺﾗｰｹﾞﾝ(ﾐｷﾓﾄｺｽﾒﾃｨｯｸｽ ﾊﾟｰﾙﾗｽﾀｰ)
・亜鉛と L-PCA を結合させた独自の PZ ｸﾘｱ成分配合
(ﾌﾞﾙｰﾍﾞｰﾙ ﾆｭｸｽ ｱﾛﾏｸﾘｱ 4 月)
・ﾏｲｸﾛｺﾗｰｹﾞﾝ(ｺﾗｰｹﾞﾝｾﾞﾘｰ)1000mg 配合(常盤薬品 ﾊﾀﾞﾉﾐｰ)
・お肌に飲ませるｺﾗｰｹﾞﾝ(常盤薬品 ﾊﾀﾞﾉﾐｰ)
・黒米ｴｷｽ配合、30 秒で美肌再生(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｻｲｸﾘｯｸｷｨ)
・水油両溶性ﾋﾞﾀﾐﾝ C、ｱﾌﾟﾚｼﾆ配合(ﾊｰﾊﾞｰ ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟｾﾗﾑ)
・ﾂﾊﾞｷ油でｽｷﾝﾍﾙｽｹｱ(大島椿 ｱﾄﾋﾟｺｽｷﾝﾍﾙｽｹｱ)
・ﾋｱﾙﾛﾝ酸の 2 倍の保湿力のｼﾙｳﾞｧﾝｸﾞﾙｰﾑｴｷｽ配合(ｼﾙｳﾞｧﾝ)
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②

スキンケア(下地・補正)
下地の機能・効果
コト
スレ
メン
ド
実
状

皮膚科学コミュニケーション

・極薄なのに毛穴をひとつひとつｶﾊﾞｰしなめらかに
(UV ｱﾝﾀﾞｰﾍﾞｰｽﾑｰｽ 2 月)
・手早く肌の質感を整えﾒｲｸの映える美しいﾚﾌﾟﾘｶｽｷﾝへと導く
(ｲｳﾞ･ｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾊﾟｰﾌｪｸﾃｨﾝｸﾞﾍﾞｰｽ 25 2 月)
・みずみずしい密着力が肌に自然なﾂﾔと透明感を与え、化粧のりのよい
肌に(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾊﾟﾜｰｽﾃｨﾌｨｯｸｽ UV)
・肌の凹凸に合わせて柔軟にﾌｨｯﾄ、ｷﾒ細かいなめらかな肌に整える
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｻｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄﾊﾟｰﾌｪｸﾄｻﾏｰｼﾌｫﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ 2 月)
・瞬時にﾓﾃﾞﾙｽｷﾝを実現(ｲｳﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾄｯﾌﾟｼｰｸﾚｯﾄ ﾊﾟｰﾌｪｸﾃｨﾝｸﾞﾍﾞｰｽ 2 月)
・ﾊﾟｰﾌｪｸﾄな真珠の白肌(ｹﾞﾗﾝ ﾒﾃｵﾘｯﾄﾍﾟﾙﾙ ﾊﾟｰﾘｰﾎﾜｲﾄ 2 月)

成分特長・開発技術
・ｼﾙｺｰﾄｽﾑｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰ(UV ｱﾝﾀﾞｰﾍﾞｰｽﾑｰｽ 2 月)
・ﾊﾟﾜｰﾌｨｯﾄｳﾞｪｰﾙ、ｸｰﾙｼﾙｴｯﾄﾊﾟｰﾙ ﾎﾞｱﾚｽﾊﾟｳﾀﾞｰ配合
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾊﾟﾜｰｽﾃｨﾌｨｯｸｽ UV)

ベースメイク（ファンデーション）

コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

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）

・
“密着”という、くずれない新方程式
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾊﾟﾜｰﾘｸｲﾄﾞ UV 3 月)
・ふわり、美細なｷﾒ、うるおいでｷﾚｲが続く
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｻﾏｰｼﾌｫﾝ 2 月)
・わたしが変わる、世界を変える
(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞｽﾃｨｯｸﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ UV 2 月)
・みずみずしく、わか肌(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｼｱ AL ﾜｲﾄﾆﾝｸﾞ 4 月)
・ﾒﾘﾊﾘ美肌(ｴﾃｭｾ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞﾊﾟｸﾄ 3 月)
・つけたまま眠るｽｷﾝｹｱﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾌﾟﾚｽﾄﾅｲﾄﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 5 月)

・ﾐﾈﾗﾙにより肌に負担を与えず敏感肌にも使え、美肌に整える
(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ﾋﾟｭｱﾐﾈﾗﾙﾊﾟｸﾄ 2 月)
・ﾐﾈﾗﾙ成分｢ﾏｲｶ｣とｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ、ﾋﾞﾀﾐﾝ A､C､E が余分な皮脂を吸収
(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾌﾟﾚｽﾄﾅｲﾄﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 5 月)
・うるおいを抱えたﾎﾟﾘﾏｰを新規配合により、ふわりとﾌｨｯﾄ
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｻﾏｰｼﾌｫﾝ 2 月)
・つけた瞬間ひやっと心地よい感触(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｼｱ AL ﾜｲﾄﾆﾝｸﾞ 4 月)
・ﾊﾟｰﾙﾘﾘｰｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ、ｱﾙｺﾞﾎﾜｲﾄｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽによるｽｷﾝｹｱ効果
(ｹﾞﾗﾝ ﾊﾟﾘｭｰﾙﾊﾟｰﾘｰﾎﾜｲﾄﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｺﾝﾊﾟｸﾄ 2 月)
・つけている間も落とした後もｽｷﾝｹｱ、紫外線を浴びるとｶﾌﾟｾﾙが開いて
ｽｷﾝｹｱを開始する(SK-Ⅱ ｴｯｾﾝｽｲﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 3 月)

・反射によって欠点をｶﾊﾞｰしながら、肌に透明感と輝きを演出し、肌に
真珠の輝きを与える。重ね付けしてもくすまず自然な仕上がり
(ｲｳﾞ･ｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾀﾝﾗﾃﾞｨｱﾝｽﾍﾟﾙﾙ 3 月)
・ｸｰﾙでみずみずしい輝きとﾗｽﾃｨﾝｸﾞ効果
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｼｱ AL ﾜｲﾄﾆﾝｸﾞ 4 月)
・真珠の輝きと透明感を演出(ｲｳﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾀﾝﾗﾃﾞｨｱﾝｽﾍﾟﾙﾙ 3 月)
・みずみずしくﾌｨｯﾄする軽い感触で毛穴をｶﾊﾞｰしたﾂﾔのある仕上り、
高い UV 効果(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾊﾟﾜｰﾘｸｲﾄﾞ UV 3 月)
・透明感の高い白い光で肌に立体感を与え、ｼﾘｺﾝｺｰﾃｨﾝｸﾞされたﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄ
が皮脂を吸収し、長時間仕上がりをｷｰﾌﾟして透明感のある真珠肌に
(ｹﾞﾗﾝ ﾊﾟﾘｭｰﾙﾊﾟｰﾘｰﾎﾜｲﾄﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｺﾝﾊﾟｸﾄ 2 月)
・微粒子ﾊﾟｳﾀﾞｰにより、なめらかで光沢感のある仕上り
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｻﾏｰｼﾌｫﾝ 2 月)
・毛穴を目立たなくし化粧もちがよい
(資生堂 ﾏｷｱ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞｽﾃｨｯｸﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ UV 2 月)
・新美白複合成分配合で白より明るいｵｰﾗ美白肌へ
(SK-Ⅱ ｴｯｾﾝｽｲﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 3 月)
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③

メイク全体
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・美しくありたい＝自分らしくありたい(ﾌﾞﾙｼﾞｮﾜ UNE 3 月)

スキンケア機能（美容効果）
・98～100%天然成分(ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ UNE 3 月)

メイクアップ効果（肌のニュアンス）
・ｺｰﾗﾙとｸﾞﾘｰﾝ、ｺﾞｰﾙﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭを組み合わせた透明感のある春らしい
ﾒｲｸ(ﾗﾝｺﾑ ｵｰﾏｲﾛｰｽﾞ! 1 月)

メイク（アイ）
コミュニケーションワード
コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

・ｶｶﾞﾔｷ、100 ｶﾗｯﾄﾌｪｲｽ。その目もと宝石級
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾞｭｴﾙｼｬｽｱｲｽﾞ '09.12 月)
・瞳に絶世の｢曲線美｣(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙﾋﾞｭｰﾃｨ C ｶｰﾌﾞｱｲｽﾞ)

メイクアップコスメの機能
＜ｱｲﾗｲﾅｰ＞
・天然ｺﾗｰｹﾞﾝ配合で目元に負担をかけない
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾍﾟﾝｼﾙｱｲﾗｲﾅｰ '09.12 月)
＜ﾏｽｶﾗ＞
・植物性ｷｭｰﾃｨｸﾙｱﾐﾉ、天然ｺﾗｰｹﾞﾝ、ﾊﾟｼﾃﾉｰﾙ配合でまつ毛にﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ
効果(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾛﾝｸﾞﾊﾟﾜｰﾏｽｶﾗ '09.12 月)
・一度にたぷりと液を塗ることができる
(ｺｰｾｰ ﾌｧｼｵ ﾊｲﾊﾟｰｽﾃｲﾏｽｶﾗ ﾏｸﾞﾈﾌﾟﾗｽ)
・まつ毛の長さをﾌﾟﾗｽ 130%にする(ﾌﾞﾙｼﾞｮﾜ ｴﾗｽﾃｨｯｸﾏｽｶﾗ)
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メイクアップコスメによるメイク効果
＜ｱｲｼｬﾄﾞｰ＞
・透明発光ﾊﾟｰﾙ配合により、にごりのない宝石のような輝き、透明感
あふれる質感(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾞｭｴﾙｼｬｽｱｲｽﾞ '09.12 月)
・目もとを明るく見せるﾗｲﾄｶﾗｰと影を作るｼｬﾄﾞｳｶﾗｰで立体感を演出
(ｺｰｾｰ ﾌｧｼｵ ﾊｲﾊﾟｰｽﾃｲﾏｽｶﾗ ﾏｸﾞﾈﾌﾟﾗｽ)
・目もとから頬骨にかけての｢C ｶｰﾌﾞ｣をﾂﾔ感で強調し、ｱｲｿﾞｰﾝを際立た
せ大きく立体的な目もとに(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙﾋﾞｭｰﾃｨ C ｶｰﾌﾞｱｲｽﾞ)
＜ｱｲﾗｲﾅｰ＞
・なめらかにﾗｲﾝが描け、目元に簡単に引きしめながら陰影をつけら
れる(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾍﾟﾝｼﾙｱｲﾗｲﾅｰ '09.12 月)
＜ﾏｽｶﾗ＞
・新開発のｺｰﾅ部分のｺｰﾐﾝｸﾞ効果で繊維やﾏｽｶﾗ液を均一にﾌｨｯﾄさせ、
ﾛﾝｸﾞ効果を最大化(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾛﾝｸﾞﾊﾟﾜｰﾏｽｶﾗ '09.12 月)

２０１０/春夏
メイク（リップ）
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・ｶｶﾞﾔｷ 100%ｶﾗｯﾄﾌｪｲｽ。そのくちびる宝石級
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙｱｸｱﾙｰｼﾞｭ '09.12 月)
・わたしが変わる世界を変える
(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾙｰｼﾞｭ 1 月)

メイクアップコスメの機能
・｢液状ｱﾐﾉ酸誘導体｣と｢粉末状ｱﾐﾉ酸誘導体｣でｺｰﾃｨﾝｸﾞしたﾊﾟｰﾙ素材
でﾃﾞﾓﾘｴﾝﾄ効果となめらかな感触を実現、唇の血行循環も促進
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙｱｸｱﾙｰｼﾞｭ '09.12 月)
・ﾌｨﾙﾑｷｰﾋﾟﾝｸﾞｶﾌﾟｾﾙとｳﾙﾄﾗｼｬｲﾝｵｲﾙが厚く滑らかで均一な膜を作って
ﾘｯﾌﾟの表面をｶﾊﾞｰ(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞｼｭﾌﾟﾘｰﾑｼｬｲﾝ 3 月)
・水分を吸収すると 6 倍に膨らむ球状ﾋｱﾙﾛﾝ酸が唇の溝を埋め、さら
に若返り効果と治癒効果で荒れを軽減
(ｺｰｾｰ ﾌｧｼｵ ﾊﾟｲﾊﾟｰｽﾃｲﾏｽｶﾗ ﾏｸﾞﾈﾌﾟﾗｽ)
・ｶｯﾌﾟにつきにくく、色落ちしにくい、美しい発色がつづく
(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾙｰｼﾞｭ 1 月)
・ﾌﾙｰﾂｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ配合、ｴｯｾﾝｽｲﾝｶﾌﾟｾﾙ処方により唇にしっかり浸透し
ﾂﾔと輝きのあるﾌﾟﾙﾝとふっくらした唇に
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙｸﾞﾛｽｺｰﾄｽﾃｨｯｸ)
・100%ﾅﾁｭﾗﾙ原料で唇を滑らかに保湿する(ﾌﾞﾙｼﾞｮﾜ ｽｲｰﾄｷｽﾅﾁｭﾚﾙ 6 月)
・唇のしわに対応する色つきﾘｯﾌﾟｸﾘｰﾑ
(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ｺﾗｹﾞﾆｽﾄﾌﾟﾛ X ﾌｨﾙﾘｯﾌﾟ 1 月)

メイクアップコスメによるメイク効果
・透明感あふれると上質なﾂﾔと発色
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙｱｸｱﾙｰｼﾞｭ '09.12 月)
・ﾐﾈﾗﾙや植物による顔料が鮮やかに発色し、輪郭をｷｰﾌﾟ
(ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ ﾚｰｳﾞﾙｺﾝﾄｩｰﾙ(ﾘｯﾌﾟﾗｲﾅｰ))

メイク（ネイル）
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・心地のいいｵｲﾙで魅せる指先へ(ｿﾆｱﾘｷｴﾙ ﾓｲｽﾁｭｱﾗｲｼﾞﾝｸﾞ ﾈｲﾙﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ)

メイクアップコスメの機能
・自宅で簡単にｻﾛﾝの仕上がり(伊勢半 ﾈｲﾙﾒﾝﾃ)
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コスメによる効果

④

２０１０/春夏

⑤

ヘアケア
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・うっとろりん(資生堂 ﾏｼｪﾘ 2 月)
・ﾍｯﾄﾞｽﾊﾟ美容(資生堂 TSUBAKI 3 月)

ヘアケアコスメのケア機能
・くせが気になる扱いにくい髪でもその原因である湿気や乾燥から
髪を守り、輝きのあるｽﾄﾚｰﾄﾍｱを叶える
(ｱｳﾞｪﾀﾞ ｽﾑｰｽﾞｲﾝﾌｭｰｼﾞｮﾝｸﾛｽｽﾄﾚｲﾅｰ 5 月)
・ﾉﾝｼﾘｺﾝで高級感のあるｲﾝﾊﾞｽｱｲﾃﾑ
(ｺｰｾｰ ｺｽﾒﾎﾟｰﾄﾛｰｽﾞｵﾌﾞﾍﾌﾞﾝ ﾊﾞｽﾀｲﾑｹｱｼﾘｰｽﾞ 2 月)
・独自の｢ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾆｰｼﾞｭﾚ｣を配合し、傷んだ髪の内側までいたわり
とろけるような指通りに(資生堂 ﾏｼｪﾘ 2 月)
・ｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙをﾌﾞﾚﾝﾄﾞ配合により地肌をうるおわせ健やかな状態に
導く(資生堂 TSUBAKI 3 月)

ヘアケアコスメのメイク効果
・ﾀﾗｿ美容成分(保湿、ｷｭｰﾃｨｸﾙ保護)新配合
(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾀﾗｿ美容ﾍｱﾊﾟｯｸ)

その他
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・ｶｶﾞﾔｷ、100 ｶﾗｯﾄﾌｪｲｽ(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｲﾉｾﾝﾄｶﾗｰﾌﾞﾗｯｼｭ '09.12 月)
・最愛の肌へ、最強ｱﾈｯｻ(資生堂 ｱﾈｯｻ 2 月)
・仕上げにひとはけ、上質なつやめきと立体感
(ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ ﾊｲﾗｲﾄｿﾙﾍﾞ)
・頬にふんわり色と光を咲かせて
(ｿﾆｱﾘｷｴﾙ ﾌｧｰﾌﾟｰﾄﾞｩﾙ ﾌｪｲｽｶﾗｰﾊﾟｳﾀﾞｰ)

