
INDEX1 

調査概要……………………………………………………P.2 

Ｉ Ｎ Ｄ Ｅ Ｘ 

２０１４/春夏 ……………………………………………P.29 

ｽｷﾝｹｱ(洗う、落とす)

ｽｷﾝｹｱ(整える、与える)

ｽｷﾝｹｱ(下地、補正) ……………………………………P.31 

ﾍﾞｰｽﾒｲｸ(ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ)

ﾒｲｸ全体 …………………………………………………P.32 

ﾒｲｸ(ｱｲ)

ﾒｲｸ(ﾘｯﾌﾟ) ………………………………………………P.33 

ﾍｱｹｱ

その他……………………………………………………P.34 

２０１４/秋冬 ……………………………………………P.35 

ｽｷﾝｹｱ(洗う、落とす)

ｽｷﾝｹｱ(整える、与える)

ｽｷﾝｹｱ(下地、補正) ……………………………………P.36 

ﾍﾞｰｽﾒｲｸ(ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ)

ﾒｲｸ全体 …………………………………………………P.37 

ﾒｲｸ(ｱｲ)

ﾒｲｸ(ﾘｯﾌﾟ) ………………………………………………P.38 

ﾍｱｹｱ

その他……………………………………………………P.39 

２０１５/春夏 ……………………………………………P.40 

ｽｷﾝｹｱ(洗う、落とす)

ｽｷﾝｹｱ(整える、与える)

ｽｷﾝｹｱ(下地、補正)

ﾍﾞｰｽﾒｲｸ(ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ)……………………………………P.43 

ﾒｲｸ全体 …………………………………………………P.44 

ﾒｲｸ(ｱｲ) …………………………………………………P.45 

ﾒｲｸ(ﾘｯﾌﾟ) ………………………………………………P.45 

ﾍｱｹｱ………………………………………………………P.46 

その他    ………………………………………………P.47 

２０１５/秋冬 ……………………………………………P.48 

ｽｷﾝｹｱ(洗う、落とす)

ｽｷﾝｹｱ(整える、与える) ………………………………P.49 

ｽｷﾝｹｱ(下地、補正) ……………………………………P.51 

ﾍﾞｰｽﾒｲｸ(ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ)……………………………………P.52 

ﾒｲｸ全体 …………………………………………………P.53 

ﾒｲｸ(ｱｲ)

ﾒｲｸ(ﾘｯﾌﾟ) ………………………………………………P.54 

ﾍｱｹｱ

その他……………………………………………………P.55 

トピックス…………………………………………………P.ﾄﾋﾟｯｸｽ 1 

女性の意識・ﾆｰｽﾞ／主なﾒｰｶｰ動向 

2008 秋冬～2009 秋冬 ………………………………P.ﾄﾋﾟｯｸｽ 2 

2010 春夏～2011 秋冬 ………………………………P.ﾄﾋﾟｯｸｽ 3 

2012 春夏～2013 秋冬 ………………………………P.ﾄﾋﾟｯｸｽ 4 

2014 春夏～2015 秋冬 ………………………………P.ﾄﾋﾟｯｸｽ 5 

２０１２/春夏 ……………………………………………P.3 

ｽｷﾝｹｱ(洗う、落とす)

ｽｷﾝｹｱ(整える、与える) ………………………………P.4 

ｽｷﾝｹｱ(下地、補正) ……………………………………P.6 

ﾍﾞｰｽﾒｲｸ(ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ)……………………………………P.7 

ﾒｲｸ全体 …………………………………………………P.8 

ﾒｲｸ(ｱｲ) …………………………………………………P.9 

ﾒｲｸ(ﾘｯﾌﾟ)

ﾒｲｸ(ﾈｲﾙ)  ……………………………………………P.10 

ﾍｱｹｱ

その他

２０１２/秋冬 ……………………………………………P.11 

ｽｷﾝｹｱ(洗う、落とす)

ｽｷﾝｹｱ(整える、与える)

ｽｷﾝｹｱ(下地、補正) ……………………………………P.13 

ﾍﾞｰｽﾒｲｸ(ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ)

ﾒｲｸ全体 …………………………………………………P.14 

ﾒｲｸ(ｱｲ)

ﾒｲｸ(ﾘｯﾌﾟ) ………………………………………………P.15 

ﾍｱｹｱ

その他

２０１３/春夏 ……………………………………………P.16 

ｽｷﾝｹｱ(洗う、落とす)

ｽｷﾝｹｱ(整える、与える) ………………………………P.17 

ｽｷﾝｹｱ(下地、補正)

ﾍﾞｰｽﾒｲｸ(ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ)  …………………………………P.19 

ﾒｲｸ全体

ﾒｲｸ(ｱｲ) …………………………………………………P.20 

ﾒｲｸ(ﾈｲﾙ)

ﾒｲｸ(ﾘｯﾌﾟ) ………………………………………………P.21 

ﾍｱｹｱ

その他  …………………………………………………P.22 

２０１３/秋冬 ……………………………………………P.23 

ｽｷﾝｹｱ(洗う、落とす)

ｽｷﾝｹｱ(整える、与える)

ｽｷﾝｹｱ(下地、補正) ……………………………………P.24 

ﾍﾞｰｽﾒｲｸ(ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ)……………………………………P.25 

ﾒｲｸ全体

ﾒｲｸ(ｱｲ) …………………………………………………P.26 

ﾒｲｸ(ﾘｯﾌﾟ)

ﾍｱｹｱ………………………………………………………P.27 

その他  …………………………………………………P.28 

株式会社ウィズプランニング

https://ebisuplan.com/


 2 

調査概要 
 

 

 

 

 ●2012 年～2015 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 2012 年春夏より１年を春夏と秋冬に分け、2015 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 

 

 

2012 年 

春夏 

 

 

 

 

 

2015 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 

・川や海の水と生物に配慮し、地球を守る環境基準(ﾎﾞﾃﾞｨｼｮｯﾌﾟ ｱｰｽﾗﾊﾞｰｽﾞｼｬﾜｰｼﾞｪﾙ) 

・顔、全身に使えるｼﾞｪﾙｿｰﾌﾟ(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾙ･NUXE ﾚｰﾌﾞﾄﾞﾐｪﾙﾌｪｲｽ&ﾎﾞﾃﾞｨｼﾞｪﾙｿｰﾌﾟ) 

・ﾋﾏﾜﾘｵｲﾙを贅沢に配合(ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾙ･NUXE ﾚｰﾌﾞﾄﾞﾐｪﾙﾌｪｲｽ&ﾎﾞﾃﾞｨｼﾞｪﾙｿｰﾌﾟ) 

・保湿ｸﾘｰﾑをたっぷり配合しているのに素早く豊かに泡立つ 

  (ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾅｲ-ﾌﾞｸﾘｰﾑ生まれの濃密泡洗顔) 

・保湿成分を 58%配合の美容液ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ(花王ｴｽﾄ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｴｯｾﾝｽ ｴﾝﾘｯﾁﾄﾞ) 

・形、大きさの異なる分子を持った 8 種類の植物由来ｵｲﾙと保湿成分のｾﾗﾐﾄﾞ配合 

  (ｼｭｳｳｴﾑﾗ ｱﾙﾃｨﾑ 8 ｽﾌﾟﾘﾑﾋﾞｭｰﾃｨｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ) 

・新感覚、肌の上でとろける!!(ﾌﾟﾚﾐｱｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ ﾄﾞｩｵｻﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ) 

 

・毛穴を洗う石鹸、ｽﾊﾀﾞ×ｶﾗﾀﾞ×ｺｺﾛすべての総和で美容と心身の健康を同時に考える｢ﾎﾘｽﾃｨｯｸ ﾋﾞｭｰﾃｨ｣ 

  (MYYUKI ﾌﾞﾗｯｸﾍﾟｲﾝﾄ) 

・必要なうるおいは残しながら汚れを効果的に落とし、保湿液の浸透がｽﾑｰｽﾞな肌に 

  (資生堂 ﾌｭｰﾁｬｰｿﾘｭｰｼｮﾝ LX ｴｸｽﾄﾗﾘｯﾁｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾌｫｰﾑ) 

・独自技術｢ﾅﾉﾏﾄﾘｸｽ｣ﾒｲｸｵﾌと同時にﾊﾘのあるしっとり肌に(ﾌﾟﾚﾐｱｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ ﾄﾞｩｵｻﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ) 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ処方でﾊﾘと弾力(花王ｿﾌｨｰﾅｸｯｼｮﾝ泡洗顔) 

・落とす力、洗い上がり感、ｽｷﾝｹｱ効果を叶えたｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ(ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ｽｰｼﾞｰｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ) 

・ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞとﾒｲｸ下地を変えるだけで美白に導く(ｼｭｳｳｴﾑﾗ UV ｱﾝﾀﾞｰﾍﾞｰｽﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞﾑｰｽ) 

・ｲｵﾝ反応で不要な角質でも洗い流す(ｹｻﾗﾝﾊﾟｻﾗﾝ ｱｸｼﾖﾝﾌﾞｰｽﾃｨﾝｸﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ) 

・汚れや古くなった角質をきちんと取除く(日東電化工業 ﾕｰﾊﾞｲﾕｰｸﾘｱﾘﾝｸﾞﾌｫｰﾑ) 

・肌くすみの原因となるﾒﾗﾆﾝを含む角質もすっきり落とす(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｼﾞｪﾝﾄﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ) 

・密着して落としにくいﾒｲｸの分子間に浸透し浮き上がらせて洗い流すことができる 

  (ｼｭｳｳｴﾑﾗ ｱﾙﾃｨﾑ 8 ｽﾌﾟﾘﾑﾋﾞｭｰﾃｨｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ) 

・早落ち 12 種類の美容ｵｲﾙで潤ってするん(O･R･P ｴﾏｳｫｰﾀｰ 6 月) 

・植物由来のﾐｾﾙ処方で皮膚膜を傷つけたり、余分な皮脂を奪ったりすることなく取りのぞく 

  (ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ ｼﾞｪﾝﾄﾙﾋﾟｭｱﾈｽｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ) 

 

 

 

 

２０１２/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 

・1 日中手軽に使えるさらさらｵｲﾙ(ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾌｪｲｼｬﾙﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｵｲﾙ) 

・ｻﾃﾝのようなつややかさと肌を包みこんでうるおいで満たす感触だけ 

 が残る(ﾗﾝｺﾑ ｱﾌﾟｿﾘｭﾚｸｽﾄﾚ 4 万 7250 円) 

・どこまでも深い肌(ｿﾆｱﾘｷｴﾙ ﾚｼﾞｪﾈﾗﾝ ﾌﾞﾗﾝｼｭｰﾙ) 

・ｽﾄﾚｽや睡眠不足によって起こる過剰な皮脂分泌や開きやすくなった 

 （ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ｽﾍﾟｼｬﾙﾚｼﾋﾟｽ） 

・28 日間の集中ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄでかつての肌の記憶に近づける 

  (ｵﾙﾗｰﾏﾇｼﾞｬﾎﾟﾝ ｿﾜﾝｼｽﾃﾑｼﾞｭﾈｽ) 

・ﾘﾌﾄ、引き締め、透明感、革新の 3×ｱｸｼｮﾝ(ｸﾗﾗﾝｽ ﾘﾌﾄｱﾌｨｰﾇｱｲ) 

・ﾀﾞﾌﾞﾙ保湿(ｶﾈﾎﾞｳ SENSAI ﾌﾟﾗｲﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ) 

・うるおいがしかけるｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ(ｿﾆｱﾘｷｴﾙ ｲﾄﾞﾗｴｷﾘｰﾌﾞﾙ 5 月) 

・美容酵素ﾒﾃﾞｨｴﾝｻﾞｲﾑが肌に留まり寝ている間もうるおいを保つ（美ｶﾝ

ﾇ化粧品 ﾅｲﾄﾘｯﾁﾌﾞﾙｰｵｰﾗ） 

・凹凸やざらつき、毛穴が気になる肌へうるおいを入れ込み肌を磨く 

  (ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ｺﾝｸﾁｭｰﾙｴｻﾝｼﾞｪﾙ) 

・高い美白効果と持続性を両立(ｷｰﾙｽﾞ DS ｸﾘｱﾘｰﾎﾜｲﾄ) 

・ﾀﾞﾒｰｼﾞが後になりやすい肌にｸﾘｱを育む美白｢ﾄﾘﾌﾟﾙ美白ﾒﾝﾃﾅﾝｽ｣ 

  (全薬工業 ｱﾙｰｼﾞｪ) 

・さらなる透明へ、集中ｹｱが深化。（VECUA ﾌｪｲｽﾏｽｸ） 

・透明感のある透白肌へ(ﾔｸﾙﾄ ﾘﾍﾞｼｲﾎﾜｲﾄ) 

・ｱﾌﾟﾘｹｰﾀｰを使って目元をﾏｯｻｰｼﾞすることでﾒﾗﾆﾝの生成を防ぎ透明感の

ある肌へ(ｲﾌﾟｻ ｻﾞﾀｲﾑﾘｾｯﾄ ｱｲｴｯｾﾝｽ) 

・毛穴のつまり、黒ずみ、ひらき、ゆるみ等､毛穴の目立たない透明感 

 あふれるｸﾘｱな肌へ薬用美白ﾗｲﾝ(ﾚｽﾄｼﾞｪﾉｰﾙ ﾌﾟﾚﾙﾃﾞﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｼﾘｰｽﾞ・ま

ぶしさのｽｲｯﾁ(ｲｸﾞﾆｽ ﾎﾜｲﾄｽｲｯﾁ) 

・肌を明るくし、ｼﾐを改善し肌の輝きを高める(ｼｽﾚｰｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｾﾗﾑ 2 月) 

・光をたたえて弾むｲﾙﾐﾈｰﾄ肌へ(ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰ ｽｷﾝｷｬﾋﾞｱｲﾙﾐﾈｰﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ) 

・つけたとたんﾌﾞﾗｲﾄｱｯﾌﾟﾊﾟｳﾀﾞｰにより肌をﾊﾟｯと明るくする 

  (ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ) 

・UVA、UVB を過不足なくｶｯﾄし、ｱﾘｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰの応用によりうるおいを 

 8 時間ｷｰﾌﾟ(ﾛﾚｱﾙ ﾊﾟﾘﾘﾊﾞｲﾀﾘﾌﾄ UV ﾓｲｽﾁｬｰｷｰﾌﾟ) 

・紫外線や汚染物質から高いﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ効果を発揮し、さらに肌のくすみ 

 や毛穴を目立たなくする日焼け止め乳液 

  (ﾗﾝｺﾑ UV ｴｸｽﾊﾟｰﾙｴｯｾﾝｽｲﾝ BB) 

・毛穴を朝のひと塗りでｶﾊﾞｰしｹｱする朝用練り美容液 

  (ｱﾕｰﾗﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ ｳｪﾙﾊﾞﾗﾝｽｵｲﾙｼｬｯﾄﾜｰｸｽｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ) 

 

・必要なものだけを必要とする場所に確実に届け、肌本来の力を呼び 

 覚ます(ﾍﾟｽｶｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ｽｷﾝｹｱｼﾘｰｽﾞ) 

・肌の“英気”をやさしく守りながら｢なじむ｣｢入る｣｢続く｣の肌実感 

 力を高める(ｱﾕｰﾗﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ ｻｲﾝﾃﾞｨﾌｪﾝｽｽｷﾝｴﾝﾊﾝｻｰ) 

・皮膚科学的ﾃｽﾄ済みで敏感肌でも使用できる BB ｸﾘｰﾑ 

  (ﾗﾛｯｼｭﾎﾟｾﾞ UV ｲﾃﾞｱ XL) 

・自然の恵みで湧き上がる肌と心の｢美｣のｴﾈﾙｷﾞｰ(ｱｳｴｲｸ ｻｲﾌﾟﾚｲｽｵｲﾙ) 

・夜は肌を休ませる(ﾍﾞｱｴｯｾﾝｼｬﾙ ﾍﾞｱﾐﾈﾗﾙｽｷﾝｹｱﾗｲﾝ) 

・主成分ﾚﾁﾉｰﾙとその肌効果を高めるために酸素の供給を睡眠中の肌に 

 効率よくｱﾌﾟﾛｰﾁする(ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾌｫｰｽｲﾝﾃﾝｼﾌﾞﾅｲﾄ) 

・｢ｱｸﾃｨﾊﾞｲﾄ｣と｢ﾘﾗｯｸｽ｣で気持ちを切り替える 2 つのﾐｽﾄ状化粧水のｾｯﾄ 

  (ACR THREE ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞﾐｽﾄ SQ) 

・ﾒﾗﾆﾝの排出はすべて角質層によってｺﾝﾄﾛｰﾙされているので角質層を 

 健全な状態に保つことが大切 

  (日東電化工業 ﾕｰﾊﾞｲﾕｰﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾄﾅｰ) 

・抗ﾒﾗﾉ機能体の活躍でﾒﾗﾆﾝがたまりにくくなる 

  (資生堂 HAKU ﾒﾗﾉﾌｫｰｶｽ W) 

・加齢やまばたきなどの日々の筋肉の働きにより目元の皮膚には老化 

 のｻｲﾝが現れやすくなる(ｻﾝﾊﾟｰﾀﾘｶ 目元用ﾅｲﾄﾏｽｸ ｱｲﾄﾞﾘｰﾑ) 

・基礎体力の衰えた肌をｻﾎﾟｰﾄ(ちふれ ayaka) 

・加齢でｺﾗｰｹﾞﾝ線維が糖化し、黄ぐすみを引き起こし、さらにﾒﾗﾉｻｲﾄ 

 そのものが肥大し、大量のﾒﾗﾆﾝを作り顔全体がｼﾐの状態になる。 

 これがｴｲｼﾞﾝｸﾞにごりの正体(ﾎﾟｰﾗ ﾎﾜｲﾄｼｮｯﾄ CX) 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞの真相に｢ｸﾞﾘｶﾝ｣の量が減少し、細胞機能が低下すること 

  (ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾌｫｰｴﾊﾞｰ) 

 

・ｵﾀﾈﾆﾝｼﾞﾝ根ｴｷｽﾊﾟｰﾙｶﾙｸｴｷｽ(ｿﾆｱﾘｷｴﾙ ｴｸﾗｽﾌﾟﾚﾝﾄﾞｰﾙ) 