メイクアップコスメの機能
・ｵｲﾙﾌﾘｰの UV ｸﾘｰﾑ(ｷｰﾙｽﾞ UV ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ 3 月)
・紫外線ﾌｨﾙﾀｰが強固で破壊されにくく、高い日焼け防止効果の
BB ｸﾘｰﾑ(ﾗﾝｺﾑ GN ｼｰﾙﾄﾞ 50BB 2 月)
・虫除け効果のあるﾚﾓﾝﾕｰｶﾘ油を配合し、野外で手軽に使える
(伊勢半 UV ｶｯﾄｽﾌﾟﾚｰﾌﾟﾗｽ 2 月)
・毛髪、顔、ﾎﾞﾃﾞｨなど全身に細かいﾐｽﾄでｽﾄｯｷﾝｸﾞやﾒｲｸの上からも
使用可能な日焼け止めﾛｰｼｮﾝ(ﾘｽﾌﾞﾗﾝ ﾌﾟﾛﾃｸﾄ S 3 月)
・塗布時のﾍﾞﾀつきや白浮きを解消(資生堂 ｱﾈｯｻ 2 月)
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コスメによる効果
・繊細な艶と透明感あるふれるｶﾗｰがふんわりと肌に溶けこみ柔らかく
頬を染める(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｲﾉｾﾝﾄｶﾗｰﾌﾞﾗｯｼｭ '09.12 月)
・ﾁｰｸｶﾗｰで頬に自然な立体感をつくり、ﾊｲﾗｲﾄｶﾗｰで透明感をﾌﾟﾗｽ、や
わらかな質感に(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾃﾞｭｱﾙﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾞﾗｯｼｭ)
・赤ちゃんの肌にも使えるほどの低刺激処方
(ﾛｸｼﾀﾝ ｼｱﾍﾞｲﾋﾞｰﾎﾞﾃﾞｨﾐﾙｸ 1 月)

２０１０/秋冬

①

スキンケア(洗う・落とす)
成分・剤型
コト
スレ
メン
ド
実
状

機能・効果

・ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ、天然型ｸﾞﾙｺｻﾐﾝを配合し、また全品で薬用成分配合
(ｸﾗｼｴﾎｰﾑｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 肌美精 薬用ﾘﾌﾄ保湿ｼﾘｰｽﾞ 8 月)
・角質ｹｱ成分、消炎成分により大人のﾆｷﾋﾞに対応(ｸﾗｼｴﾎｰﾑｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 肌美精大人のﾆｷﾋﾞ薬用洗顔石鹸 8 月)
・緑茶、ｲﾁｮｳ葉ｴｷｽを従来の 2 倍配合(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙﾌﾟﾚﾐｱﾑ A/O ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ 9 月)
・南米で奇跡の果実と呼ばれている抗酸化能が一番高いｱｻｲを使用(ｷｰﾙｽﾞ ｸﾚﾝｻﾞｰ AC)
・ﾌﾛｰﾄｱｯﾌﾟｵｲﾙ EX 配合で肌の土台を整える(ﾎﾟｰﾗ BA ｻﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ 9 月)
・ﾓｲｽﾄｷｬｯﾁﾎﾟﾘﾌｰ配合で肌をﾛｰｼｮﾝの性質に近づける(ﾎﾟｰﾗ B､A ｻﾞｳｫｯｼｭ 9 月)

・角質層の深部から肌に弾力を与え、うるおい肌に導く(ｸﾗｼｴﾎｰﾑｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 肌美精 薬用ﾘﾌﾄ保湿ｼﾘｰｽﾞ
・角質をほぐしながらうるおいを守る(資生堂 得くりｼｰﾙｼｭﾍﾟﾘｴﾙ 9 月)
・毛穴の奥まですっきり洗い落とし、つっぱらず、赤ﾆｷﾋﾞの炎症を防ぐ
(ｸﾗｼｴﾎｰﾑｽﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 肌美精大人のﾆｷﾋﾞ薬用洗顔石鹸 8 月)
・洗浄力が 80%ｱｯﾌﾟし、洗顔からｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱをｽﾀｰﾄ(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙﾌﾟﾚﾐｱﾑ A/O ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ 9 月)
・肌をいたわりながら、しっかりﾒｲｸや汚れを落とす(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｱﾝﾌｨﾈｽ)
・ｸﾘｰﾑより優しく、ｵｲﾙより素早く肌になじんでﾒｲｸｱｯﾌﾟとくすみを落とす
(ｺｰｾｰ ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸ 11 月)
・環境ｽﾄﾚｽによる肌のﾀﾞﾒｰｼﾞを軽減する(ｷｰﾙｽﾞ ｸﾚﾝｻﾞｰ AC)

8 月)

スキンケア(整える・与える)

コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

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

・疲れた肌を瞬時にﾘｾｯﾄする即効性と手軽な使用法が特長の時短
ｽｷﾝｹｱｱｲﾃﾑ(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ｽﾃｰｼﾞﾊﾟﾌｫｰﾏｰﾗﾃﾞｨｱﾝﾄｸﾘｰﾑ)
・反射光と内部反射光の 2 つの光で内側から輝くような新感覚の
透明感(ｲﾌﾟｻ ﾒﾀﾎﾞﾗｲｻﾞｰ 9 月)
・肌全域を糖化から解放し新生させる(ﾎﾟｰﾗ B､A ｽｷﾝｹｱｼﾘｰｽﾞ)
・わずかに肌の不調を感じはじめた 20 代の若い肌にもしっとりうるお
った透明感とﾊﾘのあるｸﾘｱな素肌へ導く
(SK-Ⅱ ﾋﾞﾃﾗ 14 日間集中ｹｱｷｯﾄ 1 月)
・環境ｽﾄﾚｽによる肌のﾀﾞﾒｰｼﾞを軽減する(ｷｰﾙｽﾞ ﾐｽﾄﾄﾅｰ AC ｾﾗﾑ AC)
・天然由来でﾐｸﾛ粒子の保湿成分が瞬時に肌に密着し、隙間なく包み
込む(ｷｰﾙｽﾞ ｾﾗﾑ UFS 10 月)
・長時間うるおいをｷｰﾌﾟするﾀﾞｰﾏﾍﾞｰﾙを形成し、高い保湿力を発揮
(ﾎﾟｰﾗ B､A ｽｷﾝｹｱｼﾘｰｽﾞ)
・20 代の角質に｢ｾﾗﾐﾄﾞ｣の働きを補う(ｿﾌｨｰﾅ ｼﾞｪﾝﾇ ｼﾞｪﾙ乳液)
・肌に吸い付くように馴染み、光がまわるような透明感を宿す肌へ
(ｺｰｾｰ ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQWM ﾘﾍﾟｱﾛｰｼｮﾝ 11 月)
・ｴｲｼﾞﾝｸﾞに対して免疫をつくるﾜｸﾁﾝのように肌を守り修復する
(ｼﾞﾊﾞﾝｼｨ VAX ﾕｰｽｾﾗﾑ 9 月)
・顔だけ? いいえ、首、胸元まで一気にｹｱ!
(大塚製薬ｲﾝﾅｰｼｸﾞﾅﾙ ﾘｼﾞｭﾌﾞﾈｲﾄｸﾘｱｱｯﾌﾟｱｲｽﾞ)
・口、唇の血色不良、ﾊﾘのなさ美容液
(ｱﾕｰﾗ ｳｪﾙﾊﾞﾗﾝｽ ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾁｬｰｼﾞﾘｯﾌﾟ 11 月)
・ゆるんだ目元にﾊﾘと輝きを取り戻すｱｲｾｰﾗﾑ(ｵﾙﾃｰﾇ ｿﾜﾝ ﾌｪﾙﾑﾃｱｲ B21)

・ﾊﾘ、弾力、透明感、うるおい、ｷﾒなどの条件がﾊﾟｰﾌｪｸﾄに揃ったとき
だけに生まれる肌未来の艶がある
(ｶﾈﾎﾞｳ ｲﾝﾌﾟﾚｽ ｸﾞﾗﾝﾐｭﾗ、ｴﾏﾙｼﾞｮﾝｸﾘｰﾑ、ﾛｰｼｮﾝ、11 月)
・秋冬は気温や湿度の低下により、肌の機能が低下し、ﾛｯｸされる
(ｲｸﾞﾆｽ ｳｨﾝﾀｰｽｲｯﾁ)
・細胞は微弱なｽﾄﾚｽ状態に置かれるとその自己防衛、修復機能が高ま
り、細胞の寿命がのびる(ｼﾞﾊﾞﾝｼｨ VAX ﾕｰｽｾﾗﾑ 9 月)
・良質なｺﾗｰｹﾞﾝが始まる｢美因子のめぐり｣に着目(ﾘｻｰｼﾞﾍﾞｰﾃ ﾍﾞｰｼｯｸ)
・蓄積された有害物質をﾘｾｯﾄし、植物とｱﾛﾏの力を融合
(ｻﾝﾊﾟｰ ﾊﾟｰﾗﾎﾞ 9 月)
・ﾌﾗﾝｽの皮膚科医による敏感肌のための D.A.F 処方(ﾋﾞｵﾃﾞﾙﾏ)
・組織から機能まで、肌を構成する全てのたんぱく質のﾀﾞﾒｰｼﾞを修復
し、しわを作らず肌色が均一になり、輝く肌に若返る
(ｼﾞﾊﾞﾝｼｨ VAX ﾕｰｽｾﾗﾑ 9 月)
・ﾅﾉｷｭｰﾌﾞにより肌構造そのものに作用し、若々しさのｻｲｸﾙを創り出す
3 ｽﾃｯﾌﾟｴｲｼﾞﾝｸﾞ美白(ｱｻﾋﾌｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾍﾙｽｹｱ ﾏﾘｱﾝﾅ 10 月)

・ｼﾘｺﾝｹﾞﾙ配合により、肌に半透明の膜を形成し、なめらかでﾌﾗｯﾄな
｢ﾓｲｽﾄﾌﾗｯﾄﾍﾞｰﾙ｣をつくり出す(ｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘｰｸﾌﾟﾚｼｬｽ ｴｸｽﾄﾘﾀｯﾁ 8 月)
・医薬部外品有効成分の肌あれ防止成分、複合保湿成分である JCT ｺﾝ
ﾄﾛｰﾗｰに金銀花ｴｷｽ、豆乳発酵ｴｷｽを追加
(ｶﾈﾎﾞｳ ｲﾝﾌﾟﾚｽ ｸﾞﾗﾝﾐｭﾗ、ｴﾏﾙｼﾞｮﾝｸﾘｰﾑ、ﾛｰｼｮﾝ、11 月)
・有効成分ﾚﾁﾉｰﾙが角質層のすみずみに浸透
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｱﾝﾌｨﾈｽ ｸﾞﾗｳﾞｨﾃｨ ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ 8 月)
・海の恵みを凝縮した新成分[ｱﾙｹﾞﾙﾐﾅ」を肌の隅々に送り込む技術を
採用(ｲﾌﾟｻ ﾒﾀﾎﾞﾗｲｻﾞｰ 9 月)
・食用果実の中で､抗酸化能が一番高いｱｻｲを使用(ｷｰﾙｽﾞ ﾐｽﾄﾄﾅｰ AC ｾﾗﾑ AC)
・ﾚﾝｹﾞｿｳから抽出した｢EG ｸﾘｱｴｷｽ｣を開発(ﾎﾟｰﾗ B､A ｽｷﾝｹｱｼﾘｰｽﾞ)
・ﾘﾝ脂質で構成されるｶﾌﾟｾﾙを採用し、高浸透液体ｵｲﾙと油系の美容成分
からなるｵｲﾙﾍﾞｰｽで肌の活性をｻﾎﾟｰﾄするﾐﾈﾗﾙの複合成分を素早く
送り届ける(ｲｸﾞﾆｽ ｳｨﾝﾀｰｽｲｯﾁ 9 月)
・肌の美しさ、健やかさに欠かせない NO(一酸化窒素)に着目
(ｲｸﾞﾆｽ VQ ｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ 9 月)
・肌の活性をｻﾎﾟｰﾄするﾏﾘﾝﾐﾈﾗﾙやﾊｰﾊﾞﾙﾐﾈﾗﾙﾗｲﾑ果汁などの複合成分
を内包したｶﾌﾟｾﾙ採用(ｲｸﾞﾆｽ ｳｨﾝﾀｰｽｲｯﾁ)
・「ｴｲｼﾞﾝｸﾞ X｣｢ﾍﾞｰｽｴﾌｪｸﾄ成分｣｢ｺﾗｰｹﾞﾝ&ｴﾗｽﾁﾝｴｷｽ GL｣配合
(資生堂ｴﾘｸｼｰﾙ ｼｭﾍﾟﾘｴﾙ）
・死海のﾐﾈﾗﾙ配合(AHAVA ﾐﾈﾗﾙﾋﾞｭｰﾃｨｾﾗﾑ)
・有機玄米や有機ｱﾛｴなど国産ｵｰｶﾞﾆｯｸ(ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰｶﾞﾆｯｸ ﾄﾞｩｰｵｰｶﾞﾆｯｸ 9 月)
・ｴﾅｼﾞｰｼｸﾞﾅﾙ AMP 配合で目元の複合悩みを解決
(大塚製薬ｲﾝﾅｰｼｸﾞﾅﾙ ﾘｼﾞｭﾌﾞﾈｲﾄｸﾘｱｱｯﾌﾟｱｲｽﾞ)
・死海にしかない｢ﾐﾈﾗﾙの相互作用｣(AHAVA ﾀｲﾑﾗｲﾝ 10 月)
・死海の泥、ﾐﾈﾗﾙｽｷﾝｵｽﾓｰﾀｰ、植物ｴｷｽ配合(AHAVA ﾃﾞﾙﾏｯﾄﾞ 10 月)
・無限に再生する植物幹細胞､ﾄﾋﾟﾖﾙ配合(ﾄﾋﾞﾖﾙ ｺｽﾒﾃｨｯｸｽ ﾄﾋﾞﾖﾙ 10 月)
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２０１０/秋冬
スキンケア(整える・与える)

②

（つづき）

スキンケアの機能・効果

皮膚科学コミュニケーション

コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

成分特長・開発技術
・肌にｵﾚﾝｼﾞの恵み(ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｾﾗﾑ 9 月)
・ｴｲｼﾞﾝｸﾞｰ X 配合でﾀﾞﾒｰｼﾞ原因からの防御
(資生堂 ｴﾘｸｼｰﾙ ｼｭﾍﾟﾘｴﾙ 12 月)
・高浸透｢ﾋﾄ型ﾅﾉｾﾗﾐﾄﾞ｣配合(富士ﾌｨﾙﾑ ｱｽﾀﾘﾌﾄ ｼﾞｪﾘｰｱｸﾀﾘｽﾀ 10 月)
・ﾌﾟﾗﾁﾅﾃｸﾉﾛｼﾞｰにより、肌深部のﾍﾀﾘにｱﾌﾟﾛｰﾁ
(ﾄﾞｸﾀｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ ﾀｲﾑｱﾚｽﾄ ﾚｰｻﾞｰﾀｲﾄ)
・ﾓﾛｯｺ王立農園で収穫された天然原料ｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙ配合
(日本緑茶ｾﾝﾀｰ ﾃｲﾔ 12 月)
・ｶﾌﾟｾﾙ化技術により開発した｢ｽｷﾝﾘﾍﾟｱﾌｨﾙﾑ｣がｱｲｿﾞｰﾝの薄い皮膚を
覆ってﾊﾘを与え、｢美容豆ｴｷｽ｣などの有効成分が肌に浸透して、目元
を集中ｹｱする美容液(資生堂 ﾘﾊﾞｲﾀﾙ ｸﾞﾗﾅｽ ｷｬﾋﾞｱ 11 月)
・再生医療技術である創傷治療のﾒｶﾆｽﾞﾑを応用した、肌再生ｽｷﾝｹｱに
さらに自然治癒力を高めることを基本とする｢代替医療｣に注目し
｢癒し｣から開発につなげた白檀ｴｷｽ(ｺｰｾｰ ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW 11 月)

スキンケア(下地・補正)
下地の機能・効果
コト
スレ
メン
ド
実
状

・うるおった肌に導き皮脂吸収力にすぐれ、毛穴をきれいにぼかす
ｿﾌﾄﾌｫｰｶｽ効果でふんわりやわらかい肌を作りだす
(ｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘ ﾌﾟﾚｼｬｽ ﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾍﾞｰｽ 8 月)
・ｷﾒ細かくﾊﾘのある肌に仕上げ、ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝの美しい仕上がりをｻﾎﾟｰﾄ
する(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｱﾝﾌｨﾈｽ ｳﾞｨｼﾞﾌﾞﾙ 8 月)
・濃密なうるおい成分が広がり、均一なうるおい膜でなめらかな肌を
持続する美容液下地(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾒﾙﾃｨｴｯｾﾝｽ ﾌｨｯｸｽ 9 月)
・紫外線から肌を防御し、透明感のあるじなやかな肌に導く
(ﾎﾟｰﾗ ｻﾞﾒｰｸ B､A ﾃﾞｲｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｾﾗﾑｴｸｽﾄﾗ 9 月)
・目元や口元などの部分乾燥に密着してｺｰﾃｨﾝｸﾞし、長時間小ｼﾞﾜやよれ
が目立たずうるおいのつづくｼﾞｪﾙ状補整料
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｸﾘｰﾐｨｶﾊﾞｰﾌｨｯｸｽ 9 月)

皮膚科学コミュニケーション
・夏の紫外線を浴びつづけた反動で、皮膚は厚くなりやすい。肌の
表面が荒くなり、光を乱反射し透明感のないくすみがちな肌に
見える、まだうるおそうと皮脂の分泌が活発になりﾃｶる
(ｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘ ﾌﾟﾚｼｬｽ ﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾍﾞｰｽ 8 月)
・25～39 歳の女性の肌悩みは、依然として｢乾燥｣が圧倒的に高い
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾒﾙﾃｨｴｯｾﾝｽ ﾌｨｯｸｽ 9 月)
・真皮に蓄積される糖化の最終生成物 AGEs が、肌の老化の一因に
なる(ﾎﾟｰﾗ ｻﾞﾒｰｸ B､A ﾃﾞｲｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｾﾗﾑｴｸｽﾄﾗ 9 月)
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・｢ﾋﾟｰﾁｲﾙｰｾﾝﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ｣がﾃｶﾘに対応
(ｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘ ﾌﾟﾚｼｬｽ ﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾍﾞｰｽ 8 月)
・ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾏｼﾞｯｸ粉体が明るく透明感のある肌を演出し、ｿﾌﾄﾌｫｰｶｽ球状
粉体がすべすべした肌質感をつくり出す
(ﾎﾟｰﾗ ｻﾞﾒｰｸ B､A ﾃﾞｲｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｾﾗﾑｴｸｽﾄﾗ 9 月)
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③

ベースメイク（ファンデーション）

コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

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）

・｢ﾅﾁｭﾗﾙな輝きとつやを纏う｣(ﾃﾞｨｵｰﾙ ｽｷﾝﾇｰﾄﾞｽｶﾙﾌﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ ｺﾝﾊﾟｸﾄ)
・｢なめらかでつややか、極上のｼﾙｸ肌を実現｣
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾙｷｰﾌｨｯﾄ 9 月)
・ｽｷﾝｹｱのように潤すﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ｸﾘﾆｰｸ ｽｰﾊﾟｰﾓｲｽﾁｬｰｸﾘｰﾑｺﾝﾊﾟｸﾄ 10 月)
・｢突き抜ける白さ｣へ(ﾘｻｰｼﾞ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 9 月)
・ﾊﾟｰﾌｪｸﾄな肌がまとう、みえないﾗﾝｼﾞｪﾘｰ(ｹﾞﾗﾝ ﾗﾝｼﾞｪﾘｰﾄﾞﾎﾟｰ 10 月)
・軽快、ﾂﾔ系ﾊﾟｳﾀﾞﾘｰ(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｴﾀﾆｱ 10 月)
・光で仕掛ける甘い夏(ｿﾆｱﾘｷｴﾙ ﾌﾟｰﾄﾞｩﾙﾂｲｽﾃ 11 月)
・ふわっと密着、しっとり、ﾂﾔ肌完成(ﾌｧﾝｹﾙ ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 10 月)
・I’mVirgih な肌をﾒｰｸする(資生堂 ﾏｷﾔｰｼﾞｭ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ UV)
・つけたまま眠るｽｷﾝｹｱ発想の新感覚ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ｴﾄｳﾞｫｽ ﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ)
・至近距離でも美しい、接近美肌の自信｢女優肌｣
(ﾏｰﾄﾞｩﾚｸｽ ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ﾋﾟｼﾞｮﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 11 月)

・肌あれ防止成分配合により、ｽｷﾝｹｱ効果で毛穴を隠し、きめ細かく
立体感のある肌を実現(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾓｲｽﾁｬｰﾌｫﾙﾐﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞﾘｰ 7 月)
・肌の毛穴や凹凸をしっかりｶﾊﾞｰし、人工的なまでのなめらかさと
ﾊﾘ感のある肌に(ｴﾚｶﾞﾝｽ ｺｽﾁｭｰﾑｽｷﾝｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 9 月)
・肌につけるとﾘｷｯﾄﾞ状に変化し、みずみずしく広がりﾊﾘを演出する
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｱﾝﾌｨﾈｽ ｳﾞｨｼﾞﾌﾞﾙﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 8 月)
・光の反射で上品なﾂﾔを演出し、保湿成分｢ｼﾙｷｨｴｯｾﾝｽ｣で肌なじみを
高める(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾙｷｰﾌｨｯﾄ 9 月)
・ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞのいらない BB ｸﾘｰﾑ（ｾｻﾞﾝﾇ BB ｸﾘｰﾑ）

・さらさらなのにつややかな美肌
(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾓｲｽﾁｬｰﾌｫﾙﾐﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞﾘｰ 7 月)
・薄いﾌｨﾙﾑ状の化粧膜に変わり、表情豊かな顔立ちに整える仕上がり
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｱﾝﾌｨﾈｽ ｳﾞｨｼﾞﾌﾞﾙﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 8 月)
・3 色のﾊﾟｳﾀﾞｰが輝きと影を再現し、3D 効果のある顔立ちへ
(ﾃﾞｨｵｰﾙ ｽｷﾝﾇｰﾄﾞｽｶﾙﾌﾟﾃﾞｨﾝｸﾞ ｺﾝﾊﾟｸﾄ)
・やわらかな感触となめらかな仕上がりで、つややかな極上のｼﾙｸ肌へ
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾙｷｰﾌｨｯﾄ 9 月)
・上質なｼﾙｸを導く肌の上にのせたかのような仕上がりと滑らかな
付け心地で、光沢が長時間持続
(ｼﾞｮﾙｼﾞｵｱﾙﾏｰﾆ ｺｽﾒﾃｨｯｸｽ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞｼﾙｸ UV ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 9 月)
・ﾌｫｿﾌﾄﾌｫｰｶｽ効果でﾂﾔ感や透明感を演出
(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾌﾛｽﾃｨｽｷﾝﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 9 月)
・美しくｶﾊﾞｰ力のある仕上がり
(ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ｲﾙﾐﾈｲﾃｨﾝｸﾞ ﾌｨﾆｯｼｭﾊﾟｳﾀﾞｰ 10 月)
・肌を美しく見せるための光のﾒｶﾆｽﾞﾑの追及により、ｶﾊﾞｰ力と自然で
健康的な仕上がり(ﾗﾝｺﾑ ﾀﾝﾐﾗｸ 8 月)
・複数の色調で肌色のﾆｭｱﾝｽを自由に変えられる
(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞｶﾗｰﾍﾞｰｽ 9 月
・ﾙﾋﾞｰ、ｻﾌｧｲｱ、ﾋｽｲなど 7 種の天然貴石をﾊﾟｳﾀﾞｰにして配合し、ｴﾚｶﾞﾝﾄ
なきらめき(ｴｽﾃｨｰﾛｰﾀﾞ ﾗﾃﾞｨｱﾝｽﾒｰｸｱｯﾌﾟ)
・心地よいｽﾄﾚｯﾁ感となめらかな輝き、透明感
(ﾛｰﾗﾒﾙｼｪ ｸﾘｰﾑｽﾑｰｽﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 9 月)
・ﾌﾞﾗｼやｽﾎﾟﾝｼﾞ使いなど付け方次第で仕上がり感を自在に調整
(ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ｲﾙﾐﾈｲﾃｨﾝｸﾞ ﾌｨﾆｯｼｭﾊﾟｳﾀﾞｰ 10 月)

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）

メイク全体
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・｢ﾊｰﾄｸﾞﾗﾌｨｶﾙ｣(ｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ﾌﾟﾚｼｬｽ 7 月)
・｢花のように咲き誇る女性｣(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾌﾛｰﾚｾﾝﾄ 8 月)
・｢脚光のﾂﾔ・ﾙｰｼﾞｭｴﾅﾒﾙ｣(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ 7 月)
・｢ｴﾌｫｰﾄﾚｽｴﾚｶﾞﾝｽ｣(ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ ﾋﾞｭｰﾃｨ 9 月)
・｢ｽｲｰﾄ&ﾊｰﾄﾌﾙそれが私の理想型｣(ｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ﾌﾟﾚｼｬｽ 7 月
・｢ﾛｯｸ&ﾊﾞﾛｯｸ｣(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ)
・花から生まれたﾌﾛｰﾗﾙﾒｲｸｱｯﾌﾟついに誕生(ｾﾌﾞﾝｼｰｽﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ Zuii)
・新、ﾊﾞﾗをまとうﾒｲｸ誕生、花弁から作られたﾌﾛｰﾗﾙｶﾗｰﾒｲｸ
(Zuii ｵｰｶﾞﾆｯｸ 11 月)
・戦う女のﾂｰﾙとしての確立をこころみた化粧品(ﾜﾄｩｻ)
・最上級の美に出逢うﾒｰｷｬｯﾌﾟﾌﾞﾗﾝﾄﾞ(資生堂)
・泣いても、ｷｽしても、ｷﾗｷﾗ絶好調(資生堂 ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄ 12 月)
・戦う女のﾂｰﾙとしての確立を試みた化粧品(ﾜﾄｩｻ)

・ﾄﾚﾝﾁｺｰﾄに合う、ｵｰｿﾄﾞｯｸｽながらｴﾚｶﾞﾝﾄな表情を実現
(ﾊﾞｰﾊﾞﾘｰ ﾋﾞｭｰﾃｨ 9 月)
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④

メイク（アイ）
コミュニケーションワード
コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

・｢女子取り扱われ注意診断。女の子とまつ毛は、ｹｱされて伸びる｣
(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ﾆｭｰﾖｰｸ 10 月)
・ｽｷﾝｹｱ発想が、まつ毛美容を変える!
(ｲｰｽﾍﾟｼｬﾙ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｶﾙｱｲﾗｯｼｭ ﾄﾘﾌﾟﾙｱｸｼｮﾝ)
・ふいにｷﾗﾘ。(ﾏｯｸｽﾌｧｸﾀｰ ｱｲｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝｶﾗｰｽﾞ 11 月)
・美人印象は…ﾎﾞﾘｭｰﾑﾛﾝｸﾞな目元で決まる
(美人製造研究所 ｲｰｽﾍﾟｼｬﾙ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｶﾙｱｲﾗｯｼｭ 11 月)

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

＜ｱｲｼｬﾄﾞｰ＞
・ﾐﾈﾗﾙ複合保湿成分､富士山麓ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰ配合｡ﾌｨｯﾄ力に優れ､よれにく
く､水や汗､皮脂にも薄れにくい(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾃﾞｭｱﾙｸﾞﾛｳｱｲｽﾞ 7 月)
・高い光の反射とｶﾗｰﾄﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞの効果を実現したﾙｰｽﾀｲﾌﾟのｱｲｴﾌｪｸﾀｰ
(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ｼｬｲﾝﾐｽﾃｨｰｸ ｱｲｶﾗｰ 1 月)
＜ﾏｽｶﾗ＞
・38 度のお湯で落とせる高機能ﾏｽｶﾗ(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ 3D ｸﾞﾗﾏﾗｽﾏｽｶﾗ 12 月)
・先端にﾌﾛｯｷｰﾁｯﾌﾟがついたﾃｲﾙｲﾝﾊﾟｸﾄﾌﾞﾗｼ
(ｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ﾌﾟﾚｼｬｽ ﾊｰﾄｸﾞﾗﾌｨｶﾙ ﾏｽｶﾗ 7 月)
・特殊ﾎﾟﾘﾏｰ採用で敏感な目元やｺﾝﾀｸﾄﾚﾝｽﾞ使用でも安心して使える
(ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ ｴﾗｽﾃｨｯｸﾏｽｶﾗ)
・密着ﾌｧｲﾊﾞｰとｽﾄﾚｯﾁﾌｨﾙﾑが元のまつ毛からﾌﾟﾗｽ 80%のﾛﾝｸﾞまつ毛に
(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ﾗｯｼｭｴｸｽﾃ ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾄﾚｯﾁ ｼｬｲﾆｰ 10 月)
・下まつ毛と目じりに長さとﾎﾞﾘｭｰﾑを出し、ﾊｰﾄのように形づくられた
まつ毛にする(ｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ﾌﾟﾚｼｬｽ ﾊｰﾄｸﾞﾗﾌｨｶﾙ ﾏｽｶﾗ 7 月)
・まつ毛の長さをﾌﾟﾗｽ 130%にする(ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ ｴﾗｽﾃｨｯｸﾏｽｶﾗ)
＜ｱｲﾗｲﾅｰ＞
・ﾍﾟﾝｼﾙとﾊﾟｳﾀﾞｰの W 使いで思いのままのﾗｲﾝが描ける
(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾛｰｸﾘｴｰﾀｰ 7 月)
・まつ毛とまつ毛の間を埋めるﾗｲﾝをﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄで描ける
(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ﾊｰﾊﾟｰｼｬｰﾌﾟｰﾗｲﾅｰ 10 月)

＜ｱｲｼｬﾄﾞｰ＞
・ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝ効果で奥行きのあるつややかな目元を演出
(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾃﾞｭｱﾙｸﾞﾛｳｱｲｽﾞ 7 月)
・目元から頬骨にかけて C ｶｰﾌﾞをﾂﾔ感で強調し、ｱｲｿﾞｰﾝを際立たせ
立体的な目元に(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾋﾞｭｰﾃｨ C ｶｰﾌﾞｱｲｽﾞ 9 月)
・ﾗｲﾝと光の効果で黒目を引き立たせ、大きくﾊﾟｯﾁﾘとした目元を演出
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｱｲｽﾞｱﾋﾟｰﾙｼｬﾄﾞｳ 12 月)
＜ﾏｽｶﾗ＞
・まつ毛 1 本 1 本をふっくら太く濃く見せ、根本から 7 倍のﾎﾞﾘｭｰﾑに
しｷﾗｷﾗ輝かせる
(日本ﾛﾚｱﾙ ﾒｲﾍﾞﾘﾝﾚﾎﾞﾘｭｰﾑ ｴｸｽﾌﾟﾚｽﾏｸﾞﾅﾑﾊｲﾊﾟｰﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 12 月)
・まるで植毛しいたようにふんわり自然に整える
(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾞﾛｰｸﾘｴｰﾀｰ 7 月)

・まぶたや生え際に贅沢な成分を送り込み、まつ毛の土台となる肌か
ら育てる美容液(ｲｰｽﾍﾟｼｬﾙ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｶﾙｱｲﾗｯｼｭ ﾄﾘﾌﾟﾙｱｸｼｮﾝ)
・天然ｼﾙｸﾌﾟﾛﾃｲﾝ配合のｱｲﾒｰｸ(DASODA ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞﾏｼﾞｯｸ 12g つ)

メイク（リップ）
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・｢蜷川実花 桜ｺﾚｸｼｮﾝ｣(ｼｭｳｳｴﾑﾗ 桜ｺﾚｸｼｮﾝ 2 月)
・大胆に光をとらえるﾐﾗｰｼｬｲﾝの輝き(ﾃﾞｨｵｰﾙ ｱﾃﾞｨｸﾄ ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ)
・ﾌﾛｰﾚｽﾘｯﾌﾟ(ﾛｰﾗﾒﾙｼｪ ﾘｯﾌﾟﾍﾟﾝｼﾙ 10 月)
・ﾙｰｼﾞｭｴﾅﾒﾙにがうるんだ瞳を引きたてる(資生堂 ﾙｰｼﾞｭｴﾅﾒﾙｸﾞﾗﾏｰ)
・ひとつでかなう新定番ﾙｰｼﾞｭ(ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｴｯｾﾝｽｽﾃｲﾙｰｼﾞｭ 12 月)
・艶めいて、奔放のまなざし(花王ｴｽﾄ ﾗｲﾌﾞﾘｯｼｭ ﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ 10 月)
・新ﾌｧﾝｼｮﾝ ﾘｯﾌﾟﾐﾗｰｼｬｲﾝの 40 色(ﾃﾞｨｵｰﾙ ｱﾃﾞｲｸﾄ ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ)

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

・ｸﾞﾛｽﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ成分配合で、あれや凹凸もｶﾊﾞｰしﾂﾔ感を出す
(ｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ﾊｰﾄｸﾞﾗﾌｨｶﾙ ﾙｰｼﾞｭ 7 月)
・天然由来成分からなる処方で鮮やかに発色し、輪郭をｷｰﾌﾟする
(ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ ﾚｰｳﾞﾙｺﾝﾄｩｰﾙ 6 月)
・唇に触れると水分を包み込んで膨らみうるおいを包んで逃がさない
(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ｳｫｰﾀｰｼｬｲﾆｰﾎﾞﾘｭｰﾐﾊﾟｰﾙ 11 月)
・100%ﾅﾁｭﾗﾙ原料で唇をｹｱし、保湿するﾌｧｯｼｮﾅﾌﾞﾙなｶﾗｰと鮮やかな発色
(ﾌﾞﾙｼﾞｮｱ ｽｲｰﾄｷｽ ﾅﾁｭﾚﾙ 6 月)