・100%ﾎﾞﾀﾆｶﾙの贅沢なﾐｽﾄ化粧水（AMOREPACIFIC ﾓｲｽﾁｬｰﾊﾞｳﾝﾄﾞﾐｽﾄ） 

・豊かな芳香を放つ精油をﾊﾞﾗﾝｽよく配合した夜用ｵｲﾙ状美容液 

  (ｱｸﾛ THREE ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ SQ ｵｲﾙ)  

・自然酵母を発酵させた独自の｢酵母培養液｣ 

  (ｸｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ｸｰ･ｽｷﾝﾘﾌｱｲﾆﾝｸﾞｼﾘｰｽﾞ) 

・ｼｿ科植物ｴｷｽ配合(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｳﾞｨﾀﾄﾞﾚｰﾌﾟﾏｽｸ) 

・森材香気成分ﾌｨﾄﾝﾁｯﾄﾞを配合したｱﾛﾏﾃｨｯｸﾌｫﾚｽﾄの香り 

  (ｱﾕｰﾗ ｳｴﾙﾌｨｯﾄ ｱﾛﾏﾊﾞｰﾑ) 

・和漢ｴｷｽと西洋ｵｰｶﾞﾆｯｸｴｷｽの融合(fresco) 

・ｷｬﾋﾞｱ、ｱﾎﾞｶﾞﾄﾞ、ﾚﾀｽ＆ｷｭｳﾘ、ﾄｯｸﾘｲﾁｺﾞ等女性の肌と食物の関係の 

 研究による成分(ﾌｰﾄﾞｺｽﾒ ｽｷﾝﾌｰﾄﾞ) 

・微生物が生み出す｢環状ｱﾐﾉ酸｣配合(ｿﾆｱﾘｷｴﾙ ｲﾄﾞﾗｴｷﾘｰﾌﾞﾙ 5 月) 

・細胞の夏ﾊﾞﾃをひきおこす攻撃ﾋｱﾙﾛﾝ酸を活性。ﾋｱﾙﾛﾝ酸に変え細胞の 

 夏ﾊﾞﾃを根本から解消(ﾎﾟｰﾗ B.A RED ﾛｻﾏｰｼﾘｰｽﾞ) 

・美白有効成分ｺｳｼﾞ酸 EW とｻﾝﾍﾟﾝｽﾞｴｷｽ(保湿)配合 

  (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 EW) 

・保湿、弾力、美白の植物成分でのﾄﾘﾌﾟﾙｱﾌﾟﾛｰﾁ 

  (ｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾗｲﾌﾎﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ﾚｽﾄｼﾞｪﾉｰﾙﾎﾜｲﾄﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ) 

・青いｽｲｰﾄﾋﾟｰやｾﾞﾆｱｵｲの花に含まれる｢ﾏﾙﾋﾞｼﾝ｣配合で肌を純化 

  (ﾌｧﾝｹﾙ 無添加 BC ﾗｲﾝ) 

・宇和島産真珠のｴｷｽより開発した成分“P.E.A.R.L ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ”により 

 無垢な白い肌に(ｹﾞﾗﾝ ﾍﾟﾙﾙﾌﾞﾗﾝﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｼﾘｰｽﾞ) 

・高浸透ﾒﾗﾉｱﾌﾟﾛｰﾁでﾒﾗﾆﾝの生成を抑制(花王ｴｽﾄ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾌｫｰｽ) 

・ﾒﾗﾆﾝの生成を抑える｢ﾙｼﾉｰﾙⓇCX｣と糖化物質を取り除く｢YAC ｴｷｽ｣で 

 美白(ﾎﾟｰﾗ ﾎﾜｲﾄｼｮｯﾄ CX 2 月) 

・新開発の美白複合成分によりﾒﾗﾆﾝの生成を根限からﾌﾞﾛｯｸ 

  (ｼﾞﾊﾞﾝｼｨ DW10) 

・ｼｰﾘﾘｰを中心とする植物成分を凝縮しﾒﾗﾆﾝの生成をﾌﾞﾛｯｸ 

  (ｸﾗﾗﾝｽ ﾎﾜｲﾄｰﾌﾟﾗｽ HP ﾃﾞｲｴﾏﾙｼﾞｮﾝ) 

・ｱｼﾞｱ由来の植物成分で透明感のある肌へ（AMOREPACIFIC ﾗｲﾌﾞﾎﾜｲﾄ ﾒﾗ

ﾃﾞｨﾌｧｲﾝｸﾞｾﾗﾑ） 

・できてしまったﾒﾗﾆﾝが黒いｼﾐになるのをﾌﾞﾛｯｸする次世代治性型ﾋﾞﾀﾐﾝ 

 C 配合(ｷｰﾙｽﾞ DS ｸﾘｱﾘｰﾎﾜｲﾄ) 

・真皮の奥深くまで浸透する超浸透型ﾋﾞﾀﾐﾝ C 誘導体、ｱｸﾁﾙ P 他 複合

媚薬有効ｱｸﾁﾙ EX 配合 

  (ﾗﾝｺﾑﾌﾞﾗﾝｴｸｽﾍﾟｰﾙﾀﾞｰﾑｸﾘｽﾀﾙｾﾗﾑ 11,000 円) 

・ﾔｸﾙﾄ独自の乳酸菌技術による保湿成分乳酸菌発酵ｴｷｽ 

  (ﾔｸﾙﾄ ﾘﾍﾞｼｲﾎﾜｲﾄ) 

・ﾌﾞﾄﾞｳ糖の利用により酸素がﾋﾞﾀﾐﾝ C を攻撃できなくする 

  (ｼｽﾚｰｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｾﾗﾑ 2 月) 

・薬用美白有効成分 TXC とﾊﾟｰﾙﾌﾟﾛﾃｲﾝｴｷｽ配合で美しい白さへ(ｼｬﾈﾙ ﾙﾌﾞ

ﾗﾝ) 
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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 

コ

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・毛穴をめだたせないよう角質ｹｱをする(ｸﾘﾆｰｸ ﾘﾌｧｲﾆﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ) 

・しっかりした角質層を作る(日東電化工業 ﾕｰﾊﾞｲﾕｰﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾄﾅｰ) 

・乾燥、肌あれ、ﾆｷﾋﾞになりやすい肌の英気を守りながら不調ｻｲﾝの要 

 因となる不要な角質のある肌をほぐし整える 

  (ｱﾕｰﾗﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ f ｻｲﾝﾃﾞｨﾌｪﾝｽ ｽｷﾝｴﾝﾊﾝｻｰ) 

・大人の重力ﾗｲﾝにｱﾌﾟﾛｰﾁ(ｻﾗﾔ ｴｳﾞｨﾍﾞｲｽ) 

・優美･極みへ･ゆるぎないﾊﾘに抱かれた気高き素肌 

  (ｿﾆｱﾘｷｴﾙ ｴｸﾗｽﾌﾟﾚﾝﾄﾞｰﾙ) 

・保湿力+抵抗力ｴｲｼﾞﾝｸﾞｻｲﾝをよせつけない｢保湿肌質｣へ 

  (ｼﾞｮﾝｿﾝ&ｼﾞｮﾝｿﾝ ROC ｴﾆﾄﾞﾘｱﾙ) 

・目元のむくみやｸﾏなどを改善するﾊｰﾌﾞを処方の目元用 

  (ｷｰﾙｽﾞﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾎﾞﾀﾆｶﾙｱｲ 1 月) 

 ・ｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝｼﾞ酸ｶﾘｳﾑ･SF ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ配合でﾆｷﾋﾞのできやすい肌を整える 

  (ｲﾌﾟｻ ﾋﾟﾝﾌﾟﾙｸﾘｱ) 

・大人のﾆｷﾋﾞにたっぷりの水分で覆う新技術｢水のﾏｽｸ効果｣ 

  (ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 肌美精 大人のﾆｷﾋﾞ薬用美白ｸﾘｰﾑ) 

・ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟｵｲﾙ・ﾎﾎﾊﾞｵｲﾙの働きで肌の角質層の奥まで速やかに浸透 

 し、内側から凛とする肌に(ﾒﾙｳﾞｨｰﾀｼﾞｬﾎﾟﾝ ﾅﾁｭﾗﾘﾌﾄﾕｰｽﾌﾙｽｷﾝｾﾗﾑ) 

・ﾘﾌﾄ成分｢ﾗｸﾄﾌｪﾘﾝ｣を｢ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ濃度｣で配合(ｻﾗﾔ ｴｳﾞｨﾍﾞｲｽ) 

・ｸﾞﾗｲｺﾊﾞｲｵﾛｼﾞｰ(糖鎖生物学)を基盤に開発された細胞再生に働きかけ

る新成分｢ｸﾞﾘｶﾝｱｸﾃｨﾌﾞ｣配合したｽｷﾝｹｱﾗｲﾝ 

  (ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾌｫｰｴﾊﾞｰ 1 月) 

・再生効果を持つ成分｢ﾗﾝｺﾑﾛｰｽﾞの乾細胞｣を開発 

  (ﾗﾝｺﾑ ｱﾌﾟｿﾘｭﾚｸｽﾄﾚ 4 万 7250 円) 

・ﾃｲｰﾊﾞｯｸで作る化粧品(ｵﾐｼﾞｬﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ ﾃｨｰﾊﾞｯｸﾄﾅｰ) 

・内部が 2 つに分かれた容器に二剤を分離して入れ、ﾜﾝﾌﾟｯｼｭでｸﾘｰﾑと 

 ｼﾞｪﾙが同時に出てくる(ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰ ﾌｫｰｽｲﾝﾃﾝｼﾌﾞ) 
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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 

・どんな肌色にもこの 1 本で OK 

  (富士ﾌｨﾙﾑ ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾗｲﾝｱﾅﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾒﾗﾉﾀｯﾁｺﾝｼｰﾗｰ) 

・肌ﾄｰﾝをｹｱするﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ BB ｸﾘｰﾑ 

  (ｱﾓｰﾚﾊﾟｼﾌｨｯｸ ﾗｲﾌﾞﾌﾞﾗｲﾄ BB ｸﾘｰﾑ) 

・黄ぐすみを飛ばし、赤みをﾌﾟﾗｽし、血色がよく透明感のある素肌の 

 ように仕上げる(ｼｭｳｳｴﾑﾗ UV ｱﾝﾀﾞｰﾍﾞｰｽﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞﾌﾞﾑｰｽ) 

・透明感、化粧持ち、ｽｷﾝｹｱ効果をﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ 

  (ｲﾌﾟｻ ﾋﾟｭｱｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｲｽ EX) 

・高いｶﾊﾞｰ力と厚ぼったくない仕上がり(ｲﾌﾟｻ ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｺﾝｼｰﾗｰ) 

・「もうｼﾐなんて！」ｼﾐ研究ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

（富士ﾌｨﾙﾑｱｽﾀﾘﾌﾄﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰﾎﾜｲﾄ） 

・50%以上が水性成分で上質な保湿ｸﾘｰﾑのようになめらかに肌に  

 溶け込む(ｴｷｯﾌﾟ SUQQU ﾌｪｲｽﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ 50) 

 

・ｼｮｳｶﾞｴｷｽ、ｵｰｶﾞﾆｯｸｵﾘｰﾌﾞ抽出油配合 

  (ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ﾒｲｸｱｯﾌﾟﾍﾞｰｽ) 

・ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾈｯﾄ配合で肌への密着感と化粧持ちを高めた 

  (ｲﾌﾟｻ ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｺﾝｼｰﾗｰ) 

・光補正効果と凹凸補正効果に優れた新ﾋﾟｭｱｽﾑｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰとｱﾙｹﾞﾙﾐﾅ配合 

 表情美を持続する時間差ﾀﾞﾌﾞﾙﾈｯﾄ技術採用 

  (ｲﾌﾟｻ ﾋﾟｭｱｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｲｽ EX) 

・｢毛穴ｶﾊﾞｰ持続ﾊﾟｳﾀﾞｰ｣と｢皮脂吸着成分｣からなる｢W の化粧もち成分｣ 

 配合で、毛穴をふんわり明るくｶﾊﾞｰした状態を長時間持続 

  (ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾌﾙｷｰﾌﾟﾍﾞｰｽ ｸﾘｱｶﾊﾞｰﾍﾞｰｽ UV50) 
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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） 

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・ﾛｰｽﾞ&ﾉﾜｰﾙ(ｹﾞﾗﾝ ｸﾙｰｴﾙｶﾞｰﾃﾞﾆｱ) 

・“いまを美しく。もっと輝く”(CP ｺｽﾒﾃｲｸｽ ﾃﾞｨﾗﾃｨｱ ﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ N) 

・美しく装う。ﾅﾁｭﾗﾙにｹｱする（ｱﾑｪｲｸ ﾍﾞｰｽﾒｲｸ） 

・“無現の一枚”(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｻｰｼﾞｭﾎﾜｲ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｻﾏｰｼﾌｫﾚ) 

・まるで素肌が進化したような究極の｢ｲﾝﾃﾞｨｳﾞｨｼﾞｭｱﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰ｣が目覚め 

 る(ﾛｰﾗﾒﾙｼｪ ﾌﾛｰﾚｽﾌｪｲｽ 6 月) 

・肌に秘密。血色ﾊﾟｳﾀﾞｰの美しきたくらみ(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW) 

・みずみずしい輝きを纏って、発肌を透き通る 

  (ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ｼﾞｬｽﾐｰｶﾗｰ 5 月) 

・軽くて、美しい、幸せのｳﾞｪｰﾙ。ﾎｲｯﾌﾟ乳液、IN ﾊﾟｳﾀﾞﾘｨ。 

  (ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾊﾟｳﾀﾞｰｺﾝﾊﾟｸﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・“素肌が嫉妬する美触感ﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞ”厚塗り感ｾﾞﾛ､まるで美しい素肌 

  (ｽｰｼﾞｰﾆｭｰﾖｰｸ ﾃﾞﾝｸﾞｰﾀｯﾁ) 

・透きとおる表情、優しい輝き(ﾘｻｰｼﾞ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｳﾀﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・誉められる美白肌になりたい質感を叶えて透明感&ｷﾚｲは最高潮！ 

  (資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ) 

・白さの深層に迫る。無垢な輝き、よみがえる 

  (ｸﾗﾗﾝｽ ﾎﾜｲﾄｰﾌﾟﾗｽ HP ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・あふれるようなはり、透明感。輝くような白眉の肌へ 

  (ｶﾈﾎﾞｳﾄﾜﾆｰ ｴｽﾃｨﾁｭｰﾄﾞﾗｸﾞｼﾞｪ) 

・照明ﾌｧﾝﾃﾞで瞬く間にﾌｫﾄｼﾞｪﾆｯｸｽｷﾝ 

  (富士ﾌｨﾙﾑ ｱｽﾀﾘﾌﾄﾗｲﾄｱﾅﾗｲｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｽﾒｲｸｼﾘｰｽﾞ) 

・｢年齢影｣に注目。ﾚﾌ板効果配合で、肌を明るく見せるﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ 

  (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) 

 

 

・劇的に美しくくずれない(資生堂 ﾘﾊﾞｲﾀﾙ ｸﾞﾗﾅｽ) 

・時間がたってもくずれない、ﾃｶらない 

  (ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙｼﾙｷﾉｸﾊｯﾄﾊﾟｸﾄ UV) 

・水使用で化粧くずれしにくい 

  (ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃﾎﾜｲﾄｻｲｴﾝｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ ｸﾘｽﾀﾙｽﾃｲﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・下地を使わなくてもﾖﾚ･くずれに強い美しい仕上がり 

  (ｴｷｯﾌﾟ SUQQU ﾃﾞｭｱﾙｴﾌｪｸﾄﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・汗と皮脂に強いｵｲﾙﾌﾞﾛｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰがくすみとくずれを抑える 

  (ｼｭｳｴﾑﾗｸﾞﾛｰｲﾝｸﾞﾌｨｯﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・ｾｲﾖｳｼﾛﾔﾅｷﾞｴｷｽが保湿することで肌をやわらかく整える 

  (ｽｰｼﾞｰﾆｭｰﾖｰｸ ﾃﾞﾝﾀﾞｰﾀｯﾁ) 

・紫外線による乾燥ﾀﾞﾒｰｼﾞから肌を守る植物ｴｷｽ配合 

  (ﾘｻｰｼﾞ ﾎﾜｲﾄﾊﾟｳﾀﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・1.5 倍の植物力とうるおい成分配合 

  (ｸﾗﾗﾝｽ ﾎﾜｲﾄｰﾌﾟﾗｽ HP ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・毛穴が目立たずくずれにくい(ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙｼﾙｷｨﾌｨｯﾄﾊﾟｸﾄ UV) 

・下地なしで色むら、毛穴を美しくｶﾊﾞｰする(ｱｳｪｲｸ ﾍﾞｰｽﾒｲｸ) 

・毛穴・皮脂対策処方と乾燥対策処方により、大人の複雑な肌悩みを 

 効率的にｶﾊﾞｰ(ｴｷｯﾌﾟ SUQQU ﾃﾞｭｱﾙｴﾌｪｸﾄﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・ｵｾｱﾆｯｸ･ｸﾘｽﾀの始原細胞配合で肌そのものを美しくする 

  (ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾌﾟﾛﾃﾞｨｼﾞｰ P.C. ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・化粧くずれの原因となるべたつく皮脂を防ぎながら乾燥にも対応 

  (ｱﾕｰﾗﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ ) 

・肌の皮脂膜を微細に感知して最適に保つ(ｼﾞﾊﾞﾝｼｨ ｴｸﾗﾏﾃｨｼﾑ) 

・過剰な皮脂汗をﾊﾞﾗﾝｽよく吸収するﾐﾈﾗﾙﾊﾟｳﾀﾞｰ配合でさらりとした 

 みずみずしい仕上がりが持続(ﾗﾝｺﾑ ﾏｷﾌﾞﾗﾝﾐﾗｸｺﾝﾊﾟｸﾄ) 

・ｼﾞｪﾙ状の成分、革新的ﾎﾟﾘﾏｰ、保湿成分の組合せでつくる柔軟性の 

 あるｳﾞｪｰﾙ、ﾒｲｸｱｯﾌﾟﾌｨﾙﾑが肌に合わせて動く 

  (ﾎﾞﾋﾞｨﾌﾞﾗｳﾝ ﾛﾝｸﾞｳｪｱｲｰﾌﾞﾝﾌｨｴｯｼｭ) 

・使うほど美肌へと着替える。ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱとﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝの融合 

  (ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾌﾟﾛﾃﾞｲｼｰ P.C) 