・時間が経つにつれﾂﾔが生まれる、ぷるんとうるおうﾊｰﾄ型唇を作る
(ｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ﾊｰﾄｸﾞﾗﾌｨｶﾙ ﾙｰｼﾞｭ 7 月)
・鮮やかな彩りとつややかな美しさ、透明度の高い厚みのあるふっく
らしたﾂﾔを生みだす(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾙｰｼﾞｭｴﾅﾒﾙｸﾞﾗﾏｰ 7 月)
・30 代後半に向けｸﾘｱな発色で肌の色まで白く見せる
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾌﾞﾗｲﾄｱｯﾌﾟﾙｰｼﾞｭ 12 月)
・水晶のような水々しいつや(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾙｰｼﾞｭﾋﾞｭｰﾙｼｬｲﾝ 10 月)
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２０１０/秋冬

⑤

ヘアケア
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・｢うっとろりん｣(資生堂 ﾏｼｪﾘ 3 月)
・｢予防美髪｣(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ いち髪ｼﾘｰｽﾞ 8 月)
・｢髪うるおいに肌が嫉妬する｣(ｺｰｾｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ﾍｱｹｱ 9 品種 8 月)

ヘアケアコスメのケア機能
・毛髪補修成分配合ﾀｲﾌﾟと毛髪保湿成分配合ﾀｲﾌﾟの 2 種
(資生堂 ﾏｼｪﾘ 3 月)
・ﾀﾞﾒｰｼﾞを｢補修｣するだけでなく、傷みにくい髪へと導く｢予防美髪｣
機能(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ いち髪ｼﾘｰｽﾞ 8 月)
・ｺｼのなくなった髪は弾力を与え、髪の表面をなめらかにし、傷みに
くい状態にする(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ いち髪ｼﾘｰｽﾞ 8 月)
・ｶﾌﾟｾﾙ技術により、毛髪のｷｭｰﾃｨｸﾙから内部まで補修成分が行き渡る
(ｺｰｾ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ﾍｱｹｱ 9 品種 8 月)
・ｼﾘｺｰﾝや油分などを必要最小限にし、独自のｱﾐﾉﾃｸﾉﾛｼﾞｰにより毛質
成分に近いｱﾐﾉ酸やｹﾗﾁﾝで髪内部の失われた部分を補修
(ｼｭﾜﾙﾂｺﾌﾍﾝｹﾙ syoss 9 月)
・洗い流さないﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ、くせ毛や縮毛を直し持続
(ｸﾘｵｽ ﾏｽﾆｽﾄﾚｰﾄﾍｱｼﾞｪﾙﾐﾆ 9 月)

ヘアケアコスメのメイク効果
・ｻﾛﾝで仕上げたような｢上質なﾂﾔ｣｢なめらかな指通り｣の髪に
(ｺｰｾｰ ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ﾍｱｹｱ 9 品種 8 月)

その他
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・｢ｼﾙｸ肌｣(ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ 9 月)

メイクアップコスメの機能
・唇にうるおいを与え、縦ｼﾞﾜやぼやけを防ぐ
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｱﾝﾌｨﾈｽ ﾘｯﾌﾟﾌﾟﾗﾝﾊﾞｰ 8 月)
・ﾈｯｸﾗｲﾝからﾃﾞｺﾙﾃ、ﾊﾞｽﾄまでの部分をﾀｰｹﾞｯﾄに美しい胸元をつくる
(ﾍﾞｷｭｱ ﾃﾞｺﾙﾃﾘﾌｧｲﾅｰ 365 日)
・顔、首、胸元をｴﾅｼﾞｰｼｸﾞﾅﾙ AMP 配合の薬用美容液を含ませたｼｰﾄで
集中ｹｱ(大塚製薬 ｲﾝﾅｰｼｸﾞﾅﾙ ﾘｼﾞｭﾌﾞﾈｲﾄｸﾘｱ ｱｯﾌﾟﾏｽｸ 9 月)
・顔全体を洗うための国産天然ｼﾙｸ 100%の洗顔用ﾋｰﾘﾝｸﾞﾊﾟﾌ
(B&C ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ 角栓からめとり洗顔ﾊﾟﾌ 12 月)
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コスメによる効果
・目元にﾒﾘﾊﾘをつけることでいきいきとした躍動感を高めるﾌｪｲｽｶﾗｰ
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｱﾝﾌｨﾈｽ ﾌｪｲｽｽﾀｲﾙ ﾊﾟﾌｫｰﾏｰ 8 月)
・肌の状態に合わせて使いわけるﾌｪｰｽｶﾗｰをｾｯﾄし、思いのままの多彩
な仕上がりがｺﾝﾄﾛｰﾙできる
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾓｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾌｪｰｽｶﾗｰ 9 月)
・ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾁｰｸと 3 色のﾌｪｰｽｶﾗｰで簡単に小顔に
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾋﾞｭｰﾃｨｼｬｰﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾅｰ 12 月)

２０１１/春夏

①

スキンケア(洗う・落とす)
成分・剤型
コト
スレ
メン
ド
実
状

機能・効果

・2 種類の球体ﾐｸﾛﾋﾞｰｽﾞとｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂやﾗｽﾞﾍﾞﾘｰなどの植物ｴｷｽを豊富に配合
(ｸﾗﾗﾝｽ ｼﾞｪﾝﾄﾙ･ｴｸｽﾌｫﾘｴｰﾀｰ 2 月)
・3 種類の天然由来ｵｲﾙを組み合わせた｢新 HPO ｼｽﾃﾑ N｣の採用(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾌﾚｯｼｭｼﾞｪﾝﾄﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ 4 月)
・植物由来のﾎﾞﾀﾆｶﾙｵｲﾙ(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾄｯﾌﾟｼｰｸﾚｯﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙ)
・紅茶ｷﾉｺｴｷｽ(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾄｯﾌﾟｼｰｸﾚｯﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｳｫｰﾀｰ)
・ｱﾐﾉ酸を逃さない｢ﾅﾁｭﾗﾙｱﾐﾉ｣配合。植物成分 100%
(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾅｲｰﾌﾞﾒｲｸ落とし 薬用ﾎﾜｲﾄ洗顔ﾌｫｰﾑ 2 月)
・茶葉ｴｷｽ配合、絹茶ﾎﾟﾘﾌｪﾉｰﾙ、茶ｶﾃｷﾝで抗炎症、抗酸化作用(ｻﾝﾀﾏﾙｼｪ 4 月)

・従来品の 1.5 倍ﾒｯｼｭ採用で、泡が細かく形も揃った弾力性のある泡を実現し、繊細肌の透明感を高める
(ｲﾌﾟｻ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｾﾝｼﾃｨﾌﾞ ｸﾘｰﾐｨﾑｰｽ)
・ﾒﾗﾆﾝを含む古い角質や毛穴の汚れをきれいに取り去り、肌をなめらかに明るく整える
(ｸﾗﾗﾝｽ ｼﾞｪﾝﾄﾙ･ｴｸｽﾌｫﾘｴｰﾀｰ 2 月)
・高い洗浄力と毛穴を引きしめ、ﾃｶﾘを抑え肌のｷﾒを整える(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾌﾚｯｼｭｼﾞｪﾝﾄﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ 4 月)
・高いﾒｲｸｵﾌ効果とﾊﾞﾘｱ機能を強化(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾄｯﾌﾟｼｰｸﾚｯﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙ)
・ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟでﾒｲｸ落とし、洗顔、化粧水のｽﾘｰｲﾝﾜﾝ効果。肌に活力を与え明るさを引きだす
(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾄｯﾌﾟｼｰｸﾚｯﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｳｫｰﾀｰ)
・ﾃﾞﾘｹｰﾄな目元を傷みがちなまつ毛を保護しながらﾒｲｸを落とす(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾄｯﾌﾟｼｰｸﾚｯﾄｱｲﾒｲｸｱｯﾌﾟﾘﾑｰﾊﾞｰ)

スキンケア(整える・与える)

コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

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

・ﾒﾗﾆﾝを含む古い角質のﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰを促し、視覚効果でｼﾐを瞬時にｶﾊﾞｰ
するﾍﾟﾝﾀｲﾌﾟ美容液(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ｲﾝｽﾀﾝﾄｽﾎﾟｯﾂﾌﾞﾗｲﾄﾅｰ)
・美白とｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱを兼ね備えた薬用美白美容液
(ちふれ 綾花 ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｴｯｾﾝｽ)
・美白技術にｴｲｼﾞﾝｸﾞ化学を融合
(ﾗﾝｺﾑ ﾌﾞﾗﾝｴｸｽﾍﾟｰﾙ GN ｱｰｼﾞｭﾌｧｲﾄｾﾗﾑ 9 月)
・肌のざらつきの原因であるﾒﾗﾆﾝを含む角質を除去し、滑らかな透明
感のある肌へ(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾎﾜｲﾄｴﾌｨｼｪﾝﾄﾛｰｼｮﾝ)
・肌のﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞとﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰを促進し、ｷﾒの整った滑らかな透明感を
もたらす(ﾗﾝｺﾑ ﾒﾗﾉﾗｲｻﾞｰｾﾗﾑ 2 月)
・A 波までしっかり防ぎ､さらに落とした後までやわらかな肌感触に整
える(資生堂 ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ UV-AA ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌﾞﾛｯｸｴｯｾﾝｽ n 日焼け止め美容液)
・さまざまな要因で損なわれるﾊﾞﾘｱ機能を強化
(ﾏﾘｰｸｱﾝﾄ ﾌﾟﾚｽｸﾗｲﾌﾞﾄﾞｽｷﾝｹｱ 6 月)
・ｱｼﾞｱ女性の肌に向けて開発した BB ｼｪｰﾄﾞが毛穴の凹凸をｶﾊﾞｰ。
海藻の一種である紅藻が活性酸素による肌ｽﾄﾚｽをｶﾊﾞｰ
(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾄｯﾌﾟｼｰｸﾚｯﾄ UV ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ 50BB(乳液))
・高い紫外線ｶｯﾄ力と美容液、乳液、化粧下地の機能を合わせもつ
(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ﾘﾊﾞｲﾀﾘﾌﾄ UV ﾌﾞﾛｯｸ BB 2 月)
・肌にﾊﾘ感を与え、透明感をﾌﾟﾗｽし、明るい肌へ導く
(ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰｽｷﾝｷｬﾋﾞｱｺﾚｸｼｮﾝ ﾎﾜｲﾄｷｬﾋﾞｱ･ｸﾘｰﾑｾﾗﾑｱｲｾﾗﾑ 2 月)
・さまざまな肌色のﾄﾗﾌﾞﾙにｱﾌﾟﾛｰﾁ
(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ ｲﾃﾞｱﾘｽﾄｲｰﾌﾞﾝｽｷﾝﾄｰﾝ ｲﾙﾐﾈｰﾀｰ 8 月)
・
“出芽酵母ｴｷｽ”がﾒﾗﾆﾝ食作用能力を促進し、できてしまったｼﾐも
目立たなくする(ﾗﾝｺﾑ ﾒﾗﾉﾗｲｻﾞｰｾﾗﾑ 2 月)
・｢ゆるみ｣のない立体的な肌へ(ｵﾘｼﾞﾝｽﾞ ﾌﾟﾗﾝﾄｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝｾﾗﾑ 5 月)

・成長ﾎﾙﾓﾝの分泌やﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰが活発になる睡眠中の肌をﾎﾞﾀﾆｶﾙｵｲﾙとｴｯ
ｾﾝｼｬﾙｵｲﾙの植物ｵｲﾙの力でｻﾎﾟｰﾄする(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)
・ｱｸﾃｨﾌﾞﾍﾞｰｽ成分(褐藻ｴｷｽ)とﾂﾎﾞｸｻｴｷｽにより肌代謝を整え、自肌力を
呼び覚ます(ｵﾊﾞｼﾞ ｱｸﾃｨﾌﾞﾍﾞｰｽ 2 月)
・細胞が活動する上で重要な役割を持つﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱに着目し、細胞の
ｴﾈﾙｷﾞｰ活性化を促進し、過剰なﾒﾗﾆﾝ生成制御、ﾒﾗﾆﾝをﾌﾞﾛｯｸする作用
を組み合わせた新ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾎﾜｲﾄｴﾌｨｼｪﾝﾄ 2 月)
・｢潤う細胞｣を育てる(ｱｸｾｰﾇ ｾﾙﾓｲｽﾁｬｰｳｫｰﾀｰ 1 月)
・肌の知覚過敏が毛穴部分から始まることに初めて着目し開発。
ﾋﾞﾜ葉ｴｷｽ、ﾖﾓｷﾞｴｷｽが毛穴のﾊﾞﾘｱ機能低下を防ぎ、知覚過敏の起こり
にくい肌に(ｲﾌﾟｻ ME ｾﾝｼﾃｨﾌﾞ 3 月)
・面美白×深美白で立体ｹｱする(富士ﾌｨﾙﾑ ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｼﾘｰｽﾞ)
・肌表皮のｹﾗﾁﾉｻｲﾄにはﾒﾗﾆﾝを“食べる”食作用能力がある
(ﾗﾝｺﾑ ﾒﾗﾉﾗｲｻﾞｰｾﾗﾑ 2 月)
・ﾒﾗﾆﾝが肌の表面に運ばれないようにするｼｰﾘﾘｰと、ﾒﾗﾆﾝの生成を抑制
するﾃﾞｲｼﾞｰの花の効果に独自の美白成分複合体ﾛｯｸｱﾗｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑを配合
(ｸﾗﾗﾝｽ ﾘﾍﾟｱﾘﾝｸﾞﾅｲﾄｸﾘｰﾑ 2 月)
・加齢や環境などの要因によって乱れた肌の電位ﾊﾞﾗﾝｽをｻﾎﾟｰﾄする
(ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰ ｱｲｸﾘｰﾑ P.T ﾚｱ 4 月)
・古くなったｺﾗｰｹﾞﾝを捨て、新しいｺﾗｰｹﾞﾝを生み出すｺﾗｰｹﾞﾝのﾋﾞｭｰﾃｨｰ
ﾛｰﾃｰｼｮﾝ(ﾌｧﾝｹﾙ ﾋﾞｭｰﾃｨｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ 1 月)
・｢張力ｺﾗｰｹﾞﾝ｣構造で頬を V 字方向に引き上げる(ﾎﾟｰﾗ B.ARED 8 月)
・肌の深部から衛気を高め、肌悩みをくり返しにくい肌へ導く
(ｱﾕｰﾗ f ｻｲﾝﾃﾞｨﾌｪﾝｽ 2 月)

・ﾒｷﾞｿﾞﾘﾙ SXⓇ･XL は､紫外線を浴びても熱ｴﾈﾙｷﾞｰを放出し､UV ｶｯﾄ機能
が長時間持続し､肌に刺激とならない
(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ﾘﾊﾞｲﾀﾘﾌﾄ UV ﾌﾞﾛｯｸ BB 2 月)
・ﾀﾏﾘﾝﾄﾞｴｷｽ配合により、ﾒﾗﾆﾝを含む不要な物質を浮き上がらせ、自然
な剥離を促す。花ｴｷｽが毛穴を引き締め、鎮静して整える
(ｸﾗﾗﾝｽ ｼﾞｪﾝﾄﾙﾋﾟｰﾘﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ 2 月)
・美白有効成分抗ﾒﾗﾉ機能体に加え､保湿成分､白蓮果ⓇHA やｵｳｺﾞﾝｴｷｽ
配合で､紫外線を浴び､ﾀﾞﾒｰｼﾞを蓄積した肌をうるおいで満たし健や
かに整える
(資生堂 ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ EX ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｽｺｰﾌﾟ 薬用美白美容液)
・薬用美白有効成分 TXC により肌深部から美白(ｼｬﾈﾙ ﾙﾌﾞﾗﾝｸﾘｰﾑ 2 月)
・ｺｳｼﾞ酸 EW 配合で、ﾒﾗﾆﾝ生成をｽﾄｯﾌﾟ
(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾎﾜｲﾄﾛｼﾞｽﾄ ｽﾎﾟｯﾂｺﾝｾﾝﾄﾚｲｼｮﾝ 7 月)
・美白複合成分ﾙｼﾉｰﾙ QL などの配合でﾒﾗﾆﾝ生成の連鎖を断ち切る、部分
用美白美容液(ﾎﾟｰﾗ ﾎﾜｲﾄｼｮｯﾄｶﾘｱｾﾗﾑ ｲﾝﾅｰﾛｯｸ 2 月)
・美白有効成分配合(資生堂 専科美容液からつくった化粧水)
・ﾊﾄﾑｷﾞｴｷｽの力を最大限に引き出す新品種。新製法により、よりﾊﾟﾜｰ
ｱｯﾌﾟしﾘﾆｭｰｱﾙ(ｱﾙﾋﾞｵﾝ 薬用ｽｷﾝｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 4 月)
・ｲﾘﾃﾞｯｾﾝﾄﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄが光を反射し、肌が輝きあふれる透明感で満たされ
る(ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰ ｽｷﾝｷｬﾋﾞｱいﾙﾐﾈ―ﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ 2 月)
・肌にあたる光を反射できる肌環境に整える新美白ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞ ｻｲﾊﾞｰﾎﾜｲﾄ 2 月)
・肌細胞の生成を促すｱﾙｹﾞﾎﾜｲﾄ配合､透輝肌へ
(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾎﾜｲﾄｴﾌｨｼｪﾝﾄ 3 月)
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スキンケア(整える・与える)

（つづき）

スキンケアの機能・効果
コ
ス
メ
ト
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ン
ド
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状