・日中の日差しの熱を利用して肌をﾀﾞﾒｰｼﾞからﾌﾟﾛﾃｸﾄするととも 

 に高いｽｷﾝｹｱ効果(ﾎﾟｰﾗ B.A ｻﾞﾒｰｸｻﾏｰ) 

・ﾎｲｯﾌﾟ乳液とｺｯﾄﾝﾊﾟｳﾀﾞｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ(ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾊﾟｳﾀﾞｺﾝﾊﾟｸﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・100%ﾐﾈﾗﾙﾌｨﾙﾀｰで SPF40/PA+++ 

  (ｸﾗﾗﾝｽ UV ﾌﾟﾗｽ HP ﾏﾙﾁﾃﾞｲｽｸﾘｰﾝ) 

・ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ複合成分(ｶﾈﾎﾞｳﾄﾜﾆｰ ｴｽﾃｨﾁｭｰﾄﾞﾗｸﾞｼﾞｪ) 

 

・日本女性の肌色に合わせて開発したｽﾃｨｯｸﾀｲﾌﾟの BB 

  (ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ﾋﾟｭｱﾐﾈﾗﾙ BB ｸﾘｱｽﾃｨｯｸ) 

・ひと塗り、ｼﾐが消える、つややかな生肌(ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾌﾛｰﾚｽ ﾌｨｯﾄ) 

・透明感を与えるﾎﾜｲﾄﾐﾙｸとほんのりと桜色の甘さを添えるﾋﾟﾝｸｻﾃﾝ 

  (ｲｳﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾗﾃﾞｨｱﾝﾄｺﾝﾊﾟｸﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・きめ細かいｽﾎﾟﾝｼﾞ面使用でｶﾊﾞｰ力のあるﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝの仕上がりに。 

 毛足の長い起毛面使用でふんわりとした透明感のあるおしろ 

 いの仕上がりになる(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾏﾙﾁｺﾝﾊﾟｸﾄ) 

・ﾀｯﾁが描く見えない輝きのﾗｲﾝ 

  (ｲｳﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾗﾃﾞｨｱﾝﾄﾀｯﾁﾊｲﾗｲﾀｰ筆ﾍﾟﾝ) 

・光を識別し、ｺﾝﾄﾛｰﾙしｼｰﾝに適した肌色印象に、肌色の光で陰影を 

 ｶﾞｰﾄﾞし、ｼﾙｸのような肌色印象 

  (富士ﾌｨﾙﾑ ｱｽﾀﾘﾌﾄﾗｲﾄｱﾅﾗｲｼﾞﾝｸﾞ ﾍﾞｰｽﾒｲｸｼﾘｰｽﾞ) 

・血色ﾊﾟｳﾀﾞｰとﾂﾔﾊﾟｳﾀﾞｰを塗布直前にﾌﾞﾚﾝﾄﾞし、肌色ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝと合わ 

 せて 3 層美肌を形成(ﾚｲﾔｰﾄﾞ処方) 

  (ｴｷｯﾌﾟ SUQQU ﾃﾞｭｱﾙｴﾌｪｸﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ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 

・24h Cosme (ﾅﾁｭﾗﾙﾗﾋﾟｭﾘﾌｧｲ研究所) 

・｢URBAN GARDEN｣(ACRO THREE SS ｺﾚｸｼｮﾝ) 

・桃香浄化(ｶﾈﾎﾞｳ ﾙﾅｿﾙ 5 月) 

・ﾗｸﾞﾘｰに生きろ 99%の純粋 1%のたくらみ(資生堂 ｲﾝﾃｸﾞﾚｲﾄ) 

・ｸﾘｱﾋﾞｭｰﾃｨｰの創造(SK-Ⅱ ｸﾘｱﾋﾞｭｰﾃｨﾓｲｽﾁｭｱ ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ) 

・凛々してもやわらかなひと。ｿﾌﾄ、ｽｲｰﾄ、ﾅﾁｭﾗﾙ、ｽﾏｰﾄ、ｵｰﾗ 

  (ﾘｻｰｼﾞ)  

・生命美溢れる健康的で豊かなは表情 

  (ｱﾕｰﾗﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ ﾌﾟﾚｽﾊﾟﾜｰｶﾗｰｽﾞ 1 月) 

・“蝶がふわりと舞い降り、落としていった美しい色ときらめき” 

  (ｺｰｾｰｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW 2 月) 

・ﾌﾗﾝｽ生まれのｽﾀｲﾘｯｼｭな“ﾅﾁｭﾗﾙ&ｵｰｶﾞﾆｯｸ”ｺｽﾒ(UNE(ﾕﾇ) 

・夏がもたらすのは暖かみのあるｱｰｽｶﾗｰと真鍮色の煌めきのﾐｯｸｽ 

  (ﾅｰｽﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ NARS 5 月) 

・“くるっとｵﾝして、くるっとぼかす”(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｽﾏｲﾙｱｯﾌﾟﾁｰｸｽ) 

・お風呂上がりの肌を再現、頬紅 

  (SK-Ⅱ ｸﾘｱﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾞﾗｯｼｬｰ) 

・ｴﾐﾘｵ･ﾌﾟｯﾁとのｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝで｢地中海のﾘｳﾞｨｴﾗの夏｣をﾃｰﾏにした 

 ｻﾏｰｺﾚｸｼｮﾝ 

・ｼｬﾈﾙでみつけるﾊﾋﾟﾈｽのひみつ(ｼｬﾈﾙ ｼﾞｮﾜ ﾄﾞｳ ｳﾞｨｰｳﾞﾙ 5 月) 

 

・24h 落とさなくても OK。化学成分を使用せず天然成分だけで 

 ﾒｲｸｱｯﾌﾟ=ｽｷﾝｹｱを実現(ﾅﾁｭﾗﾙﾗﾋﾟｭﾘﾌｧｲ研究所) 

・乾燥とﾆｷﾋﾞから肌を守る高保湿ｵｲﾙ配合でﾆｷﾋﾞができにくい処方 

  (ｴﾃｭｾ ﾁｰｸｶﾗｰ h) 

・ｵｲﾙﾍﾞｰｽにﾊﾟｳﾀﾞｰを絶妙なﾊﾞﾗﾝｽで配合することにより、ｸﾘｰﾑﾀｲﾌﾟ 

 でありながらべたつかずなめらかに広がる 

  (ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾚ･ﾒﾙｳﾞｪｲﾕｰｽﾞ ﾗﾃﾞｭﾚｸﾘｰﾑ ﾁｰｸﾍﾞｰｽ) 

・ｸﾘｰﾑﾀｲﾌﾟでﾍﾞﾀつくがﾊﾟｳﾀﾞｰﾀｲﾌﾟはくずれやすい悩みを解消 

  (ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ｼﾞｭﾘｰｸﾛｳﾁｰｸ) 

・美肌成分がみずみずしい頬の土台を作る(SK-Ⅱ ｸﾘｱﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾞﾗｯｼｬｰ) 

 

・みずみずしく生命感あふれる色合をｾｯﾄ。女性らしい豊かな表情を 

 演出する(ｱﾕｰﾗﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ ﾌﾟﾚﾇﾊﾟﾜｰｶﾗｰｽﾞ 1 月) 

・全品に“ﾐﾗｸﾙｻﾌｧｲｱﾊﾟｰﾙ”配合でﾓﾙﾌｫ蝶のような鮮やかなﾌﾞﾙｰ 

  (ｺｰｾｰｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW 2 月)  

・ﾁｰｸｶﾗｰとぼかしﾊﾟｳﾀﾞｰの 2 ｽﾃｯﾌﾟで頬に自然な血色感を与え、肌を 

 ｷﾚｲに見せる(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｽﾏｲﾙｱｯﾌﾟﾁｰｸ) 

・ﾊｰﾄ模様のﾐﾙｸﾊｲﾗｲﾄとﾍﾞｰｽｶﾗｰのﾌﾞﾚﾝﾄﾞ効果でふんわりとした頬に 

 仕上げる(ｴﾃｭｾ ﾁｰｸｶﾗｰ h) 
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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 

 

・正直者か目は心の鏡(ﾏﾘｰｸｱﾝﾄ ｱｲｵｰﾌﾟﾅｰ) 

・ｻﾝﾄﾞｷｬｯｽﾙ=砂の城(ｺｰｾｰｱﾃﾞｨｸｼｮﾝｱｲｼｬﾄﾞｳ) 

・みずみずしいﾂﾔ感を湛えた大人のための上級ﾅﾁｭﾗﾙ 

  (ｴｷｯﾌﾟ SUQQU ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｶﾗｰ ｱｲｼｬﾄﾞｳ) 

・ｷﾗめきで惹きつける大胆ｱｲｽﾞ(ｽｰｼﾞｰﾆｭｰﾖｰｸ ｸﾞﾘｯﾀﾞｰﾌﾚｰｸ) 

・一度目があったら目をそらせなくなる。目力の絶対透明感 

  (SK-Ⅱ ｸﾘｱﾋﾞｭｰﾃｨｱｲｼｬﾄﾞｳ) 

・澄んだ目もとで、明るい明るい青になる(ﾌｧﾝｹﾙ) 

・4 次元のまなざしに宿る圧倒的なｸﾁｭｰﾙｱｲ(ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾉﾜｰﾙ ｸﾁｭｰﾙ)  

 

<ﾏｽｶﾗ> 

・どこまでも長いずっと美しい上向き“新基準ﾛﾝｸﾞ”(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ﾗｯｼｭﾆｽﾀ) 

 

＜ｱｲｼｬﾄﾞｳ＞ 

・光ｺﾝｼｰﾗｰ効果でまぶたのくすみを消し去りながら肌なじみのよい色 

 を重ねることによって、どんな色でも浮かずに｢似合う色｣に仕立て

る(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｽﾀｲﾘﾝｸﾞｱｲｽ) 

・混ぜたり重ね付けすることができる(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ｸﾞﾘｯﾀｰｱｲｺﾚｸｼｮﾝ) 

・海辺のｻﾝﾄﾞｷｬｯｽﾙ・輝く波間、などをｲﾒｰｼﾞした 5 色 

  (ｺｰｾｰｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ ｱｲｼｬﾄﾞｳ) 

・120 色(ﾏﾘｰｸｱﾝﾄ ｱｲｵｰﾌﾟﾅｰ) 

 

＜ﾏｽｶﾗ＞ 

・まつ毛をなめらかにｹｱしながらしなやかに整える 

  (ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ﾀﾞﾌﾞﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｶｰﾙ) 

・水に浮くほど軽いﾌｫｰﾐｭﾗでﾏｽｶﾗ液の重みでまつげが下がりにくいた

め 1 本 1 本美しくｺｰﾃｨﾝｸﾞ(ﾗﾝｺﾑ ｳﾞｨﾙﾄｳｰｽﾞﾄﾞｰﾙｱｲ 3 月) 

・形状ﾛｯｸﾎﾟﾘﾏｰがまつ毛を包みこみ、上向きのｶｰﾙをしっかりｷｰﾌﾟ 

  (ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ﾀﾞﾌﾞﾙｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｶｰﾙ) 

・ﾛｰｽﾞ等の香りをつけたﾏｽｶﾗ(ﾗﾝｺﾑ ｳﾞｨﾙﾄｳｰｽﾞﾄﾞｰﾙｱｲ 3 月) 

・まつ毛用美容液(ｻﾝﾊﾟｰ・ﾀﾘｶ ﾘﾎﾟｼﾙｴｷｽﾊﾟｰﾄ) 

・まつ毛表面のﾀﾞﾒｰｼﾞを集中補修(ｹｻﾗﾝﾊﾟｻﾗﾝ ﾗｯｼｭｴﾌｪｸﾄ) 

・ｹｱするｶｰﾙﾏｽｶﾗ（CANMAKE ﾗｯｼｭｶﾗｰ） 

＜ｱｲｼｬﾄﾞｳ＞ 
・縦だけでなく横方向にもｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝを作ることで大きな目もとを実現 
  (ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾜｲﾄﾞｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝｱｲｽﾞ) 
・茶色がかった濃い灰色のﾄｰﾌﾟｶﾗｰが色の空気をまとうようなｼｱｰな 
 仕上がりで可憐な青のﾑｰﾄﾞ(ｱｸﾛ THREE 40 ｱｲﾊﾟﾚｯﾄ) 
・｢天然ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾚｰｸ｣と｢ｻﾌｧｲｱﾌﾚｰｸ｣配合でより輝く 
  (ｽｰｼﾞｰﾆｭｰﾖｰｸ ｸﾞﾘｯﾀｄｰﾌﾚｰｸ) 
・ﾍﾞｯﾀﾘと重く映らず印象的な強い目もとに 

  (SK-Ⅱ ｸﾘｱﾋﾞｭｰﾃｨｱｲｼｬﾄﾞｳ) 
 

 

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 

・ｻﾝﾄﾞｷｬｯｽﾙ=砂の城(ｺｰｾｰ ｱﾃﾞｲｸｼｮﾝ ﾚﾃﾞｲｵﾌﾞｻﾞﾚｲｸ) 

・｢ｱﾜｰﾌﾟﾚｼｬｽ｣“美しく生きる人の、美しい唇” 

  (資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄｩﾙｰﾙｰｼﾞｭ) 

・美肌色ﾙｰｼﾞｭ。“この発色、このしっとり感、なんでぜいたく。” 

  (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) 

・春 4 つのﾗﾌﾞｶﾗｰ(ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ﾒﾛｳﾌｫﾙﾐﾝｸﾞﾙｰｼﾞｭ) 

・弾けだす色はずむうるおいﾙｰｼﾞｭで変わる､ｱｼﾘﾐﾃｯﾄﾞな 50 色 

  (ｼｭｳｳｴﾑﾗ ｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ) 

・えらんで、あそんで、ﾂﾔめいて。とろけるまでｷｭｰﾄなくちびる 

  (ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴﾌﾟﾘ ｽﾄﾞﾛｯﾌﾟｸﾞﾛｽ) 

・自分らしさは唇から(ﾏﾘｰｸｱﾝﾄ ﾘｯﾌﾟﾐｯｸｽ) 

・ｸﾘｯｸから生まれる、新しい輝き、唇のｱｸｾｻﾘｰ(ｹﾞﾗﾝ ｼｬｲﾚｵｰﾄﾏﾃｨｯｸ) 

・世にも美しい唇の立体感と“血色”を際立たせ顔だちまでｷﾚｲに見せ 

 る(SK-Ⅱ ｸﾘｱﾋﾞｭｰﾃｨﾓｲｽﾁｭｱﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ) 

 

・乾燥や紫外線から唇を守りながらﾂﾔを与える美容液 

  (ｴﾃｭｾ ﾘｯﾌﾟｴｯｾﾝｽ a) 

・ｺﾗｰｹﾞﾝ配合で唇をｹｱする(ｺｰｾｰ ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ 2 月) 

・35°で溶けるﾓｲｽﾁｬｰﾌｨｯﾄﾜｯｸｽが、なめらかなうるおいふにﾌｨｯﾄ感を

両立(ﾗﾝｺﾑ ﾙｰｼﾞｭ ｲﾝﾗﾌﾞ) 

・凝縮したうるおい成分ｽｷﾝｹｱｸﾘﾏｲﾀｰとの 2 層ﾀｲﾌﾟ 

  (SK-Ⅱ ｸﾘｱﾋﾞｭｰﾃｨﾓｲｽﾁｭｱﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ) 

・混ぜたり重ねたり、自由自在の 80 色(ﾏﾘｰｸｱﾝﾄ ﾘｯﾌﾟﾐｯｸｽ) 

 

・1 本でｸﾞﾛｽのような｢つや｣｢うるおい｣と口紅の｢発色｣｢持続｣を実現 

 口もとの表情美をつくり出す(資生堂 ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄｩﾙｰﾙｰｼﾞｭ) 

・肌の色まできれいに見せる(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) 

・春の柔らかい気配を醸し出すふんわりした色。ﾃﾞﾘｹｰﾄな桃の色から 

 にじんだようなｴｽﾌﾟﾚｯｿの色まで染め分ける 

  (M･A･C ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸﾗﾝﾅｳｪｲﾚｯﾄﾞ ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸｳｫｯﾁﾐｰｼﾏｰ 3 月) 
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メイク（ネイル） 
 

 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 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・洋服と一緒にﾈｲﾙも着替える(ｺｰｾｰ ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝﾈｲﾙﾎﾟﾘｯｼｭ) 

・ﾜﾝﾗﾝｸ上の上質ﾈｲﾙ(ｽｰｼﾞｰﾆｭｰﾖｰｸ ﾈｲﾙｶﾗｰﾗｽﾀｰ) 

・酵素透過性樹脂をｵﾘｰﾌﾞ由来ｽｸﾜﾗﾝ配合、補修、補強効果にすぐれた 

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

・ﾌﾞﾗｳﾝ、ﾀﾞｰｸﾚｯﾄﾞ、ﾌﾞﾗｯｸ、ｸﾞﾚｰの厳選したｶﾗｰﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝ 

  (ｺｰｾｰ ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝﾈｲﾙﾎﾟﾘｯｼｭ) 

・ﾓｽｺﾊﾞｲﾄが塗布後爪表面に平らに密着し、光を反射してﾐﾗｰのような 

 輝きを放つ(ｲｳﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾗ ﾗｯｸﾁｭｰﾙ) 

 

 

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 

・植物の生命力と癒し(ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾗ･ｶｽﾀ ｱﾛﾏｴｽﾃ) 

 

・毛髪せんいに近いらせん状の構造になっているﾌﾟﾛｾﾘﾑ･ｹﾗﾁﾝ配合で 

 髪の強度を高める(ｼｭﾜﾙﾂｺﾌﾍﾝｹﾙ ｻｲｵｽ) 

・柔軟でしなやかな頭皮に導く和漢食物配合 

  (ｱﾕｰﾗﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ ﾋﾞｶｯｻﾍｯﾄﾞｾﾗﾑ) 

・ｵｰｶﾞﾆｯｸ植物成分のうるおいで美しい髪と健康な頭皮へ 

  (ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾗ･ｶｽﾀ ｱﾛﾏｴｽﾃ) 

・瞬間密着+補修 輝くためのﾀﾞﾒｰｼﾞｹｱ（LUX ｽｰﾊﾟｰﾘｯﾁｼｬｲﾝ､ｽｰﾊﾟｰﾀﾞﾒｰｼﾞ

ﾘﾍﾟｱ） 

 

 

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 

・夏用ﾎﾞﾃﾞｨｸﾘｰﾑ(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ｱﾛﾏﾘｿﾞｰﾄ) 

・内側から押し上げるような弾力をもたらす日焼け止めｸﾘｰﾑ 

  (ｵﾙﾗｰﾇｼﾞｬﾎﾟﾝ ｿﾜﾝﾘﾝｸﾚｰﾙ ﾌﾟﾛﾃｸｼｵﾝ) 

 

・ﾐﾈﾗﾙ 100%さらさらﾊﾟｳﾀﾞｰﾀｲﾌﾟｻﾝｽｸﾘｰﾝ(MMC ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾟｳﾀﾞｰｻﾝｽｸﾘｰﾝ) 

・天然美容液成分配合。しっとりﾊﾟｳﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ 

  (MMC ｽｰﾊﾟｰﾐﾈﾗﾙﾊﾟｳﾀﾞｰｻﾝｽｸﾘｰﾝ) 

 

・ｼｱにﾊﾁﾐﾂをﾌﾞﾚﾝﾄﾞし、ｸﾘｰﾐｰで滑らかなﾃｸｽﾁｬｰ、ﾊﾁﾐﾂの香りでﾘﾗｯﾀｽ 

 感を演出(ﾛｸｼﾀﾝ ｼｱﾊﾆｰ ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ、ﾘｯﾌﾟﾊﾞﾀｰ、ﾏﾑｽｷﾝﾊﾞｰﾑ 1 月) 

・肌引き締め、ﾊﾘ弾力、ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄの 3×ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 

  (ｸﾗﾗﾝｽ ｸﾚｰﾑﾏｽｳﾞｪﾙﾄ ﾎﾞﾃﾞｨ用ﾏｯｻｰｼﾞｸﾘｰﾑ) 

・運動後の肌をｸｰﾙﾀﾞｳﾝし大気中の汚れもふきとる 

  (ｱﾕｰﾗﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ ｳｪﾙﾌｨｯﾄﾎﾞﾃﾞｨｰｼｰﾄ) 
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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 

・老廃物を吸着するｽﾎﾟﾝｼﾞ（MYYUKI ﾌﾞﾗｯｸﾞｽﾎﾟﾝｼﾞ） 

・もちもち濃密泡！（資生堂専科 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ ｳｫｰﾀﾘｰｵｲﾙ） 

・脂質､糖質､ﾀﾝﾊﾟｸ質､ﾋﾞﾀﾐﾝ､ﾐﾈﾗﾙの栄養分を豊富に含んでいる米ぬかを活用し、ｺﾒﾇｶｾﾗﾐﾄﾞとｾｻﾐｵｲﾙで構成

する多重ｴﾏﾙｼﾞｮﾝ配合（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｲｸﾞﾆｽ ﾌﾞﾗﾝｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ） 

・世界中から集められた効果的な天然と自社農園のﾊｰﾌﾞや花のｴｷｽを配合（ｼﾞｭﾘｰｸｼﾞｬﾊﾟﾝ ｸﾞﾚｲｽﾌﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰｸ

ﾚﾝｻﾞｰ） 

   

 

・肌を和らげながらしっとりなめらかに磨き上げる（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｲｸﾞﾆｽ ﾌﾞﾗﾝｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ） 

・重ねづけﾏｽｶﾗも残さず落としきる！（資生堂専科 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ ｳｫｰﾀﾘｰｵｲﾙ） 

・肌に最適な水分ﾊﾞﾗﾝｽを保ちながら、上質かつｸﾘｰﾐｰな感触で優しく汚れを取り除く(ｼﾞｭﾘｰｸ ｸﾚﾝｻﾞｰ 10

月) 

 

 
 

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 

・べたつかずにすっと浸透してもっちり吸いつくような肌へ（MiMc ｵｰ

ｶﾞﾆｯｸｵﾒｶﾞﾁｬｰｼﾞ） 

・安全で機能性が高いｽﾛｰｺｽﾒ開発（ｻﾝｴｲｼﾞ ｼﾙｷｭｱ） 

・ｵｲﾙ×ｳｫｰﾀｰのﾀﾞﾌﾞﾙﾌｫｰﾐｭﾗ美容液、本来あるべき体力を取り戻す

（CLARINS  ﾀﾞﾌﾞﾙｾｰﾗﾑ） 

・ｽｷﾝﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ効果、ｱﾝﾁﾌﾘｰﾗｼﾞｶﾙの保護効果で肌を守り抜く（ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ 

VAX ﾕｰｽﾌﾙｲﾄﾞ） 

・人の肌と同じﾗﾒﾗ構造を持つうるおい層、第二の肌(ｾｶﾝﾄﾞｽｷﾝ EX)を形

成し守る環境を作る（ﾚﾊﾞﾝﾃ ﾘｯﾂｳｨｽﾃﾘｱ） 

・ｱｸｱｺﾗｰｹﾞﾝｹﾞﾙ史上最強の保湿力、夕方でも乾かないﾊﾟｯｸ級のうるおい

（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ ｱｸｱｺﾗｰｹﾞﾝｹﾞﾙｽｰﾊﾟｰﾓｲｽﾁｬｰ EX） 

・うるおい高浸透処方で角層にまで入る（花王 ｸﾞﾚｲｽｿﾌｨｰﾅ） 

・ｹﾞﾙを肌になじませると 2 つのﾋｱﾙﾛﾝ水に変化。浸透ﾋｱﾙﾛﾝ水が角質層

に浸透するとともに、吸着ﾋｱﾙﾛﾝ水が肌表面にﾊﾟｯｸ幕を構築する(ｱｻﾋﾌ

ｰﾄﾞ 素肌しずく 11 月) 

・3 ﾌﾟｯｼｭして肌になじませながら浸透させることで、ｷﾒの整った透明感

のあるしなやかな肌が即効的に実感(ｱﾙﾋﾞｵﾝｴｸｻｰｼﾞｭ ﾓｲｽﾄｸﾘｽﾀﾙﾐﾙｸ 

9 月) 

・ｽｯとなじんで、ｷﾒふっくら肌本来のﾋﾟｭｱな透明感へ。（雪肌精） 

・複合成分ｽﾃﾑｱｶﾅｯｸｽｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽが複数のｴｲｼﾞﾝｸﾞｻｲﾝに働きかけﾊﾘ肌に導

く（SKⅡ 美容乳液ｽﾃﾑﾊﾟﾜｰ） 

・初期老化に負けないﾏｲﾅｽ 10 歳肌へ（ｱﾓｰﾚﾊﾟｼﾌｨｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾌｭｰﾁｬｰﾚｽﾎﾟ

ﾝｽｸﾘｰﾑ） 

・20 代後半～30 代女性の早期ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱｼﾘｰｽﾞ（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 AD） 

・ｼﾐができる肌に特有の状態をさまざまな方面から防ぐ薬用美白（資生

堂ﾎﾜｲﾄﾙｰｾﾝﾄ ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｽﾎﾟｯﾄﾀｰｹﾞﾃｨﾝｸﾞｾﾗﾑ＋） 

・ｺｸのあるﾘｯﾁな感触で溶け込むように浸透し、肌の内側からおしあげ

るようなﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ感と、外側からの弾力感を演出（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 AD 11 月） 

・季節や環境の変化で調子を崩しがちな肌をｻﾎﾟｰﾄする（ﾘｻｰｼﾞ ｽｷﾝﾒｲﾝﾃ

ﾅｲｻﾞｰ） 

・生体親和性が高く、浸透性にすぐれた二重構造のｽﾋﾟｰﾃﾞｨﾘﾉﾍﾞｰﾄｶﾌﾟｾﾙ

が、肌に触れるとすぐに浸透し、ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰｼｽﾃﾑの機能を果たす(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 AD 11 月) 

・本来肌が持っている美しくなる力。それを押さえつけている因子を純

化（ﾌｧﾝｹﾙ ﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾗｲﾝ） 

・お米のﾁｶﾗで,肌が奥から潤（肌極 肌きわみ） 

・不足した皮膚のｾﾗﾐﾄﾞ産生を促し水分保持能力そのものを改善する（ｺ

ｰｾｰ 肌極） 

・美肌に不可欠なﾊﾘ、弾力は肌の 70％（水分を除く）を占めるｺﾗｰｹﾞﾝ

が重要な役割を担っている＝ｺﾗｰｹﾞﾝの元気度（ﾘｻｰｼﾞ） 

・ｼﾐの生成の根本原因を見つめた､薬用美白美容液（ﾌｪｱﾙｰｾﾝﾄ 薬用ﾎﾜｲﾀ

ｰｴｯｾﾝｽ） 

・眠っている間に活性化する肌に独自のｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ成分を届ける（ﾍﾚﾅﾙﾋﾞ

ﾝｽﾀｲﾝ ﾌﾟﾛﾃﾞｨｼﾞｰ ﾅｲﾄｸﾘｰﾑ） 

・乾燥による小ｼﾞﾜやｼﾐが出来やすい大人の肌を徹底研究。（ｱｽﾀﾌﾞﾗﾝ） 

・多機能型ｱｽﾀｷｻﾝﾁﾝ CPX の働きで、乾燥による小じわを目立たなくする

とともに、紫外線によるﾒﾗﾆﾝの生成を抑え、ｼﾐ､､ｿﾊﾞｶｽをｹｱする(ｺｰｾｰ

ｱｽﾀﾌﾞﾗﾝ ﾛｰｼｮﾝﾓｲｽﾁｭｱ 12 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・美容液から作った化粧水､乳液（資生堂 専科） 

・保湿ｸﾘｰﾑからつくった化粧水､乳液（資生堂 専科） 

・厳選された高品質のｵｰｶﾞﾆｯｸ原料を贅沢に配合（ﾃﾗｸｵｰﾚ） 

・脂質や糖質､ﾀﾝﾊﾟｸ質、ﾋﾞﾀﾐﾝ、ﾐﾈﾗﾙなどの栄養分を豊富に含んでいる

米ぬかの美肌成分を配合（ｲｸﾞﾆｽ、ﾌﾞﾗﾝｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｸﾘｰﾑ、10 月） 

・ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ TM がｴｲｼﾞﾝｸﾞｱﾝﾃﾅの反応をｷｬｯﾁし 12 種類のｱｼﾞｱﾝ･ﾎﾞﾀﾆｶﾙで

構成された複合成分で肌をｹｱする。（ｱﾓｰﾚ ﾌｭｰﾁｬｰﾚｽﾎﾟﾝｽｾﾗﾑ） 

・ｽｷﾝｷｬﾋﾞｱｴｷｽの海の恵みと植物の力ですっきりとしたﾌｪｲｽﾗｲﾝを実現

（ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰ SC ﾘｷｯﾄﾞｴｯｾﾝｽ） 

・ﾐﾔｺｸﾞｻｴｷｽ、ﾒﾏﾂﾖｲｸﾞｻ種子ｴｷｽ、黒大豆ｴｷｽ配合（ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾋﾟｭｱﾘｰｴｲ

ｼﾞｴｯｾﾝｽ） 

・うるおいを与える新成分ﾌﾞﾘｵﾉｰﾙ（保湿成分）を配合。さらに,ｺﾗｰｹﾞﾝ

を長年研究してきたﾒﾅｰﾄﾞ独自開発の保湿成分ｴﾅｼﾞｰｱｯﾌﾟｺﾗｰｹﾞﾝと可

溶性ｺﾗｰｹﾞﾝとﾋｱﾙﾛﾝ酸の 4つの配合成分で,弾むようなﾊﾘとうるおいを

与え,豊潤な肌へ導く。（ﾒﾅｰﾄﾞｺﾗｯｸｽ） 

・保湿力に定評のあるはちみつを中心とした「ﾛｰﾔﾙﾊﾆｰⅥ」を配合(ｴﾃｭｾ 

ﾘｯﾌﾟｴｯｾﾝｽ 10 月) 

・「安定型ﾋﾞﾀﾐﾝ C 誘導体」が、ｼﾐ、そばかすを防いで明るく透明感のあ

る素肌に導く肌実感を与える(資生堂専科 美容液からつくった乳液 

9 月) 

・独自の技術で美容液のようなみずみずしさで肌にｽｯとなじむ浸透力を

実現(資生堂専科 美容液からつくった乳液 9 月) 

・次に使用する化粧液や美容成分を誘導する美容液、ｸﾞﾘｰﾝｴｷｽ配合（ﾘｻ

ｰｼﾞ ｺﾗｹﾞﾘｰﾄﾞ） 

・動物由来と植物由来を融合させた“幹細胞”成分入り（たかの友梨ｾﾙ

ﾌﾟﾗﾁﾅﾑ） 

 

２０１２/秋冬 ① 
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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

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・肌荒れなどのﾄﾗﾌﾞﾙに角質層までうるおいで満たし、つややかな肌 

に整えるﾏﾙﾁﾕｰｽｵｲﾙ（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾊｰﾊﾞﾙｵｲﾙｺﾞｰﾙﾄﾞ） 

 

・酵母の中でも肌への優れた保湿効果を発揮する「酵母培養液（保湿成

分）」のみを厳選（ｸｰｽｷﾝﾘﾌｧｲﾆﾝｸﾞ） 

・皮膚の水分保持能を改善する効果が認められた有効成分ﾗｲｽﾊﾟﾜｰ R№11

を全品に配合（ｺｰｾｰ 肌極 12 月） 

・溶ける、浸透する、包み込む⇒ﾕﾆｰｸなﾒﾙﾃｨﾝｸﾞﾘｯﾁ処方により長時間保

湿（SK-Ⅱｽｷﾝｼｸﾞﾈﾁｬｰ） 

・加齢によるうるおいの低下「ｴｲｼﾞﾝｸﾞﾄﾞﾗｲ」に着目した PQQ を配合し

た導入美容液（ｴﾋﾟｽﾃｰﾑ） 

・生物専門の教授と共同開発した、ｴｲｼﾞﾝｸﾞの新たな未来を切り拓く新

美容成分ﾘﾉﾍﾞｰﾄｃPA 配合（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｱﾝﾌｨﾈｽ） 

・画期的なｵﾘｼﾞﾅﾙｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ成分であるﾘﾉﾍﾞｰﾄｃPA を世界で初めて配合

(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 AD 11 月) 

・ｸﾞﾘｰﾝﾃｨﾓﾉｾﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰを採用し、緑茶から酵素処理を用いて細胞を抽出

し、ﾃｱﾆﾝと EGCG を注入することで抗老化作用と保湿力を高めている

(ｱﾓｰﾚﾊﾟｼﾌｨｯｸ ﾋｭｰﾁｬｰﾚｽﾎﾟﾝｽｸﾘｰﾑ 10 月) 

・角質細胞が整列するためのｶｷﾞを握る細胞間脂質ﾗﾒﾗ構造に働きかける

新成分ﾗﾒﾗｲｻﾞｰを配合(ｱﾙﾋﾞｵﾝｴｸｻｰｼﾞｭ ﾓｲｽﾄｸﾘｽﾀﾙﾐﾙｸ 9 月) 

・高配合したｽｷﾝｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ成分が角質層を整えながら、うるおいの続

く肌へと導く(ﾏｯｸｽﾌｧｸﾀｰ SKⅡ ｽﾃﾑﾊﾟﾜｰﾘｯﾁｸﾘｰﾑ 11 月) 

・完熟ﾒｶﾌﾞｴｷｽにより白艶肌に導く（佐藤製薬 ｴｸｾﾙｰﾗ ﾊﾟﾜｰｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ） 

・ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞﾒﾃﾞｨｶﾙｽｸｰﾙの協力を得て開発（ｷｰﾙｽﾞ DS） 

・お茶の水女子大との共同研究により開発された「ﾘﾉﾍﾞｰﾄｃPA」配合（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 AD） 

・ｱｼﾞｱﾝ･ﾎﾞﾀﾆｶﾙにより肌の根源と向き合い,健康な美しい肌への方程式

をみいだした（ｱﾓｰﾚﾊﾟｼﾌｨｯｸ ﾀｲﾑﾚｽﾎﾟﾝｽｸﾘｰﾑ） 

 

 

 

 

 

２０１２/秋冬 ② 
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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 

・皮脂くずれに強く、さらに化粧もちをｱｯﾌﾟさせます。（花王ｿﾌｨｰﾅ皮脂く

ずれ防止化粧下地） 

・使うたびしなやかで滑らかな肌に導く（ｼｭｰｳｴﾑﾗ UV ｱﾝﾀﾞｰﾍﾞｰｽ ﾂﾔﾑｰｽ 

ﾋﾟｰﾁ） 

・うるおいをたっぷり含んだ軽やかな使用感（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） 

・“顔色ｱｯﾌﾟ下地”（ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ） 

・瞬時に輝く,新次元の艶肌へ。（ｼｭｳｳｴﾑﾗ） 

・絶対焼きたくない！（ｻﾝｷﾗｰ） 

・紫外線､ｼﾐにしない。くすみにしない。（雪肌精） 

・光をｺﾝﾄﾛｰﾙし、ｼﾐをｶﾊﾞｰ。ｵｰﾄ補整ｺﾝｼｰﾗｰ。（ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾗｲﾄｱﾅﾗｲｼﾞﾝｸﾞ ﾒﾗﾉﾚ

ﾀｯﾁ ｺﾝｼｰﾗｰ） 

・濃密美容液効果、UV ｶｯﾄ、ｶﾊﾞｰ効果全てを叶える（資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭﾊﾟｰﾌｪ

ｸﾄﾏﾙﾁﾍﾞｰｽ） 

・最強ﾌﾞﾛｯｸ。PA++++ ｴｲｼﾞﾝｸﾞを見すえた UV ｶｯﾄ､誕生。（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｽｰﾊﾟ UV

ｶｯﾄ ﾌｫｰｽﾘﾍﾟｱﾍﾞｰｽ） 

・毛穴、小ｼﾞﾜ、色ﾑﾗをｶﾊﾞｰし、明るい肌仕上がりを持続する“顔色ｱｯﾌﾟ

下地”(ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ、ﾌﾞﾗｲﾄｶﾊﾞｰﾍﾞｰｽ UV 10 月) 

・ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝのつき、持ちをよくする機能に美容液効果を加え、ひと塗り

でうるおいの保持と、くすみのない美しい仕上がりを実現（ｺｰｾｰｴｽﾌﾟﾘｰ

ｸ 濃密うるおい美容液下地 12 月） 

 ・ﾐﾈﾗﾙｳｫｰﾀｰでつくった UV ｼﾞｪﾙ（資生堂 専科） 

・毛穴・小ｼﾞﾜをｶﾊﾞｰするｼﾙｷﾌｨｯﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ EX と､色ﾑﾗやくすみをｶﾊﾞｰする