・しわ､くすみを改善し､ﾊﾘと弾力をもたらす(ﾌｧﾝｹﾙ ﾋﾞｭｰﾃｨｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ)
・乾燥や毛穴の目立ち、小じわ、ざらつきなど、瞬時に解消
(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾄｯﾌﾟｼｰｸﾚｯﾄ ﾛｰｼｮﾝﾌﾟﾗｲﾏｰ)
・毛穴の凹みをなめらかに整え、透明感のある肌へ導く
(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 肌美精 薬用ﾘﾌﾄ美白 3 月)
・天然保湿成分で肌のうるおいﾊﾞﾗﾝｽを 24 時間ｺﾝﾄﾛｰﾙ
(ｷｰﾙｽﾞ ｵｲﾙﾌﾘｰ 6 月)
・白檀の香りによる心を満たす｢癒し｣(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQNW)
・ﾘｰｽﾞﾅﾌﾞﾙな価格でｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽがよい
(資生堂 専科美容液からつくった化粧水)

皮膚科学コミュニケーション
・ﾃﾞﾄｯｸｽ効果により老廃物や汚れを取り除き皮膚の再生力を高める
(IQS ｲｸｽｼﾘｰｽﾞ 6 月)

・潤いとﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞや引きしめ効果をもたらす高機能ｱｲｸﾘｰﾑ
(ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰ ｱｲｸﾘｰﾑ P.T ﾚｱ 4 月)
・目元に成分+ｱﾌﾟﾘｹｰﾀｰで 360°のｹｱ(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾌﾟﾛﾃﾞｨｼﾞｰ P.C ｱｲ 4 月)
・肌の弾力を取り戻す目元ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ(ｵﾊﾞｼﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ ｴﾗｽﾁﾀﾞｰﾑ)
・目元のむくみとｸﾏのｹｱに特化(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾌﾟﾚﾃﾞｨｼﾞｰ P.C.ｱｲ 4 月)

成分特長・開発技術
・肌の上でみるみる水滴が溢れだす、ｱｻﾋ研究所が開発したｵｰﾙｲﾝﾜﾝｹﾞﾙ
(ｱｻﾋﾌｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾍﾙｽｹｱ 素肌しずく)
・濃密 W ﾘﾍﾟｱｴｷｽ配合による浸透性ｺﾝﾄﾛｰﾙ技術
(花王ｿﾌｨｰﾅﾎﾞｰﾃ 濃密ﾘﾝｸﾙ美容液 2 月)
・ｶﾀﾂﾑﾘ分泌液ｴｷｽ配合
(ｽﾈｲﾙ ｴｰｼｰﾄﾗﾌﾞﾙﾏｽｸ 6 月)(ﾐｼｬｼﾞｬﾊﾟﾝ ｱｸｱ&N 5 月)
・20 代のためのｼﾞｪﾙｾﾗﾐﾄﾞｹｱ成分配合(花王 ｿﾌｨｰﾅ ｼﾞｪﾝﾇ 3 月)
・口腔外科領域の研究から生まれた高濃度水素、ｲｵﾝ水(ﾊﾞｯｻ)
・ﾌﾟﾗﾁﾅｺﾛｲﾄﾞｳｫｰﾀｰ､ｿﾊﾞ種子ｴｷｽ､ｶﾌｪｲﾝ配合(ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰ ｱｲｸﾘｰﾑ P.T ﾚｱ 4 月)
・完成品の 95%以上が天然素材、植物原料の 95%がｵｰｶﾞﾆｯｸ(SINN 8 月)
・植物幹細胞｢ﾄﾋﾞﾖﾙ｣ｴｷｽを配合(ｳﾝﾌｧｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾄﾋﾞﾖﾙｺｽﾒﾃｨｯｸｽ 4 月)
・和漢ｴｷｽと西洋ｵｰｶﾞﾆｯｸｴｷｽの融合(ﾌﾚｽｶ 4 月)
・HTC ｺﾗｰｹﾞﾝ、くすみの原因のﾀﾝﾊﾟｸ質を排出するﾎｯﾌﾟｴｷｽ配合
(ﾌｧﾝｹﾙ ﾋﾞｭｰﾃｨｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ)

スキンケア(下地・補正)
下地の機能・効果
コト
スレ
メン
ド
実
状

②

・肌の凹凸を瞬時に整え、ﾐﾈﾗﾙが放つ上質なﾊﾟｰﾙの光がくすみのない
ｴｲｼﾞﾚｽな肌を実現(ﾍﾞｱｴｯｾﾝｼｬﾙ ﾌﾟﾗｲﾑﾀｲﾑﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ 2 月)
・肌にのせると透明な膜になり、ﾊﾟｰﾙが肌のｷﾒとあらを目立たなくし、
透明感をｱｯﾌﾟ(ﾍﾞｱｴｯｾﾝｼｬﾙ ﾌﾟﾗｲﾑﾀｲﾑﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ 2 月)
・毛穴を目立たなくさせ、肌のｷﾒを整えつるんとﾘﾍﾟｱし、純白肌に仕上
げる(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾎﾜｲﾄﾘﾍﾟｱｴｯｾﾝｽﾍﾞｰｽ UV 2 月)
・美白有効成分 m-ﾄﾗﾈｷｻﾝ酸で、ｽｷﾝｹｱしながら凹凸影をｶﾊﾞｰし、ｷﾒ
細かなﾊﾘ肌に(資生堂 ﾍﾞﾈﾌｨｰｸﾘﾆｭｰｼﾙｸｳﾞｪｰﾙ ﾎﾜｲﾄﾍﾞｰｽ 2 月)
・明るくきめ細かな肌に整え、ｼﾐ、ｿﾊﾞｶｽを防ぐ
(資生堂 ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ NT ﾎﾜｲﾄﾍﾞｰｽ 2 月)
・余分な皮脂を吸着し、ﾃｶﾘやくすみなどを防ぐ
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾙｰｾﾝﾄｸﾞﾛｳﾌｨﾆｯｼｭ UV ｶﾊﾞｰｸﾘｱﾌｨﾆｯｼｭ UV)
・自然にﾄｰﾝｱｯﾌﾟしたﾅﾁｭﾗﾙな肌に仕上げる
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾙｷｨﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾍﾞｰｽ UV)
・抗酸化酵素を豊富に含むｶﾀﾛｰﾌﾞﾒﾛﾝｴｷｽを配合し、高い抗酸化効果に
より、酸化ｽﾄﾚｽから肌を守る(ｸﾗﾗﾝｽ UV ﾌﾟﾗｽ HP ﾏﾙﾁﾃﾞｲｽｸﾘｰﾝ 3 月)
・多面的に老化にｱﾌﾟﾛｰﾁし、ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ力と UVA ｹｱ機能を兼ね備えた
BB 製品(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ﾘﾊﾞｲﾀﾘﾌﾄ UV ﾌﾞﾛｯｸ 2 月)
・ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ美容液、UV ｶｯﾄ、化粧下地、ﾗｲﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝのｵｰﾙ in ﾜﾝﾍﾞｰｽ
(ﾅﾁｭﾗﾙｸﾞﾗｯｾ ﾒｲｸｱｯﾌﾟｸﾘｰﾑ 6 月)
・ｸﾏを消して目元を明るく、瞬時にﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ(ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ｺﾈｸﾀｰ 3 月)

皮膚科学コミュニケーション
・年齢とともに衰えがちな線維芽細胞の生成をｻﾎﾟｰﾄし、その働きを
維持する(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ﾘﾊﾞｲﾀﾘﾌﾄ UV ﾌﾞﾛｯｸ 2 月)
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成分特長・開発技術
・純白ｴｯｾﾝｽ E(ﾕｷﾉｼﾀｴｷｽ、ﾙﾑﾌﾟﾔﾝｴｷｽ)と全方向発向ﾊﾟｳﾀﾞｰ配合
(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾎﾜｲﾄﾘﾍﾟｱｴｯｾﾝｽﾍﾞｰｽ UV 2 月)
・水溶性ｺﾗｰｹﾞﾝ配合
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾙｰｾﾝﾄｸﾞﾛｳﾌｨﾆｯｼｭ UV ｶﾊﾞｰｸﾘｱﾌｨﾆｯｼｭ UV)
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾙｷｨﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾍﾞｰｽ UV)
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③

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
コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

・ﾎﾞﾍﾐｱﾝｼｯｸ(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾚｸｼｮﾝ 1 月)
・さらさら、つややか。ずっとｼﾙｸ肌
(ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾙｷｨﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｸﾄ UV ｼﾞｪﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ UV)
・一瞬にして若わかしく。この肌があなたを変える
(ﾃﾞｨｼﾗ ﾃﾞｭｸｽﾍﾟﾘｱｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ)
・隙のない｢白｣の洗練というｽﾀｲﾙ(ｼｬﾈﾙ ﾙﾌﾞﾗﾝｺﾝﾊﾟｸﾄ ﾌﾘｭｲﾄﾞ)
・ひと塗りで､煌めきをまとった上質な肌へ(ｶﾈﾎﾞｳ ﾗﾌｧｲｴｻﾏｰﾊﾟｸﾄ 2 月)
・ﾋﾟｭｱなうるおい素肌でいるより、肌にいい
(資生堂 ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄ ﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 2 月)
・ﾌｧﾝﾃﾞしながらｽｷﾝｹｱ(ﾅﾁｭﾗﾋﾟｭﾘﾌｧｲ 24h ﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ 8 月)
・24h 落とさなくても OK!
(ﾅﾁｭﾗﾋﾟｭﾘﾌｧｲ研究所 24h ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 8 月)

スキンケア機能（美容効果）
・紫外線など、肌の老化の原因となる外的要因から肌を保護し、健や
かにする(ﾍﾞｱｴｯｾﾝｼｬﾙ ﾏｯﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 11 月)
・官能的でｿﾌﾄな質感のｼﾘｶﾊﾟｳﾀﾞｰ配合で、質感と発色を長時間維持
(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾊﾟﾚｯﾄｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ 1 月)
・ｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙなどの植物油配合で使い続けることにより、内面から生命
感あふれる肌に導く(ACRO THREE ﾘﾆｭｰｲﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 3 月)
・肌にうるおいを与え、つけるほどに素肌をｹｱする純白ｴｯｾﾝｽ配合
(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｳﾀﾞﾘｰ UV)
・ｽｷﾝｹｱﾊﾟｳﾀﾞｰにより、うるおいのあるいきいきした肌を保つ
(資生堂 ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ NT ﾅﾁｭﾗﾙﾛｰｽﾞﾊﾟｸﾄ 2 月)
・整肌成分のｱﾃﾞﾉｼﾝ配合で、小じわ、毛穴、色むらなどのｴｲｼﾞﾝｸﾞｻｲﾝ
を目立たなくする(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ﾘﾊﾞｲﾀﾘﾌﾄﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 3 月)
・水溶性ｺﾗｰｹﾞﾝ配合でｷﾒ、毛穴をつるんとｶﾊﾞｰする
(ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾙｷｨﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｸﾄ UV ｼﾞｪﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ UV)
・ﾑｰｽで UV 防御、肌のｷﾒを整えうるおい感向上
(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ﾋﾟｭｱﾐﾈﾗﾙ BB ﾑｰｽ 3 月)
・より強固な UV 対策に適した BB ｸﾘｰﾑ
(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ﾋﾟｭｱﾐﾈﾗﾙ BB ｸﾘｰﾑ UV 4 月)
・美肌複製ﾌﾞｰｽﾄﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄの｢ﾌﾞﾙｰｸﾘｱｴﾝﾊﾝｻｰ｣配合で、肌の黄ぐすみ
を抑え、肌の内側の潤いを保つ
(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ｶﾗｰｸﾛﾝ×3 ｺﾝﾊﾟｸﾄ 3 月)

メイクアップ効果（肌のニュアンス）
・肌を厚く覆わない軽やかな付け心地で、毛穴が目立ちにくいなめら
かな肌に仕上げる(ﾍﾞｱｴｯｾﾝｼｬﾙ ﾏｯﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 11 月)
・光拡散効果で、ｼﾐ、ｿﾊﾞｶｽやくすみ、毛穴をｶﾊﾞｰし、ﾌｯ素ｺｰﾄ粉末が
汗や皮脂をはじき、皮脂ﾎｰﾙﾄﾞﾊﾟｳﾀﾞｰが皮脂をｷｬｯﾁして、化粧くずれ
を防ぐ(資生堂 ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ NT ﾅﾁｭﾗﾙﾛｰｽﾞﾊﾟｸﾄ 2 月)
・｢全方向発光ﾊﾟｳﾀﾞｰ｣により、ｷﾒや毛穴などの素肌にある影を目立た
なくさせ、透明感のある肌を作りだす
(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｳﾀﾞﾘｰ UV 2 月)
・｢濡れ感｣を実現し、ｼﾜや毛穴をｶﾊﾞｰしながら水で磨いた素肌のよう
な自然な皮膚感を再現(ｼﾞﾊﾞﾝｼｨ ﾌｫﾄ･ﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝ･ﾗｲﾄ 2 月)
・毛穴をｶﾊﾞｰし、肌表面を均一に整え、凹凸を目立たなくし美しさを
12 時間持続する(ﾗﾝｺﾑ ﾏｷﾌﾞﾗﾝﾐﾗｸ ｺﾝﾊﾟｸﾄ･ﾘｷｯﾄﾞ)
・毛穴を目立たなくし、素肌感や軽やかさを実現
(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ﾋﾟｭｱﾐﾈﾗﾙ BB ﾑｰｽ 3 月)
・肌色悩みをｶﾊﾞｰして、むらなく快眠未肌、部分用ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ
(ｱﾕｰﾗ ｳｪﾙﾊﾞﾗﾝｽｾﾞﾛ ｸﾘｱｶﾗｰｽﾞ 2 月)
・軽やかにﾌｨｯﾄし、ｼﾙｸのようなﾂﾔ肌を持続
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾙｷｨﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｸﾄ UV ｼﾞｪﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ UV)
・内と外から血色感が目覚める(ｱﾕｰﾗ ｾﾝｼｴﾝｽ ｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 8 月)
・健康的な美しさをﾘｱﾙに演出する｢ﾍﾙｼｰﾏｯﾄ｣な素肌美を実現
(ﾍﾞｱｴｯｾﾝｼｬﾙ ﾏｯﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ)
・ｽﾄﾚｯﾁﾈｯﾄがﾋﾟﾝ!と張ってﾊﾘを演出
(ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ﾋﾞｼﾞｮﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ ﾘｯﾁｸﾘｰﾑﾊﾟｸﾄ 4 月)

メイク全体
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

スキンケア機能（美容効果）

・ﾎﾞﾍﾐｱﾝｼｯｸ(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｺﾚｸｼｮﾝ 1 月)
・｢POETIC VERSATILITY｣(ACRO THREE 春夏ｺﾚｸｼｮﾝ 1 月)
・｢顔の中にある色、質感｣「ﾋｭｰﾏﾅｲｼﾞﾝｸﾞﾒｲｸｱｯﾌﾟ」
(ｲﾌﾟｻ ﾎﾟｲﾝﾄﾒｲｸ 2 月)
・ｶﾗｰｱﾄﾘｴ(ｼｭｳｳｴﾑﾗ 6 月)
(ｱｲｼｬﾄﾞｩ 55 色とﾁｰｸ 30 色から好きな色を選びｶｾｯﾄ式でｾｯﾄする)
・｢MAKE DRAMATIC｣女は、ひと塗りで変わる
(ｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ﾜﾝｽﾄﾛｰｸﾋﾞｭｰﾃｨｰ 3 月)
・ほのあざﾔｶ(ｲﾌﾟｻ)
・100%自然素材のﾄﾞﾙﾁｪな輝き(ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ)
・色と光のﾍｳﾞﾝ(ｴﾚｶﾞﾝｽ ｺｽﾒﾃｨｸｽ 5 月)
・水景浄化(ｶﾈﾎﾞｳ ﾙﾅｿﾙ)

メイクアップ効果（肌のニュアンス）
・肌色を冴えさせ、顔立ちを際立たせ表情までもきれいにするﾒｲｸ
(ｲﾌﾟｻ ﾎﾟｲﾝﾄﾒｲｸ 2 月)
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④

メイク（アイ）
コミュニケーションワード
コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

・｢もっとﾒｲｸを楽しもう｣(ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ)
・この心地よさと出かけよう(ﾌｧﾝｹﾙ ﾓｲｽﾁｭｱﾙｰｼﾞｭ 2 月)
・｢360°ｱｲ、してる?｣(ｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ﾌﾟﾚｼｬｽﾃﾞｭｱﾙｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝｱｲｽﾞ)
・｢今日はどちらの顔?、ｼｰﾝ別に輝きﾁｪﾝｼﾞ｣
(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｱｲｽﾞｸﾘｴｰﾀｰ 1 月)
・春の息吹に舞う蝶のようにﾅﾁｭﾗﾙ×ｸﾞﾗﾏﾗｽ(ﾗﾝｺﾑ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾌｨｰﾊﾞｰ 1 月)
・Gorden Party 聞こえる? さえずる色! (ﾏﾘｰｸｱﾝﾄ ｱｲｵｰﾌﾟﾅｰ 1 月)
・夢見るように甘く透き通る、ｼｭｶﾞｰﾏｼﾞｯｸ
(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾏｼﾞｰﾃﾞｺ ｼｬﾄﾞｳ ﾌﾞﾘﾘｱﾝｽⅡ)