ｺｰﾗﾙﾊﾟｳﾀﾞｰを配合（ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ） 

・整肌成分のﾓｲｽﾁｬｰﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾗｰを配合して肌にぴったりとﾌｨｯﾄ（ｼｭｳｳｴﾑﾗ、

UV ｱﾝﾀﾞｰﾍﾞｰｽﾂﾔﾑｰｽﾋﾟｰﾁ 9 月） 

 

  

 

 

 

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 

・軽いつけ心地で､ﾋﾟﾀっと密着。（資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟｲﾀﾞﾘｰ） 

・うるおう力を高め,つけているのを忘れるほどの優しいつけ心地。

（Dior NUDE） 

・ふわふわのびる。気分は､ｽﾄﾚｽﾌﾘｰ（ｾｻﾞﾝﾇ UV ｱｸｱﾑｰｽ） 

・美容液ｺｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ（ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ） 

・大人の Baby 肌つづく。（ｴｽﾌﾟﾘｰｸ） 

･ﾘｷｯﾄﾞなのに、15 秒でﾊﾟｳﾀﾞｰに変わる､新ﾀｲﾌﾟのﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ｡(ｹｲﾄ 

ﾊﾟｳﾀﾞﾚｽﾘｷｯﾄﾞ） 

・ひとぬりでｼﾙｸ肌、時間がたってもつるんとキレイ（ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ、

美容液ｺｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・凹凸が目立たずｶﾊﾞｰ効果が持続する「10 時間化粧もちﾃﾞｰﾀ取得済み」

（ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ） 

・肌に密着する微粒子ﾊﾟｳﾀﾞｰが毛穴や凹凸をｶﾊﾞｰして滑らかな肌に仕上

げる。化粧くずれした肌に重ねても均一で美しい仕上がりを再現する

(資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｵｰﾗｳﾞｪｰﾙｺﾝﾊﾟｸﾄ 11 月) 

・濃縮したﾊﾟﾜﾌﾙな植物美容液ﾐﾈﾗﾙをｲﾝ（ﾐﾈﾗﾙﾒｲｸ ｸﾘｰﾐｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・「薬用ｹｱ+美肌仕上げ」の美肌ﾍﾞｰｽﾒｰｸ（資生堂 d ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 

・100%自然由来,独自のｱｸﾃｨﾌﾞｳｫｰﾀｰ配合。（ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾇｰﾄﾞ） 

・瞬時になじんで肌に寄り添う別格のｷﾒ､ﾊﾘ､ﾂﾔ（ﾃﾞﾗｲﾃｨｱ EX） 

・汗や皮脂に負けない､無敵の透明感。（資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾎﾜｲﾄﾊﾟ

ｲﾀﾞﾘｰ） 

・毛穴までｶﾊﾞｰ。つるんとｷﾚｲ。（ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ） 

・時間がたっても毛穴、小じわが目立たない（ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ、美容液ｺｰ

ﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ）  

 

・ｻﾗｯとべたつき無く艶をｷｰﾌﾟ、欠点を自然にｶﾊﾞｰし長時間美しい仕上 

がりをｷｰﾌﾟ､完璧な素肌を装う（ｼﾞｮﾙｼﾞｵｱﾙﾏｰﾆｺｽﾒﾃｨｯｸｽ ﾏｴｽﾄﾛﾌｧﾝﾃﾞ 

ｰｼｮﾝ） 

・先進の超微粒子ﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰが､この瞬間の輝きを､ありのままに磨き抜 

く（ﾃﾞﾗｲﾃｨｱ EX） 

・つやと輝きを纏い,いきいきとした究極のﾇｰﾄﾞｽｷﾝへ。（ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾇｰﾄﾞ） 

・大人の肌はﾜｶﾞﾏﾏだから。美しい毛穴､色ﾑﾗを隠す。（ｹｲﾄ ﾌﾞﾗｲﾄｱｯﾌﾟｶ

ﾊﾞｰﾍﾞｰｽ） 

・毛穴も赤みも光で飛ばす、新ｶﾊﾞｰ力ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ。（ｺﾝｼｰﾘﾝｸﾞｶﾊﾞｰﾊﾟｸﾄ） 

・光を塗る感覚でﾌﾙﾌｪｲｽ全体に光の効果をもたらす（ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾀﾝﾗﾃﾞ 

ｨｱﾝﾄﾀｯﾁ） 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰ一粒ごとに美容液ｳﾞｪｰﾙでｺｰﾃｨﾝｸﾞ、時間が経っても、

粉っぽさが無く、毛穴や小じわが目立たない(ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ 

ｼﾙｷｩﾌｨｯﾄﾊﾟｸﾄ UV 10 月) 
 

 

 

２０１２/秋冬 ③ 
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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 

・さらふわ、ｼﾙｸﾀｯﾁ。絶妙 2 色ﾁｰｸ（ｾｻﾞﾝﾇ ｼﾙｸﾀｯﾁﾁｰｸ） 

・ﾁｰｸと口紅の色を合わせるだけでﾒｲｸがうまくなるｾｯﾄ（ｵｰﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾆﾝ

ｸﾞﾊﾟﾌｨｰﾁｰｸ＆ﾘｯﾌﾟﾊﾟﾚｯﾄ） 

・まぁるく自然な血色をつくる､香りつきﾎﾟﾝﾎﾟﾝﾙｰｽﾁｰｸ（ｶﾈﾎﾞｳ ﾗﾌﾞｰ

ｼｭｶｽｳｨｰﾄﾊﾟﾋｭｰﾑﾁｰｸ） 

・ｼﾙｷｰな輝き、鮮やかなｶﾗｰ ﾅﾁｭﾗﾙな立体感を引き出す､ﾃﾞｭｵｶﾗｰﾁｰｸ 

 （ｼｽﾚｰ ﾌｨｯﾄﾌﾞﾗｯｼｭｴｸﾗ） 

 

・厚塗り感がなく、くずれにくい。少量で、肌欠点を隠しきる高密着の

ｸﾘｰﾑｺﾝｼｰﾗｰ（ｹｲﾄ ﾌﾙｶﾊﾞｰｺﾝｼｰﾗｰ） 

・水を一滴も使用しない本物の美容液で作ったｸﾘｰﾐｰｼﾘｰｽﾞ（MiMc ｸﾘｰﾐｰ

ｼﾘｰｽﾞ） 

・ﾏｽｷｭﾘﾝ×ﾌｪﾐﾆﾝで､新たな表情を（ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ｷｬﾋﾞｱ&ｵｲｽﾀｰ） 

・理想的な立体小顔が簡単につくれる。ｼｭｰﾃﾞｨﾝｸﾞとﾊｲﾗｲﾄのｾｯﾄ。（ｽﾘﾑｸ

ﾘｴｲﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

 

 
 

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 

 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 

・ｱｲはもっと自由になれる。わがままに、思いどおりの色を選ぼう。（ｱﾅｽ

ｲ ｱｲｼｬﾄﾞｳﾊﾟﾚｯﾄ） 

・また会いたくなる美しいまなざし（資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄｩﾙｰｱｲｼｬﾄﾞｳ） 

・その目もとに、ｺﾞｰﾙﾄﾞの罠。純金のきらめき､ｺﾞｰﾙﾃﾞｨｯｼｭｱｲｽﾞ。（ｹｲﾄｺﾞｰ

ﾙﾃﾞｨｯｼｭｱｲｽﾞ） 

・肌まで明るく見せる新発想ｱｲｼｬﾄﾞｳ（ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ） 

・くすまずに発色し肌になじみ目元を大きく際立たせる（資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ 

ﾄｩﾙｰｱｲｼｬﾄﾞｳ） 

・目もとﾌｧﾝﾃﾞ×なじませﾌﾞﾗｳﾝ×ｷﾜ埋めﾗｲﾝ（資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄｩﾙｰｱｲｼｬﾄﾞ

ｳ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

・ﾍﾟﾝｼﾙなのに、まるでﾘｷｯﾄﾞ。濃く、印象的な目もとへ。（ｸﾘﾆｰｸ ｸｲｯｸﾗｲ

ﾅｰﾌｫｰｱｲｲﾝﾃﾝｽ） 

・濃く、細く。なめらかなｼﾞｪﾙﾗｲﾝで、目もとの印象を引き締める。（ｹｲﾄ 

ｽﾘﾑｼﾞｪﾙﾗｲﾅｰﾍﾟﾝｼﾙ）  

・涙袋をふっくらと強調して、うるんだような瞳を演出。（ｹｲﾄ ﾃｨｱﾘｰﾄﾞﾛ

ｯﾌﾟﾗｲﾅｰ） 

・瞬く間に発色、まなざしに強さとﾆｭｱﾝｽを描いて。（ｱﾅｽｲ  ﾍﾟﾝｼﾙｱｲﾗｲﾅｰ

WP） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・天まで届け！ﾏｽｶﾗ（伊勢半 ﾋﾛｲﾝﾒｲｸ） 

・上向きまつ毛を、形状記憶。（ｽｯｸ ｱｲﾘｯｼｭｶｰﾗｰ） 

・ｶｰﾙｱｯﾌﾟ&ﾛﾝｸﾞで、ｴｸｽﾃのような美しい目もとへ。（ｹｲﾄ ｸｲｯｸｴｸｽﾃﾛﾝｸﾞﾏｽ

ｶﾗ） 

・目ﾁﾞｶﾗは、どこまでﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟする？（ｸﾘﾆｰｸ  ﾏｽｶﾗ＆ｱｲﾗｲﾅｰ） 

・ﾏｽｶﾗの常識を変えるﾀﾞｲﾔﾙ式ﾏｽｶﾗ、誕生。（ｹｲﾄ ｱｰﾄﾀﾞｲﾔﾙﾏｽｶﾗ） 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ〉 

・目もとﾍﾞｰｽでくすみ感ｵﾌ（ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ） 

・練ﾀｲﾌﾟのｱｲﾍﾞｰｽには、まぶたのくすみや小じわをｶﾊﾞｰしなめらかに

整えるﾓｲｽﾄﾑｰｽ成分を配合（ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾋﾞｭｰﾃｨﾌｪｲｽｼｬﾄﾞｳ 7 月） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・まつ毛 1 本 1 本を扇状にｾﾊﾟﾚｰﾄさせ､ﾀﾞﾏにならずひとぬりで美しく

ﾎﾞﾘｭｰﾑｱｯﾌﾟさせる､ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌﾀｲﾌﾟ(ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ３D ﾜｲﾄﾞﾗｯｼｭﾏｽｶ

ﾗ EX 7 月) 

・ｿﾌﾄﾜｯｸｽがなめらかにまつ毛をｺｰﾃｨﾝｸﾞ(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｼｭﾀｲﾝ ﾗｯｼｭｸｲｰﾝｾﾚﾌﾞ

ﾚｰｼｮﾝ 9 月) 

 

・1 本 1 本にﾎﾞﾘｭｰﾑを与え､ﾊｰﾄﾞﾜｯｸｽが美しい仕上がりを長時間ｷｰﾌﾟ(ﾍ

ﾚﾅﾙﾋﾞﾝｼｭﾀｲﾝ ﾗｯｼｭｸｲｰﾝｾﾚﾌﾞﾚｰｼｮﾝ 9 月) 

   

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 

・すべての色に明るい印象を与える新素材のｸﾘｱﾗｽﾀｰﾊﾞｰﾙを配合(ｶﾈﾎﾞｳ

ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾋﾞｭｰﾃｨﾌｪｲｽｼｬﾄﾞｳ 7 月) 

・ﾊｲﾗｲﾄで透明感ｵﾝ（ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

<ﾏｽｶﾗ> 

 

 

 

 

２０１２/秋冬 ④ 
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メイク（リップ） 

 

 

 

ヘアケア 

 

 

 

 

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 

・ﾐﾗﾉｺﾚｸｼｮﾝﾎﾞﾃﾞｨﾊﾟｳﾀﾞｰ誕生（ｶﾈﾎﾞｳ ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾚｯｼｭﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・今年も香りに抱かれて,7 色の夢がおとずれる。（資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ ｵｰﾗ

ｳﾞｪｰﾙ） 

・くるっと発色、くるっとなじむ（ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｽﾏｲﾙｱｯﾌﾟﾁｰｸｽ） 

・美容液生まれの泡ﾊﾝﾄﾞｳｫｯｼｭ（ｳﾙﾙｱ ﾓｲｽﾄﾊﾝﾄﾞｳｫｯｼｭ） 

・ﾎｰﾑｹｱでｵｰｶﾞﾆｯｸなﾎﾞﾃﾞｨ SPA！（ｴﾌｪｸﾃｨﾌﾞｵｰｶﾞﾆｯｸ ｷｬﾝﾄﾞﾙ型ﾎｯﾄｵｲﾙﾄﾘｰ

ﾄﾒﾝﾄ） 

・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） 

・優雅にうるおって、つや肌ﾎﾞﾃﾞｨ。（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） 

・ﾈｯｸ、ﾃﾞｺﾙﾃ、ﾊﾞｽﾄまでのﾎﾞﾃﾞｨﾗｲﾝを美しく整えるｵｲﾙ状ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ美容液

（ｱｸﾛ ｽﾘｰ ｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ ﾌｫｰｶｽｾﾗﾑ） 

 

 

 コミュニケーションワード ヘアケアコスメの機能 ヘアケアコスメによる効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・きれいをつよく。（ｸﾗｼｴ いち髪） 

・ﾍﾞﾀつかず､白くならず､美しさも自信もﾊﾟﾜﾌﾙにﾛﾝｸﾞｷｰﾌﾟ。（VO5 ｽｰﾊﾟ

ｰｷｰﾌﾟﾍｱｽﾌﾟﾚｲ） 

・高浸透瞬密ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾏｽｸ（ｸﾗｼｴ いち髪） 

・5 年後も美しく豊かな髪,自信ありますか？（AVENDA ｲﾝｳﾞｧﾃｨ） 

 

 

 

・なじませるだけで毛先をしっとり整えﾀﾞﾒｰｼﾞをｹｱ、ｹｱとﾒｲｸを兼ね備

えた髪のﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ｴﾙｾｰﾌﾞｴｸｽﾄﾗｵｰﾃﾞｨﾅﾘｰｵｲﾙ) 

・生え際､根元までしっかり染まるﾘｯﾁｶﾗｰ処方。（Diosa ｸﾘｰﾑﾍｱｶﾗｰ） 

 

・はずんでも、まとまる動くたび､あふれる艶（TSUBAKI） 

・濃密なｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙ配合でさらに艶感が増し、髪に上質なつやを与えら

れるようになった（ﾛｸｼﾀﾝ ﾗﾃﾞｨｱﾝｽ） 

・白髪をｶﾊﾞｰするﾍｱｺﾝｼｰﾗｰ (ｺｰｾｰ ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ ﾀﾗｿ ﾍｱｺﾝｼｰﾗｰ) 

 

 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 

・女の欲がこの口紅をつくった。（ｽｯｸ ｸﾘｰﾐｨｸﾞﾛｳﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸﾓｲｽﾄ） 

・ﾘｯﾌﾟｸﾘｰﾑしか使わなかった私がこの口紅はﾊﾏっちゃった。（ｵｰﾌﾞ ﾌﾟﾚﾐ

ｱﾑﾙｰｼﾞｭ） 

・顔色ｱｯﾌﾟﾙｰｼﾞｭ（ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ） 

・うるおいまで落ちにくい（ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ﾙｰｼﾞｭｴｯｾﾝｽ） 

・ｵｰﾌﾞ史上最高のうるおいとﾂﾔ （ｵｰﾌﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾙｰｼﾞｭ） 

・唇を彩る､面と線。（ｽｯｸ ﾘｯﾌﾟｶﾗｰﾍﾟﾝｼﾙ） 

・鮮やかな色､輝くつやで､唇に立体感（資生堂 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾙｰｼﾞｭ） 

・1 本で､ｸﾞﾛｽのつや・うるおい×口紅の発色（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄｩｰﾙｰﾙｰｼﾞｭ） 

・裏切らない色､色､ﾊﾞﾗ色。とろけてなめらか､くちびるﾋﾛｲﾝ。（ｱﾅｽｲ ﾘ

ｯﾌﾟｸﾚﾖﾝ） 

 

 ・見たまま発色で､肌までﾊﾟｯと明るく。（ｶﾈﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ） 

・くすみのない明るい発色を引出し、ﾘｷｯﾄﾞなのに見たままのしっかり

とした色仕上がりを実現し肌の色まで明るく見せる(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(ｸﾘｰﾐｨﾘｷｯﾄﾞ) 7 月) 

・大胆で印象的なﾚｯﾄﾞと、優しくﾛﾏﾝﾃｨｯｸなﾋﾟﾝｸ。女性らしさを象徴す

る究極のｼｪｰﾄﾞが、秋を美しく彩ります。（ｹﾞﾗﾝ ﾙｰｼﾞｭｼﾞｪﾚｸｽﾄﾚ） 

・ﾐﾗｰのようにｼｬｲﾆｰに輝く､3D ｴﾌｪｸﾄﾘｯﾌﾟｸﾞﾛｽ（ｼｽﾚｰ ﾌｨｯﾄﾘｯﾌﾟｸﾞﾛｽ） 

・ｴｯｾﾝｼｬﾙｺｰﾄ処方で、ｸﾞﾛｽのようなつやとうるおい、つけたての美しい

発色、持続性を 1 本で実現（資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾄｩﾙｰﾙｰｼﾞｭ 11 月）  

・ｵﾚﾝｼﾞ系に輝くﾌﾞﾗｲﾄｱｯﾌﾟﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄを配合。ﾇｰﾃﾞｨな中に暖かさを加え、

健康的な口元を提案(ﾒｲﾍﾞﾘﾝ ｿｰﾇｰﾄﾞｺﾚｸｼｮﾝ 12 月) 

２０１２/秋冬 ⑤ 
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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 

・弾力ｸｯｼｮﾝ泡で､もっちりﾊﾘ感（花王ｿﾌｨｰﾅ） 

・贅沢な「泡」の効果で、驚くほどの「化粧のり」（ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾐﾈﾗﾙｳｫｯｼｭ） 

・泡で落とし<植物幹細胞>で癒すﾄﾋﾞｭﾙｿｰﾌﾟ（ﾄﾋﾞｭﾙｺｽﾒﾃｨｯｸｽ ﾄﾋﾞｭﾙｿｰﾌﾟ） 

 