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

＜ｱｲｼｬﾄﾞｰ＞
・高い光の反射とｶﾗｰﾄﾗﾍﾞﾘﾝｸﾞ(色の動き)の 2 つの効果を実現
(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ｼｬｲﾝﾐｽﾃｨｰｸｱｲｶﾗｰ)
・ｼﾞｪﾙﾊﾟｳﾀﾞｰ処方により、皮脂と混ざらず定着し、くすみやもちの
悪さを払拭(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｱｲｽﾞｸﾘｴｰﾀｰ 1 月)
・汗、水にも強く、自然な仕上がりを長時間持続
(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ｱｲｽﾃｭﾃﾞﾝｵﾗｽﾃｨﾝｸﾞｼｬｲﾝｼﾞｪﾙｼｬﾄﾞｩ)
・乾くとﾊﾟｳﾀﾞｰ状に変化しｱﾚﾝｼﾞしやすい
(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ｱｲｽﾃｭﾃﾞﾝｵﾗｽﾃｨﾝｸﾞｼｬｲﾝｼﾞｪﾙｼｬﾄﾞｩ)
・色鮮やかな輝きと長時間の発色とまぶたへの密着性を高める
ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ効果(ｼﾞｮﾙｼﾞｵｱﾙﾏｰﾆ ｱｲｽﾞﾄｩｷﾙｱｲｼｬﾄﾞｳ 3 月)
・ｳｪｯﾄでもﾄﾞﾗｲでも使用可能(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾋﾟｭｱｸﾛﾏﾃｯｸｽ)
・ﾄﾞﾗｲ/ｳｪｯﾄの 2WAY 使用のﾍﾞｲｸﾄﾞ処方（ﾛｰﾗﾒﾙｼｪ ﾍﾞｲｸﾄﾞｱｲｶﾗｰ 8 月）
・高純度ｸﾘｽﾀﾗｲｽﾞﾊﾟｰﾙ配合(ｶﾈﾎﾞｳ KATE ｸﾘｽﾀﾗｲｽﾞｸｵｰﾂ)
・｢見たまま塗るだけ｣のﾊﾟｳﾀﾞｰ配置
(花王ｿﾌｨｰﾅ AUBE ﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞ ｲﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｱｲｽﾞ 6 月)
＜ﾏｽｶﾗ＞
・汗や水にも強く、ｶｰﾙﾀｲﾌﾟのﾌﾞﾗｼ毛が、まつ毛の間に入りこんで
きれいにｾﾊﾟﾚｰﾄする(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ 3D ｸﾞﾗﾏﾗｽﾏｽｶﾗ)
・漆黒ﾂﾔｺｰﾄでまつ毛を均一にｺｰﾃｨﾝｸﾞし、美しい仕上がりをｷｰﾌﾟ
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ 3D ｸﾞﾗﾏﾗｽﾏｽｶﾗ)
・ﾋｱﾙﾛﾝ酸とﾘﾝｺﾞ果実培養細胞ｴｷｽを配合でまつげをより強く
(ﾗﾝｺﾑ ｳﾞｨﾙﾄｭｰｽﾞ 1 月)
・ｷｭｰﾃｨｸﾙを補修、保湿(資生堂 ｲﾝﾃｸﾞﾚｰﾄ ﾗｯｼｪｴｽﾃﾛﾝｶﾞｰﾙ 6 月)
＜ｱｲﾗｲﾅｰ＞
・にじみにくく、落とす時まで鮮明な漆黒ﾗｲﾝが接続するｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ
ﾀｲﾌﾟｱｲﾗｲﾅｰ(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾌｧｲﾝﾗｲﾅｰ WP 1 月)

＜ｱｲｼｬﾄﾞｰ＞
・鮮やかなﾌﾞﾙｰに深みのあるﾊﾟｰﾌﾟﾙを重ねていくことで、蝶の羽の
ような美しい輝きを実現
(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾓﾙﾌｫﾘｱﾑ ﾌﾞﾙｰﾊﾟﾚｯﾄ 1 月)
・顔の中央に光を集め、黒目をくっきり際立たせる
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｱｲｽﾞｱﾋﾟｰﾙｼｬﾄﾞｳ)
・ﾐﾗｰﾊﾟｰﾙ配合により、面状で輝き、目元になじみながら立体光を放つ
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｸﾞﾛｯｼｰｼｬｲﾝ)
・つややかで、透明感のある輝きが持続し自然な立体感を演出
(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｱｲｽﾞｸﾘｴｰﾀｰ 1 月)
・ﾊｲﾗｲﾄｶﾗｰ、ﾐﾃﾞｨｱﾑｶﾗｰ、ｱｸｾﾝﾄﾗｲﾝｶﾗｰを混ぜて使うことで、絶妙な
奥行きと色味を実現
(ｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾅﾙｱｲｽﾞ 3 月)

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

・30 代前半までの女性用で、色、ﾂﾔ、うるおいを 1 本で持続する
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙｴｯｾﾝｽｽﾃｲﾙｰｼﾞｭ 12 月)
・ｱﾌﾟﾘｺｯﾄからﾇｰﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭの淡い色合いまで、それぞれの色の個性を
的確に表現すると供に、ﾋﾟﾝｸの官能的で繊細な一面を引き出す
(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾙｰｼﾞｭﾋﾟｭｰﾙｸﾁｭｰﾙ 1 月)
・分散性の高い顔料採用で明るく鮮やかな発色
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾌﾞﾗｲﾄｱｯﾌﾟﾙｰｼﾞｭ 12 月)
・密着ｶﾗｰﾈｯﾄ処方により、鮮やかな彩りが落ちない、つかない持続力
(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾙｰｼﾞｭｴﾅﾒﾙｸﾞﾗﾏｰ 1 月)

・30 代後半の女性用に、ｸﾘｱな発色で肌の色まで美しく見せる
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾌﾞﾗｲﾄｱｯﾌﾟﾙｰｼﾞｭ 12 月)
・輝度が高く厚みのあるﾂﾔ膜を形成し、しっとりつややかな唇に
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙｴｯｾﾝｽｽﾃｲﾙｰｼﾞｭ 12 月)
・集光ｸﾞﾛｽﾊﾟｰﾙ配合により、透明度の高いふっくらしたつやをつくり
持続(資生堂 ﾏｷﾔｰｼﾞｭﾙｰｼﾞｭｴﾅﾒﾙｸﾞﾗﾏｰ 1 月)
・ひと塗りでぷっくりつややかな口もとに仕上げるﾘｷｯﾄﾞ状口紅
(ｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ｱｸｱﾄﾞﾚｰﾌﾟﾙｰｼﾞｭ 3 月)

メイク（リップ）
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・｢ひとつでかなう、新定番ﾙｰｼﾞｭ｣(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ)
・｢魔法の 1 分、落ちない唇｣(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾙｰｼﾞｭｴﾅﾒﾙｸﾞﾗﾏｰ 1 月)
・ﾅﾁｭﾗﾙに輝く女性らしい唇(NARS ﾅﾁｭﾗﾙｸﾞﾛｰｾｯﾄ)
・機能性、ﾉﾝｹﾐｶﾙｽｷﾝｹｱ誕生(ﾅﾁｭﾗ ﾋﾟｭﾘﾌｧｲ 24h ｳｨｽﾞﾐｰﾊﾞｰﾑ)
・ﾏｼｭﾏﾛくちびる(ﾘﾝﾒﾙ ﾏｼｭﾏﾛﾘｯﾌﾟ)
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⑤

（つづき）
コミュニケーションワード

コト
スレ
メン
ド
実
状

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

・ｺﾗｰｹﾞﾝとｱﾐﾉﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ配合でｹｱ&ﾂﾔを与える唇に
(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ｳｫｰﾀｰｼｬｲﾆｰ CLG ｾﾗﾑ 2 月)
・ｷｬﾝﾃﾞﾘﾗﾜｯｸｽの効果で発色を増幅し、一日中ﾋﾟｭｱで鮮やかな発色を
保つ(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ｳﾞｫﾘｭﾌﾟﾃｷｬﾝﾃﾞｨｰ 5 月)
・光の反射と光沢をもたらし、つけた状態を保ち、より鮮やかな発色
を可能にした。さらに保湿成分も増加
(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾙｰｼﾞｭｱｼﾘﾐﾃｯﾄﾞｼｭﾌﾟﾘｰﾑｼｬｲﾝ 4 月)
・35%のﾘｯﾌﾟｹｱ成分により、乾燥から保護し、ふっくらしたなめらか
でｾｸｼｰな唇に見せる(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ｳﾞｫﾘｭﾌﾟﾃｷｬﾝﾃﾞｨｰ 5 月)

ヘアケア
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

ヘアケアコスメのケア機能
・ｸﾞﾛｽｹｱｵｲﾙ、ﾅﾁｭﾗﾙｱﾐﾉ配合でうるおいのある地肌へ導く
(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾅｲｰﾌﾞｼｬﾝﾌﾟｰ)
・若い男性のﾆｰｽﾞと不安に応えるﾍｱｶﾗｰ(ﾎｰﾕｰ ﾚｸｼｨ 2 月)

ヘアケアコスメのメイク効果
・軽く弾むようなｳｪｰﾌﾞｶｰﾙを復元し、湿気の多い日でも 1 日中ｷｰﾌﾟ
する(ｱｳﾞｪﾀﾞ ﾋﾞｰｶｰﾘｰｽﾀｲﾙﾌﾟﾚｯﾌﾟ 4 月)
・手ぐしでｱﾚﾝｼﾞするだけでｽﾀｲﾙがきまる
(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾌﾟﾛｽﾀｲﾙﾍｱﾃﾞｻﾞｲﾝﾐｽﾄ 2 月)
・寝ぐせを直し湿気ｺﾝﾄﾛｰﾙ成分により、雨の日も美しいｽﾀｲﾙをｷｰﾌﾟ
する(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾌﾟﾛｽﾀｲﾙ ﾓｰﾆﾝｸﾞﾘｾｯﾄｳｫｰﾀｰ)

その他
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰから作った UV ｼﾞｪﾙ
(資生堂 UV 専科ﾐﾈﾗﾙﾊﾟｰﾌｪｸﾄ UV ﾐﾈﾗﾙﾋﾟｭｱ UV
・見とれるほど凛とした美しい首もと
(ｱﾛﾏｺﾛｼﾞｰ ﾊﾞｲｵﾀﾞｲﾅﾐｯｸ ﾈｯｸｸﾘｰﾑ 2 月
・春の光に透ける、水彩色(ｸﾗﾗﾝｽ ﾌﾞﾗｯｼｭﾌﾟﾛﾃﾞｨｼﾞｭﾁｰｸｶﾗｰ)
・ﾊﾟﾌでﾎﾟﾝﾎﾟﾝ! 失敗なんてありえない(資生堂 ﾊﾟﾌ･ﾃﾞ･ﾁｰｸ 4 月)

メイクアップコスメの機能

コスメによる効果

・ﾃｸﾆｯｸなしで、自然な立体感を生み、ｼｬｰﾌﾟな小顔を演出するﾁｰｸ&
ﾌｪｰｽｶﾗｰ(ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾋﾞｭｰﾃｨｼｬｰﾌﾟﾃﾞｻﾞｲﾅｰ)
・ひと塗りで簡単に自然な血色を演出するｽﾃｨｯｸ状ｸﾘｰﾑﾁｰｸ
(ｺｰｾｰｴｽﾌﾟﾘｰｸ ﾒﾙﾃｨﾌｨｯｸｽﾁｰｸ 3 月)
・美容液にﾅﾁｭﾗﾙなｺﾝｼｰﾗ効果を加え、目元の黒ずみをｸﾘｱな肌色にしな
がら、潤いｹｱ(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ﾘﾊﾞｲﾀﾘﾌﾄ ｱｲﾛｰﾙｵﾝ美容液ﾍﾞｰｽ)
・軽いﾊﾟｳﾀﾞｰをしっかり肌にのせるため、やわらかくきめ細かいﾀｲﾌﾟ
の専用ｽﾎﾟﾝｼﾞ(資生堂 ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ふわもこｽﾎﾟﾝｼﾞ)
・80%以上がﾐﾈﾗﾙ成分(ｸﾗﾗﾝｽ ﾌﾞﾗｯｼｭﾌﾟﾛﾃﾞｨｼﾞｭﾁｰｸｶﾗｰ)
・紫外線ｶｯﾄに白肌のﾏﾙﾁﾌﾟﾛﾃｸﾄ成分を配合(ﾛｰﾄ製薬 ｵｾﾞﾛﾎﾜｲﾄ 6 月)

・感情まで彩るような発色で頬に明るさと立体感を宿す(ﾁｰｸ)
(ｲｳﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ｸﾘｰﾑﾌﾞﾗｯｼｭ 1 月)
・高い紫外線効果をもちながら、しっかりうるおって肌にやさしい
ｻﾝｽｸﾘｰﾝ(ｶﾈﾎﾞｳ ｱﾘｲｰｴｸｽﾄﾗ UV ｼﾞｪﾙ 3 月)
・肌の弾力を作りだすｴﾗｽﾁﾝ線維に働きかけﾎﾞﾃﾞｨﾗｲﾝのｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ機能
を高める(ｸﾗﾗﾝｽ ｴｸｽﾄﾗﾌｧｰﾐﾝｸﾞﾎﾞﾃﾞｨｸﾘｰﾑ N・ﾎﾞﾃﾞｨﾛｰｼｮﾝ 4 月)
・塗るだけですっきり引き締まったﾎﾞﾃﾞｨｽｷﾝへ
(ｼｽﾚｰ ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ ﾎﾞﾃﾞｨｸﾞﾛｰﾊﾞﾚﾝ)
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①

スキンケア(洗う・落とす)
成分・剤型
コト
スレ
メン
ド
実
状

機能・効果

・ｼﾞｪﾙからｵｲﾙに変わる(ｲﾌﾟｻ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙ EX)
・ｾｲﾖｳﾅｼ果汁ｴｷｽ配合(ｲｵﾅ ｴﾌｿｰﾌﾟ)
・ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙとﾋﾏﾜﾘ種子油配合(ﾅｲｰﾌﾞ お風呂で使えるｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ 8 月)
・ｵｰｶﾞﾆｯｸ植物を贅沢に配合し、洗顔後の乾燥を防ぐ(ﾆｰﾙｽﾞﾔｰﾄﾞ ﾌﾗﾝｷﾝｾﾝｽﾌｪｲｼｬﾙｳｫｯｼｭ)

・光を反射しやすい肌のｷﾒに磨き上げ、洗顔後の化粧液がなじみやすい肌に整える
(ｲﾌﾟｻ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾏﾘﾝｹｲｸ)
・落ちにくい毛穴の頑固な汚れもとる(ｲﾌﾟｻ ﾙﾐﾅｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾚｲ)
・細かな老化要因までしっかり洗い流す(ｲｵﾅ ｴﾌｿｰﾌﾟ)
・水でふきとるｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ(ﾏﾝﾀﾞﾑ うる落ち水ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ)
・乳化しにくく、汚れだけをｽﾋﾟｰﾃｨに洗い流す(ﾅｲｰﾌﾞ お風呂で使えるｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ 8 月)
・水で溶いてﾏｯｻｰｼﾞ後洗顔、ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝに混ぜてﾖﾚやﾃｶﾘがなくなる(ｴｽﾄﾛﾜ ﾎﾟｱﾌｧｰﾐﾝｸﾞｼﾞｪﾙ 11 月)

スキンケア(整える・与える)

コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

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

・美肌持久力の低下による頬のたるみとほうれい線にｱﾌﾟﾛｰﾁ。なめらか
さとはり感を生み出す(ｱﾕｰﾗ ｾﾝｼｴﾝｽﾚｯﾄﾞﾌｫｰｽｾﾗﾑ 8 月)
・頬のﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ感を高め、しなやかで引きしまったﾊﾘ感のある肌へ導く
(ﾎﾟｰﾗ B.A RED 8 月)
・肌自らの張力を呼び覚まし、頬からﾋﾟｰﾝと引きしまった上向き感に
(ﾎﾟｰﾗ B.A RED)
・20～30 代女性を悩ます毛穴に、角層をうるおいで満たし、目立たな
い引きしまった肌へ(ﾚｽﾄｼﾞｪﾉｰﾙ ﾌﾟﾚﾙﾃﾞ 9 月)
・30 代女性をﾒｲﾝﾀｰｹﾞｯﾄに帯状毛穴の前段階を改善するために角層に
働きかける(BCC ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾚｽﾄｼﾞｪﾉｰﾙ ﾌﾟﾚﾙﾃﾞ 9 月)
・活性酸素や外的ｽﾄﾚｽによりくすみがちになった肌のﾄｰﾝと透明感を
高め、明るさやﾂﾔを出す(ｳﾄﾜ ﾛｰﾗﾒﾙｼｪ FS ｸﾘｱｰｸﾘｰﾑ 9 月)
・肌をうるおいで満たしてﾊﾞﾘｱ機能を高め、ｺｸとみずみずしい浸透感
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｲｸﾞﾆｸﾓｲｽﾄﾈｲﾁｬｰﾐﾙｸ)
・肌のﾊﾞﾘｱ機能回復のｽﾋﾟｰﾄﾞと質を改善
(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾌﾟﾛﾃﾞｨｼﾞｰ P.C. ﾅｲﾄｼｮｯﾄ)
・敏感肌用ﾗｲﾝを 20 代～のﾓｲｽﾄｹｱﾗｲﾝ(ﾍﾞﾀつきを抑えた)。30 代後半～
のｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱﾗｲﾝに(ｶﾈﾎﾞｳ ﾌﾘｰﾌﾟﾗｽ 1 月)
・年齢肌とﾌﾟﾂﾌﾟﾂに同時にﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄでｱﾌﾟﾛｰﾁする
(ﾗﾌﾗ 深透ﾋﾞﾀﾐﾝ C 美容液)
・周期的に生まれ変わる肌をｲｷｲｷと健康的に整える
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｻｰｼﾞｭ ｾﾗﾑﾊﾞｰｽ)
・一晩中透明ﾏｽｸをつけているかのようなうるおいﾍﾞｰﾙ
(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾃﾞｲﾌﾟｼｰ ﾊｲﾄﾞﾗﾋﾞﾘﾃｨﾅｲﾄｸｴﾝﾁ 9 月)
・ｷﾒが整い、ｼﾜが消え、毛穴が引きしめられ、若々しい肌に導く
(ﾗﾝｺﾑ ｳﾞｨｼﾞｮﾈｱｾﾗﾑ 8 月)

・環境ﾀﾞﾒｰｼﾞが気になる時季に限定販売(ﾒﾅｰﾄﾞ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 30)
・年齢を重ねることに頬に現れる肌変化の原因が、頬を V 字方向に
引き上げる張力、ｺﾗｰｹﾞﾝ構造のくずれにある
(ﾎﾟｰﾗ B.A RED 8 月)
・年齢を重ねた肌では、ｺﾗｰｹﾞﾝが変形しやすくなり、真皮中のｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ
量も減少し真皮は硬く弾力の乏しい組織に変化(ｲｵﾅ ｴﾌ)
・PM11 時～AM4 時に肌細胞が目覚める
(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾌﾟﾛﾃﾞｨｼﾞｰ P.C. ﾅｲﾄｼｮｯﾄ)
・肌の再生はｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾀｲﾑにﾋﾟｰｸに達する
(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ﾘﾊﾞｲﾀﾘﾌﾄﾅｲﾄｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄｴｯｾﾝｽ)
・体内から運ばれてくる水分を固定するｺﾗｰｹﾞﾝﾏﾄﾘｯｸｽに着目
(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾊｲﾄﾞﾗｺﾗｹﾞﾆｽﾄ 9 月)
・宮中美容を化学的に検証した保湿化粧水
(ﾛｯﾃｽﾀｲﾙ ﾌｰｺﾞﾝｼﾞﾝﾊﾝｲﾝﾔﾝﾊﾞﾗﾝｻｰ)

・100%ｵｰｶﾞﾆｯｸ麻の実から抽出したﾍﾝﾌﾟｵｲﾙとｱﾛﾏの配合
(ｼｬﾝﾌﾞﾙ ﾅﾁｭﾗﾙﾛｰｼｮﾝ 10 月)
・赤い実や花をつける 6 種の和漢植物ｴｷｽを配合
(ｱﾕｰﾗ ｾﾝｼｴﾝｽﾚｯﾄﾞﾌｫｰｽｾﾗﾑ 8 月)
・天人花ｴｷｽ、ｶﾙﾆﾁﾝ、金銀花ｴｷｽの配合により端正な肌を実現
(ｶﾈﾎﾞｳ ｲﾝﾌﾟﾚｽ)
・赤い植物由来成分(ｻﾞｸﾛ、ﾄﾏﾄ etc.)配合
(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾘｼﾞｭｳﾞｨｰﾅｽ ｺﾝｾﾝﾄﾚｲﾄ 9 月)
・白神研究所で栽培してきたﾖﾓｷﾞから抽出したﾖﾓｷﾞ薬水配合
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｲｸﾞﾆｽﾓｲｽﾄﾈｲﾁｬｰﾐﾙｸ)
・冬の間に根に蓄えた水分で、初夏になると 2m の高さにまで伸びる
驚くべき吸水力、貯水力、成長力をもった植物“ｱﾝｼﾞｪﾘｶ”のｴｷｽ
配合でうるおう(ﾛｸｼﾀﾝ ｴﾝｼﾞｪﾙｸﾞﾗｽ ｽｷﾝｹｱﾗｲﾝ)
・過酷な環境の中でも生育する植物｢赤米ｴｷｽ｣等配合で、健康な肌に
(ｺｰｾｰ ｱｳｴｲｸ ﾊｰﾊﾞﾙ)
・ﾖｰﾛｯﾊﾟﾌﾞﾅ芽ｴｷｽ、加水分解ｲﾈ葉ｴｷｽ配合(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｻｰｼﾞｭ ｾﾗﾑﾊﾞｰｽ)
・優れた自己再生能力を備えた、太古の植物ｵｾｱﾆｯｸｸﾘｽﾀの生命力と
自己修復力の源である始原細胞に着目し採用
(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾌﾟﾛﾃﾞｲｼﾞｰ P.C 9 月)
・ｲﾓｰﾃﾙ、ｾﾙｴｷｽ、ｾｲﾖｳﾉｺｷﾞﾘｿｳｴｷｽ配合で、夜の肌再生(ﾛｸｼﾀﾝ ｲﾓｰﾃﾙ)
・｢ﾊｲﾄﾞﾗ TRAP ｼｽﾃﾑ｣が取り込んだうるおいを逃さないように､肌のﾊﾞﾘｱ
機能を高めていく(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾊｲﾄﾞﾗ CN ｾﾗﾑ美容液/ﾊｲﾄﾞﾗ CN ｸﾘｰﾑ)
・ﾀﾞｰﾏﾘﾌﾄｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽとﾌﾟﾛﾝﾁﾄﾙ A が衰えの目立つ 8 つのｴｲｼﾞﾝｸﾞｿﾞｰﾝに
働きかける(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ﾘﾊﾞｲﾀﾘﾌﾄﾅｲﾄｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄｴｯｾﾝｽ)
・持続型ｾﾗﾐﾄﾞｹｱ(ｿﾌｨｰﾅﾎﾞｰﾃ 濃密美容乳液)
・ﾏﾘﾝｴｯｾﾝｽｵｲﾙ配合で肌を柔軟にする(SK-Ⅱ ﾘﾝｸﾙｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 10 月)
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スキンケア(整える・与える)

（つづき）

スキンケアの機能・効果
コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

②

皮膚科学コミュニケーション

・保湿ﾛｰｼｮﾝとﾄｰﾆﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝの 2 つの機能を合わせもち、角質に水分、
保湿成分を補う(ACRO THREE ｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄﾛｰｼｮﾝ 9 月)
・高保湿、ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ(ｿﾌｨｰﾅﾎﾞｰﾃ 濃密美容乳液)

成分特長・開発技術
・｢角質の乱れ｣｢ｺﾗｰｹﾞﾝの減少｣に着目し、ﾛｰﾔﾙｾﾞﾘｰ酸、ｵｵﾑｷﾞ発酵ｴｷｽ､
W ｺﾗｰｹﾞﾝを配合(BCC ｶﾝﾊﾟﾆｰ ﾚｽﾄｼﾞｪﾉｰﾙ ﾌﾟﾚﾙﾃﾞ 9 月)
・ﾅﾉﾋｱﾙﾛﾝ酸、ﾅﾉｺﾗｰｹﾞﾝなどの肌組成成分を増強(ｲｵﾅ ｴﾌﾛｰｼｮﾝｼﾞｪﾙｸﾘｰﾑ)
・ﾋﾞﾀﾐﾝ C ｴﾁﾙ 10、ﾌｪﾚﾝ配合(ﾗﾌﾗ 深透ﾋﾞﾀﾐﾝ C 美容液)
・鎌倉の天然温泉水(弱ｱﾙｶﾘ性)から作られた(鎌倉美人 凛)
・無現増殖できる細胞の植物幹細胞を配合(ｳﾝﾌｧｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾄﾞﾋﾞｮﾙﾀｲﾑ明洞)
・ﾌｭｰﾁｬｰﾚｽﾎﾟﾝｽｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ配合でｴｲｼﾞﾝｸﾞのﾌｧｰｽﾄｹｱ
(ｱﾓｰﾚﾊﾟｼﾌｨｯｸ ﾌｭｰﾁｬｰﾚｽﾎﾟﾝｽｸﾘｰﾑ 9 月)
・ｶｽﾋﾟ海から得られるｷｬﾋﾞｱが源(ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰ ｽｷﾝｷｬﾋﾞｱｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ)
・植物の組織の修復､再生のﾒｶﾆｽﾞﾑに関わる“ｼﾞｬｽﾓﾝ酸”という｢ｼｸﾞﾅﾙ｣
分子に着目し、肌再生を促す(ﾗﾝｺﾑ ｳﾞｨｼﾞｮﾈｱｾﾗﾑ 8 月)
・ﾌﾞﾄﾞｳ果実細胞ｴｷｽ等、5 つの成分の相乗効果により、肌のｴﾈﾙｷﾞｰ不足､
量的変化、質的変化をｹｱし肌機能そのものに働きかける
(ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾌｫｰｽｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ 10 月)
・ｱｽﾀｷｻﾝﾁﾝを生体類似成分“ﾘﾝ脂質”で微細ｶﾌﾟｾﾙ化して配合
(ｺｰｾｰ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｰﾇ ﾙｸｻｰｼﾞｭ BB ｸﾘｰﾑ 9 月)
・独自成分、ﾊｲﾄﾞﾛﾊﾟﾜｰｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ、ﾋｱﾙﾛﾝ極小ﾅﾉｶﾌﾟｾﾙ、ｽｰﾊﾟｰ珊瑚ｴｷｽ
配合でうるおいを持続(ｱﾃﾆｱ ｸﾗｽ A ﾍﾞｰｼｯｸｽ 9 月)

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

コト
スレ
メン
ド
実
状

成分特長・開発技術
・“ﾓｲｽﾄｱｯﾌﾟｵｲﾙ”配合によりなめらかな伸びと保湿力にすぐれている
(ﾘｻｰｼﾞ ﾋﾞｭｰﾃｨｵｰﾗﾍﾞｰｽ)
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③

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
コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

・
“美触感処方”(ｽｰｼﾞｰﾆｭｰﾖｰｸ ｽｰｼﾞｰﾃﾝﾀﾞｰﾀｯﾁ 9 月)
・
“あなたはただ、微笑めばいい”(ｴｷｯﾌﾟ SUQQU ﾌｪｲｽｶﾗｰﾊﾟﾚｯﾄ 9 月)
・
“わたし流、理想肌 ｶｽﾀﾏｲｽﾞ 秋の肌環境”
(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾗｸﾁｭｰﾙﾍﾞｰｽﾒｲｸｼﾘｰｽﾞ 9 月)
・
“ひとぬりで夢の仕上がり”(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｻｰｼﾞｭ ﾄﾞﾘｰﾐｨｼﾌｫﾝ)
・
“秋、気まぐれな肌にも、ひと塗りで透明感復活”
(資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｴｯｾﾝｽﾘｯﾁ ﾎﾜｲﾄﾘｷｯﾄﾞ UV)
・
“秋のﾌﾛｰﾚｽﾌｪｲｽを叶える新保湿ﾍﾞｰｽﾒｲｸ”
(ﾛｰﾗﾒﾙｼｪ ﾓｲｽﾁｬｰｽﾌﾟﾘｰﾑ 10 月)
・“BACK TO THE BABY!”(ｴﾃｭｾ BB ﾐﾈﾗﾙｸﾘｰﾑ)
・ふわりと纏い、肌に寄り添う一体感、永遠の美しさが一日中続く
(ﾃﾞｨｵｰﾙｽｷﾝ ﾌｫｰｴｳﾞｧｰ)
・感動の化粧のり！-5 才肌ﾊﾟｳﾀﾞｰ(花王ｿﾌｨｰﾅ ﾌﾟﾘﾏｳﾞｨｽﾀ 9 月)
・
“感動、大人のｼﾙｸ肌”ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝでﾊﾘﾂﾔまで
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾙｷｨﾌｨｯﾄ 9 月)
・
“美肌ﾛﾝｸﾞﾗﾝ!”密着 10 時間、ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞのいらない BB ｸﾘｰﾑ(ｾｻﾞﾝﾇ)
・
“ｺｽﾁｭｰﾑｽｷﾝ”“造りこまれた皮膚を思わせる、完成度”
(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾍﾞｰｽﾒｰｸｱｯﾌﾟ
・
“年齢肌をﾂﾔ肌ﾒｲｸで美しく!”
(ﾔｰﾏﾝ ｼﾞｬｰﾆｰｶﾊﾞｰﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 10 月)

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）

・使いつづけることでしっとりした肌感触をｷｰﾌﾟできる
(ﾘｻｰｼﾞ ﾌｪｲｽｱｯﾌﾟﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ)
・内側から血色のよい肌に導き、はりとうるおいのある肌に
(ｱﾕｰﾗ ｾﾝｼｴﾝｽｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ)
・日中もｽｷﾝｹｱしたようなﾊﾘ肌が持続(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾙｷｨﾌｨｯﾄ 9 月)
・ｼｪｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾗｰ、ﾌｪｲｽｶﾗｰ、ﾆｭｱﾝｽﾊｲﾗｲﾄｶﾗｰと 2 つのﾁｰｸｶﾗｰをｾｯﾄにした
ﾄｰﾀﾙﾊﾟﾚｯﾄ｡小顔効果、ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ感、血色感を演出し、自然な立体感を
生み出す(ｴｷｯﾌﾟ SUQQU ﾌｪｲｽｶﾗｰﾊﾟﾚｯﾄ 9 月)
・ｴｯｾﾝｽｲﾝﾅﾉﾙｰﾄｶﾌﾟｾﾙ配合で、角層のすみずみまでｶﾌﾟｾﾙ内の高機能成
分を届ける(ﾎﾟｰﾗ B.A ｻﾞﾅｰｸ)
・美容液成分 80%のうるおい処方(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｼﾙｷｨﾌｨｯﾄ 9 月)
・成分の 80%が美容液成分でできている UV
(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭｴｯｾﾝｽﾘｯﾁﾎﾜｲﾄﾘｷｯﾄﾞ)
・うるおい成分を含んだ“ﾌｭｰｼﾞｮﾝｶﾌﾟｾﾙ”と濁りのない真白な“純白
ﾊﾟｳﾀﾞｰ”でひとぬりで天使の肌へ(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｻｰｼﾞｭ ﾄﾞﾘｰﾐｨｼﾌｫﾝ)
・
“肌あれ防止ﾐﾈﾗﾙﾊﾟｳﾀﾞｰ”配合で、肌あれをｹｱしながら仕上がりを
長時間ｷｰﾌﾟ(ｴﾃｭｾ BB ﾐﾈﾗﾙﾊﾟｳﾀﾞｰ)
・肌への負担を極力抑え、肌のﾊﾞﾘｱ機能を強化し、ｽｷﾝｹｱ成分も拘った
(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ｽﾑｰｽﾌｨｯﾄ ﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 9 月)
・美容液、ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ、ｺﾝｼｰﾗｰ、毛穴ｶﾊﾞｰ、化粧下地、日焼止め、ｺﾒﾄﾞ
対策に対応した多機能ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ｴﾃｭｾ BB ﾐﾈﾗﾙｸﾘｰﾑ)
・ｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙがﾌﾘｰﾗｼﾞｶﾙによる外的ｽﾄﾚｽから肌を守る
(ｳﾄﾜ ﾛｰﾗﾒﾙｼｪ ﾓｲｽﾁｬｰｽﾌﾟﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 9 月)
・3 種類のﾛｰｽﾞｴｯｾﾝｽがｼﾐの抑制、肌の引き締め効果を発揮し、ﾋｱﾙﾛﾝ酸
による保湿効果もある(ﾗﾝｺﾑ ﾀﾝﾐﾗｸｺﾝﾊﾟｸﾄ)
・抗酸化、保湿、ﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝの 3 つの機能で肌を最高の状態に保つ
(ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ｽｷﾝﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ ﾐﾈﾗﾙﾒｲｸｱｯﾌﾟ)

・高分散成分の働きで顔料とｵｲﾙが均一に分散するため、ﾊﾟｳﾀﾞｰが固ま
ったり、ﾑﾗになることがない(ﾘｻｰｼﾞ ﾌｪｲｽｱｯﾌﾟﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ)
・肌にのせたとたんﾊﾟｳﾀﾞｰがすっと消え、内側から光沢感が生まれる
(RMK ﾌﾟﾚｽﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ N 9 月)
・透明感とほんのり桃色に色づくような生き生きとした生命美を演出
する(ｱﾕｰﾗ ｾﾝｼｴﾝｽｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ)
・素肌感を生かしながら隙なくｶﾊﾞｰ､上質な肌に(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾌﾛｰﾗﾙｳﾞｪｰﾙ)
・受けた光を屈折率の異なる 11 層の角層で散乱させることで内部から
の輝きを実現(ﾎﾟｰﾗ B.A ｻﾞﾅｰｸ)
・ﾊﾟｳﾀﾞｰ自らが時とｼｰﾝにより変化する“光”のﾆｭｱﾝｽを認識し巧みに
ｺﾝﾄﾛｰﾙする(富士ﾌｨﾙﾑ ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾗｲﾄｱﾅﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾓｲｽﾁｬｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ)
・ひとぬりで透明感のあるきめ細かい理想の肌へ
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｻｰｼﾞｭ ﾄﾞﾘｰﾐｨｼﾌｫﾝ)
・ひとぬりでなめらかでｾﾐﾏｯﾄな仕上がりを長時間ｷｰﾌﾟ
(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ｽﾑｰｽﾌｨｯﾄ ﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 9 月)
・内側からふっくらと毛穴ﾚｽなすべすべの肌に
(ｴﾃｭｾ BB ﾐﾈﾗﾙｸﾘｰﾑ)

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）

メイク全体
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・
“微笑んでいるような ときめきの表情へ”(ﾘｻｰｼﾞ ﾎﾟｲﾝﾄﾒｲｸ 8 月)
・
“あなたはただ微笑めばいい”(ｴｷｯﾌﾟ SUQQU 9 月)
・
“生命美溢れる､女性らしく豊かな表情に”(ｱﾕｰﾗ ﾌﾞﾗｲﾄﾌﾞﾚｽｳﾞｪｰﾙ)
・
“ｽﾀｲﾙのある顔”“ｽﾀｲﾙを造る肌”(ｴﾚｶﾞﾝｽ)
・瞬時に絶世素肌へ(ﾎﾟｰﾗ B.A ｻﾞﾒｰｸ)
・“24h 落とさなくても OK”(ﾅﾁｭﾗﾋﾟｭｰﾘﾌｧｲ 24h ｺｽﾒ)
・
“癒されﾒｲｸでﾊｯﾋﾟｰｵｰﾗ全開!”(ｴｽﾌﾟﾘｰｸ)
・
“うるみﾂﾔめく大人のｸﾞﾗﾏｰﾒｲｸ”
(ｳﾞｨｾ×ｱﾊﾟﾚﾙﾌﾞﾗﾝﾄﾞｽﾏｯｷｰｸﾞﾗﾑとのｺﾗﾎﾞｱｲﾃﾑ)
・ほのあざやか、ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙﾚｼﾋﾟ(ｲﾌﾟｻ 8 月)
・すべてを見透かすｶﾞﾗｽの輝き(資生堂 ﾏｼﾞｮﾘｶﾏｼﾞｮﾙｶｶﾞﾗｽﾄﾘｯｸ 11 月)

・化学成分 0%(ﾅﾁｭﾗﾙﾋﾟｭｰﾘﾌｧｲ 21h ｺｽﾒ)
・ｸﾘｱﾋﾞｭｰﾃｨｰの創造、ｽｷﾝｹｱとｶﾗｰが響きあう(SK-Ⅱ COLOR 10 月)
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＜ﾊｲﾗｲﾄ＞
・ｵｰﾗﾙﾌｪｲｽﾊﾟｰﾙ配合で生き生きと明るくくすまない仕上がり
(ﾘｻｰｼﾞ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｳﾞｪｲﾙ)
・目元やﾎﾞﾃﾞｨｰなど、きらめきをまとうﾒｰｷｬｯﾌﾟﾊﾟｳﾀﾞｰ
(ｱﾕｰﾗ ﾌﾞﾗｲﾄﾌﾞﾚｽｳﾞｪｰﾙ)
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④

メイク（アイ）

コ
ス
メ
ト
レ
ン
ド
実
状

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

・ちいさな幸せｺｽﾒ(ｾｻﾞﾝﾇ ﾌｫｰｶﾗｰ ﾗﾒｼｬﾄﾞｳ)
・
“輝き、透明感、濃密さ”(ｼﾞｮﾙｼﾞｵｱﾙﾏｰﾆ ｺｽﾒﾃｨｯｸｽ ｱｲﾊﾟﾚｯﾄ)
・とろけて、ふわりｽﾌﾚﾀｯﾁのｱｲｶﾗｰ(ﾘﾝﾒﾙ ｿﾌﾄﾒﾙﾃｨﾝｸﾞﾗﾑ ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝｱｲｽﾞ)
・
“生命の息吹を秘めたみずみずしい艶”(ｱﾕｰﾗ ﾌﾞﾚｽﾊﾟﾜｰｶﾗｰｽﾞ)
・
“ｻﾃﾝのような光を放つしっとり奥行きのあるまなざしへ”
(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾐﾗｰｼﾞｭｱｲｽﾞ)
・
“ｼｮｺﾗのまなざし、うっとりｽｳｨｰﾄでちょっぴりﾋﾞﾀｰ”
(ﾘﾝﾒﾙ ｼｮｺﾗｽｳｨｰﾄｱｲｽﾞ)
・ﾄｹﾞも甘さもあわせもつ､悪戯なまなざし狙いどおり(ｱﾅｽｲ ﾘｷｯﾄﾞｱｲﾗｲﾅｰ)
・
“世にもｲｰｼﾞｰ、危険な目もと”(資生堂 ｲﾝﾃｸﾞﾚｲﾄ)
・
“秘すれど、華”(ｴﾚｶﾞﾝｽ ｽﾏｰﾄﾗｯｼｭ ﾏｽｶﾗ)
・ぐっとﾎﾞﾘｭｰﾑ、ずっとｶｰﾙ、するっとｵﾌ(ﾘﾝﾒﾙ ｸﾞﾚｰﾄｶｰﾙﾏｽｶﾗ 11 月)

＜ｱｲｼｬﾄﾞｳ＞
・顔料の表面をｵｲﾙで均一にｺｰﾃｨﾝｸﾞする｢ｾﾐﾓｲｽﾄ製法｣
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ 3D ｸﾞﾛｯｼｰｱｲｽﾞ 6 月)
・ひんやりとしたｱﾌﾟﾘｹｰﾀｰがまぶたを心地良くﾘﾌﾚｯｼｭ
(ｸﾘﾆｰｸ ﾘｯﾄﾞｽﾑｰｼﾞｰｱｲｶﾗｰ 11 月)
・ｱﾐﾉ酸ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞしたﾊﾟｳﾀﾞｰで肌との密着性が高く伸びのよい仕上が
り(ｴｷｯﾌﾟ SUQQU ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｶﾗｰｱｲｼｬﾄﾞｳ 4 色の組み合わせ)
＜ｱｲﾗｲﾅｰ＞
・塗布後に瞬時にｵｲﾙが揮発し、ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌﾌｨﾙﾑを形成する
(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ｸﾘｰﾑｱｲﾗｲﾅｰ ｴﾌｫｼﾙ)
＜ﾏｽｶﾗ＞
・ﾛﾝｸﾞｱｯﾌﾟ、ﾎﾞﾘｭｰﾑｱｯﾌﾟ、ｶｰﾙｱｯﾌﾟの効果を併せもつ｢ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾚｼﾞﾝ｣
配合(ﾘｻｰｼﾞ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾏｽｶﾗﾍﾞｰｽ)
・ごわつきを排したしなやかな仕上がり
(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾗｯｼｭｸｲｰﾝｺﾌﾞﾗﾌﾞﾗｯｸ)
・ｱｼﾞｱ人女性特有の繊細なまつ毛の毛質や毛量、生え方、湿度の高い
気候をも考慮した処方(ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾏｽｶﾗｳﾞｫﾘｭｰﾑｴﾌｫｼﾙ)
・ｺﾗｰｹﾞﾝ配合でまつ毛 1 本 1 本をふっくら太く濃くする
(ﾒｲﾍﾞﾘﾝﾆｭｰﾖｰｸ ﾎﾞﾘｭｰﾑｴｸｽﾌｧﾚｽ 9 月)
・まつ毛のような黒色の新ﾌｧｲﾊﾞｰを搭載し、さらに柔軟性が高く
超軽量の無重力ﾌｨﾙﾑを搭載(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ﾗｯｼｭﾆｽﾀ)

＜ｼｬﾄﾞｳ＞
・ｸﾞﾛｽのように濡れたような質感で自然な丸みのある目もとをつくる
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ 3D ｸﾞﾛｯｼｰｱｲｽﾞ 6 月)
・より深みのある色を実現する｢ｺﾝﾄﾗｽﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ｣を配合。目もとを引き
しめ大きく印象的に彩る(ﾘｻｰｼﾞ ﾆｭｱﾝｽﾌｨｯﾄｱｲｽﾞ)
＜ﾏｽｶﾗ＞
・ﾀﾞﾏになりにくく、3 倍ﾎﾞﾘｭｰﾑを 18 時間ｷｰﾌﾟ
(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ﾎﾞﾘｭｰﾑｴｸｽﾌﾟﾚｽ ﾊｲﾊﾟｰｶｰﾙｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ)
・繊細なまま、どこまでも長く、美しいｶｰﾙを保つ
(ｴﾚｶﾞﾝｽ ｽﾏｰﾄﾗｯｼｭ ﾏｽｶﾗ)

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

・
“もっとﾒｲｸを楽しもう”(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾌﾞﾗｲﾄｱｯﾌﾟﾙｰｼﾞｭ 6 月)
・
“大人女子の美肌色ｷｰﾌﾟﾙｰｼﾞｭ”(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾌﾞﾗｲﾄｱｯﾌﾟﾙｰｼﾞｭ 6 月)
・
“新感触、とろける生ﾙｰｼﾞｭ”(ｴｽﾌﾟﾘｰｸ)
・
“ぷるるるん うるるるん CHU-NEW-LIP”
(資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｴｯｾﾝｽｸﾞﾗﾏﾗｽﾙｰｼﾞｭ)
・
“色めきながらｹｱするｸﾞﾛｽ”(ﾆｰﾙｽﾞﾔｰﾄﾞ ｿｲﾙｱｿｼｴｰｼｮﾝ ﾘｯﾌﾟｸﾞﾛｽ)
・
“食事しても色つや可愛いﾙｰｼﾞｭ”(花王ｵｰﾌﾞ ｴｸｾﾚﾝﾄｽﾃｲﾙｰｼﾞｭ)
・ｷﾗつや唇が最大 6 時間持続(ﾘﾝﾒﾙ ﾘｯﾌﾟｸﾞﾛｽ 11 月)

・｢水潤ﾗｽﾃｨﾝｸﾞｵｲﾙ｣が口紅の顔料と唇から蒸散する水分を取り込み、
色の落ちにくさと保湿力の持続を両立
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾌﾞﾗｲﾝｱｯﾌﾟﾙｰｼﾞｭ 6 月)
・高密着ｵｲﾙが唇を乾燥から守り、ｽｷﾝｹｱ成分を効果的に角質層に
浸透させる(ｴｷｯﾌﾟ SUQQU ｸﾘｰﾐｨｸﾞﾛｳﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸﾓｲｽﾄ)
・ｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟとﾘｯﾌﾟｸﾞﾛｽの機能を併せもち、うるおいがあってつやを
出すことができる上に発色もよいﾘｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ
(資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｴｯｾﾝｽｸﾞﾗﾏﾗｽﾙｰｼﾞｭ)
・
“食後でも色とうるおいが続く”(花王ｵｰﾌﾞ ｴｸｾﾚﾝﾄｽﾃｲﾙｰｼﾞｭ)

メイク（リップ）

コト
スレ
メン
ド
実
状
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・ｶｻつく唇にとろりと密着し、みずみずしい発色が持続
(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｴｯｾﾝｽｽﾃｲﾙｰｼﾞｭ 6 月)
・肌に溶けこむようなのに肌映えする
(ｴｷｯﾌﾟ SUQQU ｸﾘｰﾐｨｸﾞﾛｳﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸﾓｲｽﾄ)

２０１１/秋冬

⑤

メイク（ネイル）
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・
“ｽﾀｲﾙを造る肌”(ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾈｲﾙﾄﾞﾛｯﾌﾟ)

メイクアップコスメのケア機能
・ﾈｲﾙｶﾗｰと速乾ﾄｯﾌﾟｺｰﾄの 2 役を兼ね備える(ｴﾃｭｾ ｼﾞｪﾙｶﾗｰｺｰﾄ)

メイクアップコスメのメイク効果
・ｼﾞｪﾙﾈｰﾙのような仕上がり(ｴﾃｭｾ ｼﾞｪﾙｶﾗｰｺｰﾄ)

ヘアケア
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・“いい地肌は青い”(ｺｰｾｰ ｺｽﾒﾎﾟｰﾄ ｻﾛﾝｽﾀｲﾙ)
・
“複合ﾀﾞﾒｰｼﾞを緊急補修”
(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ いち髪濃厚和草ﾊﾟｯｸﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 8 月)
・ﾉﾝｼﾘｺﾝｼｬﾝﾌﾟｰで“すっぴん髪”へ髪にｻﾌﾟﾘ(ｼﾞｬﾊﾟﾝｹﾞｰﾄｳｪｲ ﾚｳﾞｰﾙ)

ヘアケアコスメのケア機能
・健やかで柔軟な地肌に導く(ｺｰｾｰｺｽﾒﾎﾟｰﾄ ｻﾛﾝｽﾀｲﾙ)
・濃厚ｸﾘｰﾑのﾊﾟｯｸ効果で傷んだ髪の集中補修
(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ いち髪濃厚和草ﾊﾟｯｸﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 8 月)
・急激な温度変化から髪を守る(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾌﾟﾛｽﾀｲﾙﾌﾜﾘｴ)
・黒髪をしっかり明るくしてから染料を入れるﾃﾞｨｰﾌﾟｶﾗｰ処方と毛髪
成分に近いﾀﾝﾊﾟｸ質、ｱﾐﾉ酸を配合(ｼｭﾜﾙﾂｺﾌﾍﾝｹﾙ Syoss ﾍｱｶﾗｰ)

ヘアケアコスメのメイク効果
・ﾀﾞﾒｰｼﾞ予防とﾊﾟｯｸ効果により、うるおいを閉じ込める
(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ いち髪濃厚和草ﾊﾟｯｸﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 8 月)
・ﾊﾘとｺｼを強化(ﾛｸｼﾀﾝ ﾌｧｲﾌﾞﾊｰﾌﾞｽ 8 月)
・まゆﾀﾝﾊﾟｸ<ｾﾘｼﾝ>により、ﾀﾞﾒｰｼﾞ毛の内部構造から補修
(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾚｼｪｺｺｿｼｭﾍﾟｰﾙ 10 月)
・英国の伝統が息づくｵｰｶﾞﾆｯｸ植物ｴｷｽで、濃密な泡で髪と地肌をｹｱ
(ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾏｷﾞｰﾃｨｽﾗﾝﾄﾞ 11 月)

その他（チーク、ボディ、ハンド）
コミュニケーションワード
コト
スレ
メン
ド
実
状

・
“命名、ﾏｶﾛﾝﾊﾟﾌｨｰﾁｰｸ”(花王 ｵｰﾌﾞ)
・
“まるでﾛｰｽﾞﾌﾞｰｹの色彩。たかぶる気持ち、色づく頬”
(ｱﾅｽｲ ﾛｰｽﾞﾌｪｱﾘｨﾛｰｽﾞﾁｰｸｶﾗｰ)
・
“疲れてませんか? ｺｺﾛとｶﾗﾀﾞ”(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ｺﾘｷｭｱｰｽﾞﾊﾞｽｿﾙﾄ)
・
“きらめくﾂﾔを与えるﾏﾙﾁﾕｰｽの美容ｵｲﾙ”
(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｻｰｼﾞｭ ﾊｰﾊﾞﾙｵｲﾙ)
・
“ｽﾊﾟｳｨｽﾞﾀﾞﾑｼﾘｰｽﾞ、世界の極上ｽﾊﾟをご自宅で”
(ｻﾞﾎﾞﾃﾞｨｼｮｯﾌﾟ ｼﾞｬﾊﾟﾝ、ﾓﾛｯｺ、ﾎﾟﾘﾈｼｱ、ｱﾌﾘｶ)

メイクアップコスメの機能
・竹ｴｷｽ GL 配合でうるおいを肌の奥までしっかり届け、肌表面はべた
つかない(ｱﾕｰﾗﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ ﾊﾝﾄﾞｵｱｼｽ ﾊﾝﾄﾞ用美容液)
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コスメによる効果
・銀座ﾐﾂﾊﾞﾁﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで採蜜されたﾊﾁﾐﾂ配合で、高い保湿効果による
しっとり感と香り(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｲｸﾞﾆｽ ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ)
・保湿効果で発汗、ﾎﾞﾃﾞｨを温める(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ｺﾘｷｭｱｰｽﾞﾊﾞｽｿﾙﾄ)