・美肌へのｽﾃｯﾌﾟ「音波洗顔」（ｽﾊﾟﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ ﾆｭｰﾄﾗｿﾆｯｸ 音波ﾌﾞﾗｼ） 

・ﾒｰｸ落としのｽﾄﾚｽから解放!!「重ねたﾒｰｸをお湯で落とせる」(資生堂 FWB） 

・ﾒｲｸｵﾌしてｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ ﾛｰｼｮﾝｹｱまでも､ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟで手早く叶える（sisley ｵｰｴﾌｨｶｽ） 

・美容液ｸﾗｽの潤いで、ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝを落とす（ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ） 

・つるんと毛穴ﾚｽ、ｸﾘｽﾀﾙな透明感。（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ） 

・毎朝の洗顔代わりに「角質を洗い流す美容液」。（ｹｻﾗﾝﾊﾟｻﾗﾝ ｱｸｼｮﾝﾌﾞｰｽﾃｨﾝﾝｸﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・気になる毛穴の黒ずみ 

・角栓をﾌﾞﾗｼでかきだす（ｸﾗｼｴ 肌美精 Point cleansing Pen） 

・専用のﾓｽﾘﾝｸﾛｽを使ってｵﾌするﾕﾆｰｸｸﾚﾝｻﾞｰ（ｴｽﾃｨﾌｨﾛｿﾌｨ EVE LOM） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１３/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 

・肌本来のﾊﾞﾘｱ機能をｻﾎﾟｰﾄし肌の自ら守る力を助ける（ﾗ･ﾌﾟﾚﾘｰ ﾌｫｰｽ

ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｾﾗﾑ） 

・素早く肌をなめらかでﾏｯﾄにし、きめ細かな肌に整える（ｼｽﾚｰ ｸﾞﾛｰﾊﾞ

ﾙﾊﾟｰﾌｪｸﾄ） 

・弱っているﾊﾞﾘｱ機能を守り肌表面のごわつきを滑らかに整え肌本来の

柔らかさを導く（ｷｰﾙｽﾞｽｷﾝ RSQ ﾊｲﾄﾞﾚｰﾀｰ）） 

・ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞの輝きをﾋﾝﾄに導かれた肌の 3 つの輝きの相乗効果（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ・

ﾎﾞｰﾃ  ｾﾗﾑﾌﾞﾗﾝﾌﾟﾚｼｭｰ） 

・肌を内側から守り、紫外線や大気汚染から肌を守り抜く（ｼｬﾈﾙ ｻﾌﾞﾘ

ﾏｰｼﾞｭﾗﾌﾟﾛﾃｸｼｵﾝ UV） 

・老廃物に着目し疲れて見える肌を睡眠中に整える（ｼｽﾚｰ ﾎﾞﾀﾆｶﾙ D） 

・肌に手がすいつく濃厚なうるおい（ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾓｲｽﾁｭｱｺﾝﾄﾛｰﾗｰ） 

・季節や環境の変化でｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝを崩しがちな肌をみずみずしく整える 

（ｱﾙﾋﾞｵﾝ 薬用ｽｷﾝｹｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・まろやかな「水感」のﾃｸｽﾁｬｰで水分を保持する（ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ｾﾙｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ

ﾄﾞ） 

・ﾒﾗﾆﾝに多方面からｱﾌﾟﾛｰﾁする集中美白（pdc MELANOSCIENCE） 

・ﾒﾗﾆﾝの生成を抑え、ｼﾐそばかすを防止（ｴｸｻｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ ﾎﾜｲﾄｸﾌﾗｯｼｭｾﾗﾑ） 

・生活紫外線による肌の色変化に日々のﾒﾗﾆﾝｹｱで丁寧に働きかける（ｽｯ

ｸ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞ） 

・明るさを引き出す、べたつかず、透明感のある肌へ（ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾌﾟﾚｼｬｽ

ﾌﾞﾗｲﾄﾛｰｼｮﾝ） 

・ｸﾘｱな素肌のために必要な 5 つの要素「ｷﾒ､ﾊﾘ､ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ､くすみ（乾

燥による）､ﾂﾔ」のﾊﾞﾗﾝｽを整え､肌質を選ぶことなく本来の美しさを

引き出す（SK-Ⅱ） 

・毛穴回りの肌を引き締め肌をなめらかでﾏｯﾄに（ｼｽﾚｰ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾟｰﾌｪｸ 

ﾄ） 

・夏でもはずむようなｴｲｼﾞﾚｽｽｷﾝへ（資生堂 Benefiance） 

・肌本来の保湿、保護機能に着目し、ｴｲｼﾞﾝｸﾞｻｲﾝにｱﾌﾟﾛｰﾁ（epionce） 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞにごりの原因となる黒ずみと黄ばみに着目（ﾎﾟｰﾗ ﾎﾜｲﾄｼｮｯﾄ） 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱしながら､肌を美しく輝かせる（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ･ﾎﾞｰﾃ  ｸﾚｰﾑﾌﾟﾛﾃｸｼ

ｮﾝ UV） 

・ﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ（うるおいをつめた）を形成しているやわらかい膜が肌に

水分を蓄え透明感を高め、弾むようなﾊﾘ（ｸﾘﾆｰｸ ﾓｲｽﾁｬｰｻｰｼﾞｸﾘｰﾑ） 

・驚きは“実感できるまでの速さ”。30 秒速、しわ、豊齢線も若がえる

（ﾐﾘｰﾌﾞﾘｱﾝ ﾊｰﾊﾞﾙﾘﾌﾃｨｰｽﾌﾟﾚｰ） 

・「疲労」をｴｲｼﾞﾝｸﾞｻｲﾝととらえくすみのﾍﾞｰﾙを取り去り､つややかで明

るい肌に導く (ｵﾙﾗｰﾇ  ｸﾘｰﾑｴｸﾗ） 

・ふっくら立体感のあるうるんだ唇に導く唇用美容液（ｿﾆｱﾘｷｴﾙ ECLAT 

SPLENDEUR） 

・目元、口元、ﾆｷﾋﾞ、ｱｳﾄﾄﾞｱ等、専用ｱｲﾃﾑの上手なﾊﾟｰﾂ使いで､ﾄﾗﾌﾞﾙ知

らずの肌へ（ﾏﾘｰｸｱﾝﾄ ﾎﾟｲﾝﾄｹｱ） 

 

・強い肌環境作り、美肌作り⇒強く美しい肌へ（ｵﾗｸﾙ ｽｷﾝｹｱ） 

・保湿を医学する（ﾄﾞｸﾀｰｲｼｲ ｴﾑﾃﾞｨｸﾘｰﾑｴｯｾﾝｽ） 

・皮膚科との共同開発で刺激と肌の関係を追及（ｱｸｾｰﾇ） 

・医学×美学の結論、ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞと化粧水でお手入れの 8 割は決まる（美

人製造研究所 ｲｰｽﾍﾟｼｬﾙ） 

・肌表面の美しさは､規則正しいﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰから生まれる（ｵﾊﾞｼﾞ Skin 

Health Restoration） 

・紫外線､特に UVA は肌に 365 日ﾀﾞﾒｰｼﾞを与えている（日本ﾛﾚｱﾙ ﾗﾛｯｼｭﾎﾟ

ｾﾞ） 

・肌あれしていると紫外線による”炎症&黒化”が起こりやすい（資生堂ｴ

ﾘｸｼｰﾙﾎﾜｲﾄ） 

・『植物幹細胞』は､無限に増殖できる細胞 Immortal Cell で､その培養

液ﾄﾋﾞｭﾙの持つ生命力は､過酷な環境でも､数百年数千年と生存できる

植物の長寿ﾒｶﾆｽﾞﾑそのもの（ﾄﾋﾞｭﾙｺｽﾒﾁｯｸｽ ｽｰﾊﾟｰｼﾘｰｽﾞ） 

・ﾊﾞﾘｱ機能の低下により外的刺激を受け、“ほうれいせん”“たるみ”な

どの症状をおこす（ｱｸｾｰﾇ） 

 

・肌にやさしいﾉﾝｹﾐｶﾙ（ｱｸｾｰﾇ） 

・ひと吹きで真夏の肌をひきしめるｼﾞｪﾘｰﾐｽﾄ（資生堂 ﾘﾊﾞｲﾀﾙｸﾞﾗﾅｽ） 

・液晶ｹﾞﾙｸﾘｰﾑ処方によりﾊﾟｯｸのような効果を持続させる（資生堂 HAKU

ﾒﾗﾉﾌｫｰｶｽ CR） 

・女神の花ﾎﾜｲﾄｱｲﾘｽの根のｴｷｽ配合（ﾛｸｼﾀﾝ ｱｲﾘｽｴｯｾﾝｽ） 

・主成分ﾎﾜｲﾄｱｲﾘｽの根から抽出したｱｲﾘｽｴｷｽにより肌を鎮める（ﾛｸｼﾀﾝ ｱ

ｲﾘｽｴｯｾﾝｽ） 

・9 種類のｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙをこだわりの配合比率でﾌﾞﾚﾝﾄﾞ「美肌色」へ（ｶﾊﾞ

ｰﾏｰｸ ﾌﾟﾚｼｬｽﾌﾞﾗｲﾄ） 

・すこやかな肌の秘訣､ﾋﾉｷﾁｵｰﾙのﾏﾙﾁｴﾅｼﾞｰ（ﾋﾉｷ AP ﾗｲﾝ） 

・大地のﾐﾈﾗﾙ成分と植物抽出ｵｲﾙで肌ｽﾄﾚｽになりにくい肌に（ﾍﾞｱﾐﾈﾗﾙ） 

・277 の生命がある草木のｽｷﾝｹｱ（ｱｽｶ ｵｰｶﾞﾆｯｸﾊｰﾌﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑ 277） 

・ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ葉水（保湿）配合、肌をすこやかに整える（ｿﾆｱﾘｷｴﾙ ｽｷﾝﾊﾞﾗﾝ

ｼﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ） 

・永久花と言われるｲﾓｰﾃﾙにより抽出したｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙ（ﾛｸｼﾀﾝ ｲﾓｰﾃﾙﾊﾟﾌ

ｪｸﾄｽｷﾝｷｯﾄ） 

・3 つの植物成分 ﾏﾝﾉｰｽ･ﾛｻｶﾞﾘｶｴｷｽ･ｶﾓﾐｰﾙｴｷｽによりｽﾄﾚｽから守る（ｷｰﾙ

ｽﾞｽｷﾝ RSQ ﾊｲﾄﾞﾚｰﾀｰ ） 

・天然で 327 種､それも安いﾌﾙｰﾂで作る（ｱｽｶｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾌﾂｰﾙﾏﾙﾁﾋﾞｵ） 

・複数の植物ｴｷｽを相乗的に作用させ効果を強化、増大させる（ｼｽﾚｰ ﾌ

ｨﾄﾌﾞﾗﾝﾎﾜｲﾄｴｯｾﾝｽ） 

・肌にﾊﾘをもたらすｽｷﾝｷｬﾋﾞｱｴｷｽなど､こだわりの成分を配合（ﾗﾌﾟﾚﾘｰ  

ｲﾙﾐﾈｰﾃｨﾝｸﾞ） 

・緑茶由来の新成分“ｸﾞﾘｰﾝﾐﾗｸﾙ T”肌みずから美しくなろうとする力を

ｻﾎﾟｰﾄ（ｱﾓｰﾚﾊﾟｼﾌｨｯｸ ABC ｾﾗﾑ・ｵｰﾙﾃﾞｲﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞｾﾗﾑ） 

・ｾﾗﾐﾄﾞｹｱ成分により 20 代の角層にうるおいを持続（ｿﾌｨｰﾅ ｼﾞｪﾝﾇ） 

・W ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾎﾟﾘﾏｰ EX により角質層の水分を保持し外気湿度に対応しな

がらうるおいをｷｰﾌﾟする（ｿﾆｱﾘｷｴﾙ ｲﾄﾞﾗﾌﾟﾙﾐｴｰﾙｴｸｾﾗﾝ） 

・発酵代謝物「ﾅｶﾑﾗ菌」により保湿、美白、鎮静（FINGGY ） 

・独自開発の天然保湿因子 NMF 複合体で肌自らが水分を蓄えられるよう

に（ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰ） 

・ｻﾞｸﾛのﾊﾟﾜｰでﾊﾘのある「弾美肌」へ（ｻﾞ･ﾎﾞﾃﾞｨｼｮｯﾌﾟ ﾌｪｲｽｹｱ） 

・独自の美白有効成分によりﾒﾗﾆﾝ色素の生成を効率的に抑制（資生堂

WHITE LUCENT） 

・ﾒﾗﾆﾝ 5－ﾌﾞﾛｯｷﾝｸﾞｹｱとﾒﾗﾃﾞｨﾌｧｲﾝｸﾞｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽのﾃｸﾉﾛｼﾞｰで全方位からの

ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞ（ｱﾓｰﾚﾊﾟｼﾌｨｯｸ ﾗｲﾌﾞﾎﾜｲﾄ） 

・NEW ｱｽﾀｷｻﾝﾁﾝ cpx 配合、ｺｳｼﾞ酸の高い美白力でｼﾐの根源ﾒﾗﾉｻｲﾄを直撃

（ｱｽﾀﾌﾞﾗﾝ ﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝﾎﾜｲﾄ） 

・ﾊﾞｲｶﾘﾝ(ｵｳｺﾞﾝｴｷｽ)を効果的に配合した新開発 HD-90 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰによりｼﾐ 

の原因にまでｱﾌﾟﾛｰﾁ（ｴｽﾃｨｰﾛｰﾀﾞｻｲﾊﾞｰﾎﾜｲﾄ HD） 

・ﾊﾞｲｶﾘﾝ（ｵｳｺﾞﾝｴｷｽ）配合で HD－90 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰを開発、うるおいを与えな

がらﾒﾗﾆﾝを抑える（ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ ｻｲﾊﾞｰﾎﾜｲﾄ HD） 

 
 

 

２０１３/春夏 ② 



 18 

 
 

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 

  ・ﾅﾉ×美白でｼﾐ内部で固まった骨のように見えるﾒﾗﾆﾝにｱﾌﾟﾛｰﾁ（ﾌｼﾞﾌｨﾙ

ﾑ ｱｽﾀﾘﾌﾄﾎﾜｲﾄ） 

・抗ﾒﾗﾉ機能体、美白有効成分 4MSK、によりﾒﾗﾆﾝの過剰生成を抑える（ﾍﾞ

ﾈﾌｨｰｸ EX ﾃﾞｨｰﾌﾟﾎｻｲﾄﾆﾝｸﾞｽｺｰﾌﾟ） 

・炭酸ｶﾞｽ配合で肌を柔らかく、ﾆｷﾋﾞもｹｱ（ﾐｳ･ｺｽﾒﾃｨｯｸｽ 炭酸ﾌﾘﾌﾘ）・ｴｲ

ｼﾞﾝｸﾞｹｱ複合成分「ｸﾞﾘｶﾝｱｸﾃｨﾌﾞ」を独自に開発（ｲﾌﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾌｫｰｴﾊﾞｰﾘﾌﾞ

ﾚｲﾀｰｾﾗ） 

・年齢を重ねた肌をなめらかで明るい肌へ変える金箔入りｹﾞﾙ（ﾄﾞｸﾀｰｼｰ

ﾗﾎﾞ ｴﾝﾘｯﾁﾘﾌﾄｺﾞｰﾙﾄﾞﾋﾟｰﾙ） 

・ﾌﾞﾗｯｸﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ、ﾄﾘｭﾌｴｷｽを核とし、より若々しい輝きに満ちた肌へ（ｴ

ｽﾃｨｰﾛｰﾀﾞﾘﾆｭｰﾄﾘｨﾌﾞ） 

・約 6 倍の化粧水がたっぷり含まれていて､ﾊﾟｯｸもできるｺｯﾄﾝ化粧水（花

王 Biore うるおい浸透ｺｯﾄﾝ化粧水） 

・独自の JP ｽｷﾝｽﾄﾚｯﾁのﾒｿｯﾄﾞにより有効成分を浸透促進する（ｿﾌｨｰﾅ 

ALBLANC） 

・ﾌﾗｰﾚﾝの抗酸化成分+APPS の相乗効果で肌にｱﾌﾟﾛｰﾁ（HIN ｱｸﾈｽﾗﾎﾞ 28DAYS 

CURE ESSENCE） 

・美容機器を使わず美肌成分を肌の奥までしっかり届ける（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ 

ｱｸｱｲﾝﾀﾞｰﾑﾃﾞｨｰｴﾇｴｯｾﾝｽ） 

・ﾄﾙﾏﾘﾝとｺｼｮｳ果実ｴｷｽ配合で寝ている間の集中ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ（ORLANE ｿﾜﾝﾌｪﾙ

ﾑﾃﾅｲﾄ） 

 
 

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 

・きれいを纏う。魅せる<SPF50+>ﾍﾞｰｽ。（ｱｸｾｰﾇ ｽｰﾊﾟｰｻﾝｼｰﾙﾄﾞ EX） 

・ｼﾞｪﾙなのにｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌ（ｶﾈﾎﾞｳ ALLIE うるおいｼﾞｪﾙ UV） 

・肌が深呼吸できる（ｱｸｾｰﾇｽｰﾊﾟｰｻﾝｼｰﾙﾄﾞ EX 日焼け止めﾍﾞｰｽｸﾘｰﾑ） 

・濃密美容液効果（ﾏｷｱｰｼﾞｭ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾏﾙﾁﾍﾞｰｽ） 

・美白ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝの上質感を引き立て持続させる美容液のような美白ﾌﾟﾚﾒｰ

ｷｬｯﾌﾟ（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ  ｳﾞｨﾜｰﾙﾌﾞﾗﾝ） 

・ｻﾝｹｱ、ｴｲｱｼﾞﾝｽ、化粧下地の３役をこなすｻﾝｹｱｸﾘｰﾑ（ｼﾞｭﾘｰｸ ｸﾞﾚｲｽﾌﾙﾋﾞ

ｭｰﾃｨｰﾃﾞｲｸﾘｰﾑ） 

・「SPF50+」「PA++++」の最強 UV ｶｯﾄ力。さらに､乳液､化粧下地もこれ 1 本。

（Obagi ｱｸﾃｨﾌﾞｴｰｽ） 

・ﾋﾟﾝｸﾊﾟｰﾙのきらめくﾍﾞｰﾙで日本女性の肌をもっと美しく見せる（ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞ

ﾗｳﾝ ｲﾙﾐﾈｲﾃｨﾝｸﾞﾌｪｲｽﾍﾟｰｽ） 

・肌の赤みをｶﾊﾞｰし透明感のある冴えた印象に整える（ｵﾙﾋﾞｽ ｺﾝﾄﾛｰﾙﾒｲｸｱ

ｯﾌﾟﾍﾞｰｽ） 

・光をｺﾝﾄﾛｰﾙしながら肌を滑らかに見せる（ｵﾙﾋﾞｽ ｺﾝﾄﾛｰﾙﾒｲｸｱｯﾌﾟﾍﾞｰｽ） 

 ・南ｵｰｽﾄﾗﾘｱのｵｰｶﾞﾆｯｸ自社農園でﾅﾁｭﾗﾙでｻﾝｽｸﾘｰﾝ効果のある有効成分を

配合（ｼﾞｭﾘｰｸ ｸﾞﾚｲｽﾌﾙﾋﾞｭｰﾃｨｰﾃﾞｲｸﾘｰﾑ） 

・紫外線吸収剤を使わないﾉﾝｹﾐｶﾙﾀｲﾌﾟ。色素が直接肌に触れない PV(ﾊﾟ

ｰﾌｪｸﾄｳﾞｪｰﾙ)技術採用（ｱｸｾｰﾇｽｰﾊﾟｰｻﾝｼｰﾙﾄﾞ EX 日焼け止めﾍﾞｰｽｸﾘｰﾑ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

・私のﾋｽﾄﾘｰのなかで、いちばんの肌になるために。（ﾛｸｼﾀﾝ ｲﾓｰﾃﾙ） 

・ひと塗りで手放せない肌へ。その答えは、ｸｯｼｮﾝの中に―（ｱﾓｰﾚﾊﾟｼﾌｨ

ｯｸ CC ｸｯｼｮﾝ） 

・ﾌｪｻﾞｰのように軽く、ｳﾞｪﾙｳﾞｪｯﾄのようになめらかな感触（ｼｽﾚｰ ﾌｨﾄﾌﾞ

ﾗﾝﾗｲﾄﾆﾝｸﾞｺﾝﾊﾟｸﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・80%美容水仕立て。冷感ﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ誕生。（ｺｰｾｰ ｲﾝﾌｨﾆﾃｨ－ ｸｰﾙﾌｪｲｽﾊﾟ

ｳﾀﾞｰ） 

・美しい軽さ。ｴｱﾌｧﾝﾍﾞｰﾙ。新開発。毛穴も隠せるﾒｯｼｭ仕上げ ﾒｯｼｭ仕上

げが､新しい。軽い､ｷﾚｲ､涼しいﾊﾟｳﾀﾞﾘｲ（ｱﾙﾋﾞｵﾝ  ｴｸｻｰｼﾞｭﾎﾜｲﾄ） 

・ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝでは表現できない肌＝天性のﾂﾔ美肌(ｷｯｶ ﾗｳﾞｨｼﾝｸﾞｸﾞﾛｳ) 

・ﾍﾞｰｽﾒｲｸに強いこだわりをもつﾌﾞﾗﾝﾄﾞｸﾘｴｲﾀｰ吉川康雄が､艶肌をつくる

ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝを生み出しました。（ｷｯｶ ﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・「私の肌に､近づいて」明るい光の下でも見つめたい。ﾏｲｸﾛｷﾒ密肌。（ﾛ

ｸｼﾀﾝ ｲﾓｰﾃﾙ） 

 

・雪肌精の“美肌する和漢 BB ｸﾘｰﾑ”は、1 本で 6 つの効果あり！（ｺｰｾ

ｰ 雪肌精ﾎﾜｲﾄ BB ｸﾘｰﾑ） 

・使うほど､ﾅﾁｭﾗﾙな美肌へ。UV ﾌﾘｭｲﾄﾞとｾｯﾄになった限定ｷｯﾄ。（ﾛｸｼﾀﾝ 

ｲﾓｰﾃﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾚｼｬｽｾｯﾄ） 

・ひと塗り、ｼﾐが消える。つややかな「生肌」が完成。（ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾌﾛｰﾚｽ

ﾌｨｯﾄ） 

・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。（ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾓｲｽﾁｭｱｳﾞｪｰﾙ LX） 

・ﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄﾞのようになめらか。ｷﾒ細やかなな透明感のある肌へ。（ｶﾈﾎﾞｳ 

ﾐﾗﾉｺﾚｸｼｮﾝ 2014 ﾌｪｲｽｱｯﾌﾟﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・皮脂をｷｬｯﾁし、「明るさ」と「潤い」に変える新技術採用。もっとも

進化した､ｶﾊﾞｰﾏｰｸのﾊﾟｳﾀﾞﾘｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾓｲｽﾁｬｰｳﾞｪｰﾙ LX）・

選べるﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｾｯﾄで、あなたにﾍﾞｽﾄな“たまご肌”へ。（ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞ

ﾝﾍﾞﾀｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｾｯﾄ） 

・“くずれにくい”ﾒｲｸ（ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾛﾝｸﾞｳｪｱｲｰﾌﾞﾝﾌｨﾆｯｼｭﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・毛穴悩みを加速させるﾃｶﾘと乾燥を抑える（ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾃﾞｭｱﾙﾌｨｯﾄﾌﾟﾚｽﾄ

ﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

 

・濃縮されたｱｼﾞｱﾝ･ﾎﾞﾀﾆｶﾙが肌ﾄｰﾝをｹｱする（ｱﾓｰﾚﾊﾟｼﾌｨｸ ﾗｲﾄﾌﾞﾗｲﾄ BB ｸ

ﾘｰﾑ） 

・済んだ輝きを肌にﾃﾞｻﾞｲﾝします。（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ  ﾅﾁｭﾚｰﾙﾌﾟｰﾄﾞﾙﾌﾞﾗﾝ） 

・明るく澄んだ真珠肌ﾒｰｸ（ｹﾞﾗﾝ ﾍﾟﾙﾙ ﾌﾞﾗﾝ） 

・ぱっと毛穴ﾚｽ､ふわっと美肌。20 秒の魔法。Lacouture Magic!（ｺｽﾒﾃﾞ

ｺﾙﾃ LACOUTURE） 

・肌にのせた瞬間から「ｷﾚｲ!」ってわかる､新しい化粧のり。あなたの

お肌でぜひ実感してください。（花王ｿﾌｨｰﾅ ﾌﾟﾘﾏﾋﾞｽﾀ） 

 

 

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 

・素肌で感じる､夏の鼓動（THREE） 

・女性を変えてしまうのは恋よりも､新しいﾁｰｸかも。（ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ

BEAUTE） 

・化粧品は､女性にとってお気に入りのｼﾞｭｴﾘｰ（TARINA TARANTINO） 

・“ｷﾒ美肌仕上げのｸﾘｱﾗｽﾄ”と、ﾋﾟｰﾁ･ｼﾞｮﾝの世界が出会った限定ｺﾗﾎﾞ

ｱｲﾃﾑ！（ｸﾘｱﾗｽﾄ×ﾋﾟｰﾁｼﾞｮﾝ･ﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ ﾊｲｶﾊﾞｰ） 

・ﾁｰｸで､ﾘｯﾌﾟで､ﾌﾟﾗｲﾏｰで､幸せな春顔を奏でませんか。（ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ E

ﾊｯﾋﾟｰﾒｲｸｱｯﾌﾟｷｯﾄ） 

・ひと塗りで手放せない肌へ。その答えは、ｸｯｼｮﾝの中に（ｱﾓｰﾚﾊﾟｼﾌｨ

ｯｸ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｶﾗｰｺﾝﾄﾛｰﾙｸｯｼｮﾝ） 

 

・どんな光でも肌をより自然に美しくみせるﾒｰｷｬｯﾌﾟの新定番（ﾅｰｽﾞ ﾗｲ

ﾄﾘﾌﾚｸﾃｨﾝｸﾞｾｯﾃｨﾝｸﾞﾊﾟﾝﾀﾞｰ） 

・お肌に輝きを与える半貴石と､しっとり潤う植物ｴｷｽを配合したﾌｪｲｽﾊﾟ

ｳﾀﾞｰ（LOGONA FaceColor） 

 

・固定観念にしばられない色､ﾃｸｽﾁｬｰ､使い方。（ｶﾈﾎﾞｳ ｹｲﾄ） 

・美しくきらめく夏の海からｲﾝｽﾋﾟﾚｰｼｮﾝを得たｶﾗｰｺﾚｸｼｮﾝ。（ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ 

 ｼｰﾊﾟｰﾙｽﾞｺﾚｸｼｮﾝ） 

・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-ｼｮﾝが思

いのままに。ｵｰﾄﾏﾃﾞｨｯｸﾁｰｸｶﾗｰ。（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ﾌﾞﾚﾝﾄﾞﾌﾞﾗｯｼｭ） 

・急速に､強烈に到来する春。光と色彩が生み出す超越した濃密な陰影

―鮮明なｼｱﾝ､ﾊﾟﾗｷｰﾄｸﾞﾘｰﾝ､24 ｶﾗｯﾄの輝きを放つｺﾞｰﾙﾄﾞ､ﾌｭｰｼｬﾋﾟﾝｸが

鼓動します。（ﾅｰｽﾞ ｶﾗｰｺﾚｸｼｮﾝ） 

・見たままのｷｭｰﾄな色、つづく。ﾊｯﾋﾟｰに表情を彩るﾁｰｸ（ﾗﾌﾞｰｼｭｶ ﾊｯﾋﾟ

ｰﾌﾟﾚｲﾝｸﾞﾁｰｸ） 

・ﾓｰﾄﾞを遊ぶ､ﾆｭｰﾍﾞｰｼｯｸ。（THREE） 

・緊張感をはらんだ色彩がつくりだす、ﾓﾀﾞﾝな夏の表情―ｾｸｼｰで斬新な、

予想外のｸﾞﾗﾑな魅力（ﾅｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ） 

・都会的で洗練されたﾇｰﾄﾞﾒｲｸにﾈｲﾋﾞｰｶﾗｰのｱｸｾﾝﾄをつけたｸﾗｼｶﾙでﾓﾀﾞﾝ

なﾙｯｸ（ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ NAVY&NUDECOLLECTION） 
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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> 

・2 つのｶﾗｰとﾃｸｽﾁｬｰが織りなす愛（EYE）のかたち、ｽﾀｲﾘｯｼｭなｱｲｶﾗｰﾃﾞｭｵ

（THEREE ﾌﾟﾚｽﾄﾞｱｲｶﾗｰﾊﾟﾚｯﾄﾞﾃﾞｭｵ） 

・魅力的な眼差しと麗しのﾘｯﾌﾟ。春のﾒｲｸｱｯﾌﾟﾊﾟﾀｰﾝのご提案（ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲ

ﾝ ｳｫﾝﾃｯﾄﾞ） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・全方位から、目もとをﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ。（ｸﾘﾆｰｸ ﾗｯｼｭﾊﾟﾜｰﾏｽｶﾗｾｯﾄ） 

・まつ毛とまぶたに W ｱﾌﾟﾛｰﾁ。ﾊﾟｯﾁﾘとした大きな目もとを演出。（ｱﾕｰﾗ ｷ

ｭｰﾋﾞｯｸｱｲｽﾞ ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞｱｯﾌﾟﾏｽｶﾗ ｱｲﾗｯｼｭｾﾗﾑ） 

<ｶﾗｰｺﾝﾀｸﾄ> 

・瞳､格上げ！（ｼﾝｼｱ ﾌｪｱﾘｰｶﾗｰｺﾝﾀｸﾄ） 

・誰より際立つ大きな瞳を手に入れなくては。（SEED ﾋﾛｲﾝﾒｲｸｶﾗｰｺﾝﾀｸﾄ） 

・大人気ﾌﾞﾛｸﾞｻｲﾄ 700 万人の声で､納得のｶﾗｺﾝ GEM 誕生!!（PIA GEM ｶﾗｰｺﾝ

ﾀｸﾄ） 

 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 

・鮮やかなｶﾗｰと星の輝きで､目もとを自由にﾍﾟｲﾝﾄ。（ﾗﾌﾞｰｼｭｶ ｶﾗｰﾌﾞ

ﾘﾘｱﾝﾄﾍﾟﾝｼﾙ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

・漆黒の黒が「魅惑の目もと」を演出 水･汗･涙に強いのにお湯で簡

単ﾒｲｸｵﾌ!（ｱｲﾚｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ CAMEL EYELIQUIDEYELINER） 

・驚きのなめらかﾀｯﾁ。美発色ずっとｷｰﾌﾟ。まつ毛の際も曲線も思いの

ままに描ける､細芯ﾀｲﾌﾟのｼﾞｪﾙｱｲﾗｲﾅｰ（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） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・まつ毛が短い・少ない…もう大丈夫!!究極のまつ毛美容液新登場「素

まつ毛を魅せる」（ｱｲﾚｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ CAMEL EYERASSHESSENNCE） 

・ﾌﾙﾎﾞ酸による､まつ毛に優しい大人のｴｸｽﾃﾏｽｶﾗ誕生（ｱｲﾚｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ 

CAMEL EYESEX） 

<ｶﾗｰｺﾝﾀｸﾄ> 

・つけ心地ﾊﾞﾂｸﾞﾝの理由それは「ﾌﾙｷｬｽﾄﾓｰﾙﾄﾞ製法」です。（PIA  tutti

ｶﾗｰｺﾝﾀｸﾄ） 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 
・氷色のｱｲ。大人のﾌﾛｰｽﾞﾝｶﾗｰ。（ｴﾚｶﾞﾝｽ） 
・肌に溶け込む､ちょい甘ﾍﾞｰｼﾞｭ（ｵﾙﾋﾞｽ ｱｲｶﾗｰ） 

・光探しの旅にでかけて。まなざし輝くｱｲｼｬﾄﾞｳﾊﾟﾚｯﾄ。（ﾗﾌﾞｰｼｭｶ ｼｬｲ

ﾆｰﾘｯﾌﾟｱｲｽﾞ） 

・色､光､ﾂﾔ､そして影。すべてをﾊﾟﾚｯﾄに。どこから見ても美しい立体感

きわだつまなざし。4 ﾃﾞｸｽﾁｬｰｱｲｼｬﾄﾞｳ。（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ｱｲｼｬﾄﾞｳ） 

・ｼｱｰな発色だから､遊び心を発揮して､ｸﾚﾖﾝみたいに色を重ねて。ほら､

この夏狙い目の溶けない“ｽｲｰﾂ･ﾒｰｸ”が完成!（ｸﾘﾆｰｸ  ﾁｬﾋﾞｰｽﾃｨｯｸ 

ｼｬﾄﾞｳ･ﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾘｯﾌﾟｶﾗｰ） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・理想のまつげを叶える 1 本を。（ｸﾘﾆｰｸ ﾗｯｼｭﾊﾟﾜｰﾏｽｶﾗ） 

・ﾌｨﾙﾑﾀｲﾌﾟなのに 24 時間上向きｶｰﾙ!（ﾘﾝﾒﾙ ｸﾞﾚｰﾄｶｰﾙﾏｽｶﾗ 24） 

 

 
 

メイク（ネイル） 
 

 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 

 ・貼るだけﾏﾆｷｭｱ ｶﾝﾀﾝﾌｧｯｼｮﾝﾈｲﾙ！（Incoco Nail Polish Applique） 
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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 

・女は唇から生まれ変わる。はじめて似合う色、見たこともない表情。

新ﾙｰｼﾞｭ､全 20 色（ｿﾆｱﾘｷｴﾙ L ｻﾌﾞﾗｲﾑﾙｰｼﾞｭ） 

・私を咲かせる､花びらﾋﾟﾝｸ（ｵﾙﾋﾞｽ ﾙｰｼﾞｭｸﾘｽﾀﾙ） 

・唇が惹きよせる､幸せの予感。(ｴｽﾃｨｰﾛｰﾀﾞﾋﾟｭｱｶﾗｰﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・ｽｲｰﾂ・ﾒｰｸを召し上がれ。（ｸﾘﾆｰｸ ﾁｬﾋﾞｰｽﾃｨｯｸ ﾓｲｽﾁｬﾘﾝｼﾞﾝｸﾞﾘｯﾌﾟｶﾗｰ

ﾊﾞｰﾑ） 

・魅力的な眼差しと麗しのﾘｯﾌﾟ。春のﾒｲｸｱｯﾌﾟﾊﾟﾀｰﾝのご提案（ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽ

ﾀｲﾝ ｳｫﾝﾃｯﾄﾞ） 

 

・ｹｱ+ｶﾗｰを 1 本で。100%ﾅﾁｭﾗﾙﾊﾞｰﾂﾋﾞｰｽﾞのﾘｯﾌﾟｶﾗ （ーBURT`S BEES TINED 

LIP BALM ） 

・ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸな仕上がり､続く。色もうるおいも記憶する､落ちにくい口

紅（ﾗﾌﾞｰｼｭｶ ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸﾒﾓﾘｰﾙｰｼﾞｭ N） 

・食事しても色ﾂﾔかわいいｽﾃｲﾙｰｼﾞｭ（ｵｰﾌﾞ ｴｸｾﾚﾝﾄｽﾃｲﾙｰｼﾞｭ） 

・ﾗﾝｺﾑ独自のﾁﾞｭｱﾙｱﾌﾟﾘｹｰﾀｰで､下唇は均一にふっくら、上唇は美しく

形どられたｱｳﾄﾗｲﾝ。唇に恋する 12 色（ﾗﾝｺﾑ LOVEYOURLIPS） 

・３D 形状記憶ｼﾞｪﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰがふっくらとした印象のうるおいを与え、

ﾂﾔ感が持続する。（ｼｭｰｳｴﾑﾗ ｸﾞﾛｽｱﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ） 

 

・明るいﾋﾟｭｱなﾋﾟﾝｸに鮮やかなﾚｯﾄﾞのﾓﾀﾞﾝな組み合わせ。（ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ） 

・“濃厚､こっくりｽｲｰﾂ系ｶﾗ-”（ｸﾘﾆｰｸ ﾘｯﾌﾟｱｶﾗｰﾊﾞｰﾑ） 

・なめらかなひと塗りでﾘｯﾁなｶﾗｰが唇を包みこむ。（ﾛｰﾗﾒﾙｼｪ r ｸﾘｰﾑﾄﾑｰ

ｽﾘｯﾌﾟｶﾗｰ） 

・驚くほどの艶感・発色天然 100%で実現したﾘｯﾁな色の濃厚ﾙｰｼﾞｭ（MIMC 

ﾐﾈﾗﾙﾙｰｼﾞｭ） 

・とろけて、つや美発色（ちふれ ﾘｷｯﾄﾞﾙｰｼﾞｭ） 

・ｼｱｰな発色だから､遊び心を発揮して､ｸﾚﾖﾝみたいに色を重ねて。ほら､

この夏狙い目の溶けない“ｽｲｰﾂ･ﾒｰｸ”が完成!（ｸﾘﾆｰｸ  ﾁｬﾋﾞｰｽﾃｨｯｸ 

ｼｬﾄﾞｳ･ﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾘｯﾌﾟｶﾗｰ） 

・生ｸﾘｰﾑのような､なめらかなﾀｯﾁ。ぴったりとﾌｨｯﾄして､ふっくらと上

質に彩られた唇へ。濃密美発色ﾘｯﾌﾟ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

 

 

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 

・とびきり輝くｼﾞｭｰｼｰﾍｱ！（ｲﾃﾞｱｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ BIORISTA ORGANICS） 

・日本の幸で、髪を洗おう（ﾋﾞｰﾊﾞｲｲｰ 凛恋） 

・髪から始まる恋がある（ﾄﾞｳｼｼｬ indefinie） 

・美を呼び覚ます水の煌き（LIBJAPAN LaVisui） 

・毛先から美人になろう。（ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ﾘﾍﾟｱｼｬｲﾆﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・髪に命を吹き込むｹｱ（Dr.Hauschka ﾍｱｹｱ） 

・あなたに合った,3 つの使い方。朝､ﾍﾞｰｽｽﾀｲﾘﾝｸﾞ 昼､乾燥･UV ｹｱ 夜,ﾄﾘ

ｰﾄﾒﾝﾄ機能(ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ MALCA）  

・ｼｬﾝﾌﾟｰの基本は“頭皮を洗う”毛穴の汚れを取り血行をよくするﾏｯｻｰ

ｼﾞｬｰ 顔,頭皮は 1 つの風船（ｵﾌﾞｺｽﾒﾃｨｯｸｽ HEADSPABRUSH） 

・全米ﾅﾁｭﾗﾙﾍｱｹｱ部門売上 NO.1 ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ（ﾈｲﾁｬｰｽﾞｹﾞｲﾄ ｼｬﾝﾌﾟｰ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅ

ｰ） 

・美容ｸﾘﾆｯｸ発想 本格ﾍｱ&ｽｶﾙﾌﾟｹｱ（AMPLEUR PremiumPhyto） 

・あ､もちやすい。あ､気持ちいい。ﾊｰﾄの形は計算されたﾌｨｯﾄ感 哺乳瓶

の口と同じ素肌の肌に優しいﾌﾞﾗｼ。（ｵﾌﾞｺｽﾒﾃｨｯｸｽ HEADSPABRUSH） 

・再生の秘密。それは、砂漠植物ﾛｰｽﾞ･ｵﾌﾞ･ｼﾞｪﾘｺ。（LUX BIOFUSION） 

・贅沢にﾌﾞﾚﾝﾄﾞされた 5 種のﾌﾗﾜｰｴｷｽﾄﾗｵｲﾙが様々な髪の悩みにﾄｰﾀﾙｱﾌﾟ

ﾛｰﾁ（LOREAL ｴｷｽﾄﾗｵｰﾃﾞｨﾅﾘｰｵｲﾙﾘｯﾁﾌｨﾆｯｼｭ） 

・育毛×導入 10 億分の 1 ㍍単位で地肌導入！（ﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ｾﾞﾛｽ

ｶﾙﾌﾟ） 

・髪だけでなく前身にも使え､そして環境にやさしいｴｺ･ｺﾝｼｬｽなｵｰｾﾝﾃ

ｨｯｸ。（davines ｵｰｾﾝﾃﾞｨｯｸ） 

・「魔法のｵｲﾙ」と言われるﾓﾛｯｶﾝｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙ（ｽﾄｰﾘｱ ﾓｲｽﾄ･ﾀﾞｲｱﾝｼｬﾝﾌﾟｰ） 

・神秘のｴﾅｼﾞｰｵｲﾙがｼｬﾝﾌﾟｰを変える（ｼﾞｬﾊﾟﾝｹﾞｰﾄｳｪｲ ﾃﾞｨｱｼﾞｬﾝｸﾞﾙ） 

・ﾐﾙﾌｨｰﾕｶｯﾌﾟｾﾙがうるおいの質を変える。（ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ﾊｲﾄﾞﾛﾘﾆｭｰ/ｴｸ

ｽﾄﾗｶﾗｰｹｱ） 

 

・地肌力 ｽﾄﾚｽのない地肌から、自然に艶めく髪へ。（P&G h&S） 

・ふわっと作った立体感さえ 1 日つぶれない！ｹｰﾌﾟ史上最強 3D のｷｰﾌﾟ

力！（花王 ｹｰﾌﾟ） 

・ｻｯとｽﾌﾟﾚｰするだけで見た目年齢が変わる！（utena ﾏｯｼｰﾆﾚﾃﾞｨ） 

・完璧なｽﾀｲﾘﾝｸﾞには､自然のｴｯｾﾝｽが必要でした。ﾋﾞﾊﾞﾘｰﾋﾙｽﾞのﾄｯﾌﾟﾍｱ

ｻﾛﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞ､ｼﾞｮｳﾞｧﾝﾆ。（giovannni ｼｬﾝﾌﾟｰ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・はじめての透明地肌。ﾊｰﾊﾞﾙﾋﾞﾈｶﾞｰで髪も地肌もｸﾘｱに（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ｽｶﾙﾌﾟｴｯｾﾝｽ） 
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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 

・からだを洗う､というﾒｲｸｱｯﾌﾟ。（ﾗﾎﾞｰﾃ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾋﾗﾘｽ） 

・食べられる自然素材（ｸﾗｼｴﾎｰﾑﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ﾅｲｰﾌﾞ ﾅﾁｭﾗﾙﾏﾙｼｪ） 

・食べ物と同じくｸﾘｰﾝなｵｰｶﾞﾆｯｸﾎﾞﾃﾞｨｹｱ（URTEKRAM ） 

・なりたい裸へ、植物のﾁｶﾗ。（ｴﾗﾝｼﾙ ｾﾙ R） 

・抱きしめて、いいですか。素肌を、むっちりと包み込むﾎﾞﾃﾞｨｸﾘｰﾑ。

（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｼﾞｭｲｰﾙﾅｲﾄﾛｰﾌﾞﾎﾞﾃﾞｨｸﾘｰﾑ） 

・爽やかな香りとともに、みずみずしい肌へ。ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟ油配合のﾎﾞﾃﾞｨ

ｵｲﾙ。（ｲｸﾞﾆｽ ﾌﾚｯｼｭﾊｰﾍﾞｽﾄ） 

・ｺｸのあるﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞﾀｰが肌の上でなめらかに伸び潤いのある肌へ（ﾛｰﾗﾒ

ﾙｼｪ ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞﾀｰ） 

・古くから日本画や京人形の絵の具の原料として使われてきた「胡粉」。 

 その天然素材の胡粉の魅力を生かした､体に優しく地球に嬉しいﾈｲﾙｺ

ｰﾄが誕生しました。（上羽絵惣 胡粉ﾈｲﾙ） 

 

・ｻﾃﾝのようなﾂﾔとうるおいを全身に（NUXE ﾌﾞﾛﾃﾞｨｼﾞｭｰｵｲﾙ） 

・濃密なﾊﾘ。とろけるﾎﾞﾃﾞｨｹｱ。（ｿﾆｱﾘｷｴﾙ ｴｸﾗｽﾌﾟﾚﾝﾄﾞｩｰﾙ） 

・うるおいのﾊﾘ。魅惑の手肌。（ｿﾆｱﾘｷｴﾙ ｴｸﾗｽﾌﾟﾚﾝﾄﾞｩｰﾙﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ） 
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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 

・4 種のｵｰｶﾞﾆｯｸ抽出成分、ﾏﾇｶﾊﾁﾐﾂ、ｾｰｼﾞ葉抽出ｴｷｽ、ｵﾘｰﾌﾞ油、ﾎﾎﾊﾞ種子油配合のｵｲﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾊ

ﾆﾃﾞｭｳ） 

・ﾄｳﾓﾛｺｼやｻﾄｳﾀﾞｲｺﾝ等から作られた安全な天然由来の CPL（環状重合乳酸）のﾘﾝｸﾞ状の特殊な構造が肌の汚

れ、毛穴に詰まった余分な皮脂や老廃物,水道水のｶﾙｼｳﾑ、ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ等の残留物等を取り除く（ﾊｰﾍﾞｽﾄﾑｰﾝ 

BLANGELIQUE） 

・弾力クッション泡、SPT 肌浄化技術、美容液成分によるｸｯｼｮﾝ泡（花王ｿﾌｨｰﾅ ｸｯｼｮﾝ泡洗顔料） 

・美容液成分配合で W 洗顔不要 2 ｽﾃｯﾌﾟのみのｼﾝﾌﾟﾙｹｱｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ（ﾗﾌﾗ ﾊﾟｰﾑｵﾚﾝｼﾞ） 

  

・独自の「ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ製法」と「植物性原材料」で作られ、自然な素肌作りに役立つ（ﾊｰﾊﾞﾝ） 

・毛穴を洗う石鹸（MYYUKI ﾅﾁｭﾗﾙｵｰｶﾞﾆｯｸ） 

・本体が穴あき構造で、内部にまで水を入り込ませ、空気を効率よく含ませることができる(ﾌｧﾝｹﾙ はや溶

けﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・うるおいを奪いすぎないよう余分な洗浄成分をｶｯﾄした肌あたりの優しい泡立たない美容液ﾀｲﾌﾟ(ｸﾗｼｴ う

るおい美容液洗顔) 

・ﾎｯﾄｼﾞﾝｼﾞｬｰﾍﾞｰｽが肌を包み込んで血行を促進(ｲｸﾞﾆｽ ﾎｯﾄｸﾚﾝｽﾞ) 

・ｳｫｯｼﾝｸﾞﾎﾟﾘﾏｰの働きで汚れや古い角質を絡め取りﾌﾚｯｼｭﾎﾟﾘﾏｰが素早く水となじんで簡単に洗い流して明る

く滑らかな肌に(ｲｸﾞﾆｽ ﾎｯﾄｸﾚﾝｽﾞ) 

 

 
 

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 

・香りのﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝの 1 本 6 役の美容ｵｲﾙ（ｼﾞｭﾘｰｸ ﾋﾟｭｱﾊﾟﾜｰ 100%ﾅﾁｭﾗﾙ） 

・新たなる「美の生命体」。「美」は複製される。（ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ｾﾙｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ） 

  

・ｹﾞﾙが水滴に変身する新感覚（ｱｻﾋﾌｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾍﾙｽｹｱ 素肌しずく） 

・持ち歩ける、10,000ppm 以上の高濃度炭酸を美容成分に溶け込ませた

ﾐｽﾄ誕生（in-be＋V ｶｰﾎﾞﾐｽﾄ） 

・吸着ﾋｱﾙﾛﾝ水と浸透ﾋｱﾙﾛﾝ水の W ﾋｱﾙﾛﾝとﾊﾟｯｸ効果でうるおい閉じ込め

る（ｱｻﾋﾌｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾍﾙｽｹｱ 素肌しずく） 

・古くから親しまれ今に伝わる和漢植物と、生活に広く愛用されるﾊｰﾌﾞ

のｴｷｽが、長時間熟成されてひとつになり、やわらかな潤いがいきわ

たる（薬用ｵﾊﾟｰﾙ R-Ⅲ） 

・美肌ﾊﾞﾗﾝｽ処方で優れた浸透力と高い密閉力を実現。（ｺｰｾｰ ｸﾞﾚｲｽﾜﾝ） 

・”3D ﾏﾙﾁﾘﾝｸ”に迫り、ﾊﾘ・弾力のある肌へ（ｸﾗﾗﾝｽ ﾌｧｰﾐﾝｸﾞ EX ﾃﾞｲｸﾘｰﾑ） 

・溶け込むような使い心地で弾力感に満ちた仕上がり(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ﾘﾊﾞｲﾀﾘ 

ﾌﾄﾚｰｻﾞｰﾛｰｼｮﾝ) 

・6 つのﾊﾘﾂﾔ肌を保つ美容成分配合の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） 

・攻めのｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱでみなぎる弾力（ﾅﾘｽ ﾚﾁﾉﾀｲﾑ） 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞｽﾋﾟｰﾄﾞに向き合い、狙うはﾊﾘの源。（SKⅡｽﾃﾑﾊﾟﾜｰ） 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞを引き起こす「ﾀﾞﾒｰｼﾞの連鎖」（ｱｳﾞｪﾀﾞ ｸﾞﾘｰﾝｻｲｴﾝｽ） 

・大人の乾燥しがちな肌を「凛とした大人の艶肌」に、ｴｲｼﾞﾝｸﾞｽｷﾝｹｱ化

粧品『gg ｼﾞｰｼﾞｰ』誕生（江崎ｸﾞﾘｺ gg ｴﾚｼﾞﾅﾛｰｼｮﾝ） 

・ﾛｲﾔﾙｾﾞﾘｰと K24 ｺﾞｰﾙﾄﾞによるｴｲｼﾞﾝｸﾞ効果（ｵﾙﾗｰﾇ ｸﾘｰﾑﾛﾜｲﾔﾙ） 

・5 つのﾋｱﾙﾛﾝ酸×5 つのｺﾗｰｹﾞﾝでｽｷﾝｹｱとｴｲｼﾞﾝｸﾞが完了する（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗ

ﾎﾞ ｽｰﾊﾟｰﾓｲｽﾄｹﾞﾙ） 

 

・皮膚科学とﾚﾁﾉｰﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰで完成された高機能肌ﾀﾞﾒｰｼﾞｹｱﾗｲﾝ（ﾐｼｬﾚﾎﾞﾘ

ｭｰｼｮﾝ/ﾅｲﾄｼﾘｰｽﾞ） 

・肌内部の弾力因子に注目。（SKⅡｽﾃﾑﾊﾟﾜｰｴｯｾﾝｽ） 

・ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰを整え、肌本来の力を引き出し、健康的で美しい素肌に導く

という「肌再生理論」。（ﾛｰﾄ ｵﾊﾞｼﾞ） 

・十分な睡眠時間を確保することもままならないﾗｲﾌｽﾀｲﾙを持つ女性が

ﾄﾅｰとﾌﾙｲﾄﾞの間に使用することで肌ﾘｽﾞﾑを整える（ｱﾓｰﾚﾊﾟｼﾌｨｯｸ ｵｰﾙ

ﾃﾞｲﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞｹｱｾﾗﾑ） 

・肌細胞の寿命を引き延ばす画期的な有効成分の｢ﾌｨﾄｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ LC12｣を

開発、配合し、夜間における肌の自己修復力を高め、肌細胞の再生力

を活発化(ｼｽﾚｰ ｽﾌﾟﾚﾐﾔｱｲ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「DDML＋（ﾌﾟﾗｽ）」と製品名を新たに、処方刷新(ｸﾘﾆｰｸ DDML＋（ﾌﾟﾗｽ）) 

・ﾋﾄ型ｾﾗﾐﾄﾞ＋植物のﾁｶﾗで理想の肌へ。（ｴﾄｳﾞｫｽ ｾﾗﾒﾃﾞｨｶﾙ） 

・水溶性有機ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑをはじめ、ﾋｱﾙﾛﾝ酸やﾛｰﾔﾙｾﾞﾘｰ、ｵﾄｷﾞﾘｿｳｴｷｽを配合。 

（DHC ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑｼﾘｰｽﾞ） 

・ｱﾏｿﾞﾝﾎﾜｲﾄｸﾚｲで肌浄化（ｷｰﾙｽﾞ ﾚｱｱｰｽﾏｽｸ） 

・肌表面にとどまる美容酵素「ﾒﾃﾞｨｴﾝｻﾞｲﾑ」で浸透させないｽｷﾝｹｱ（美

ｶﾝﾇ 薬用美容ｼﾞｪﾙﾅｲﾄﾘｯﾁ） 

・敏感肌対応「ﾅﾉ化天然ｾﾗﾐﾄﾞ」配合（全薬工業 ｱﾙｰｼﾞｪ） 

・17 種類の天然保湿因子（NMF）で特別な保湿ｹｱ（ﾐｼｬﾆｱﾋﾞｭｰﾃｨｽｷﾝｹｱ） 

・防腐剤・合成ｹﾞﾙ化不使用の天然由来高保湿ｵｰﾙｲﾝﾜﾝｹﾞﾙ（ﾗﾌﾗ VC ｺﾗｰ

ｹﾞﾝｹﾞﾙﾌﾟﾚﾐｱﾑ） 

・保湿成分「ｸﾞﾘｺｼﾙﾄﾚﾊﾛｰｽ」を主体とし膜が肌表面をｻﾎﾟｰﾄし、ｷｭｯと上

げてｸﾞｯと止まってｸｾづけする（ｺｰｾｰ ｱｽﾀﾌﾞﾗﾝ） 

・乾燥による小じわを集中保湿し、水溶性・ｻｸｻｼﾆﾙｱﾃﾛｺﾗｰｹﾞﾝとﾋｱﾙﾛﾝ酸

Na（低分子・高分子）加水分解ﾋｱﾙﾛﾝ酸成分で濃いうるおい。（ｺｰｾｰ ｸﾞ

ﾚｲｽﾜﾝ） 

・乾燥しやすい目元をいたわる保湿成分として水溶性ｺﾗｰｹﾞﾝを配合(ｶﾈ

ﾎﾞｳｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ３D ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾅｲｽﾞ) 

・肌に海藻などからなる保湿成分ﾐﾗｸﾙﾌﾞﾛｽが配合された新ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ（ｸ

ﾚｰﾑﾄﾞｩ・ﾗ･ﾒｰﾙ） 

・ﾛｲﾔﾙｾﾞﾘｰ発酵液・浸透型ｺﾗｰｹﾞﾝ・ｴﾗｽﾁﾝ IR 成分の 3 つの美容ｴｷｽを凝

縮し、ﾅﾉｶﾌﾟｾﾙ化したｾﾗﾐﾄﾞでうるおい、ﾊﾘ感が大幅ｱｯﾌﾟ（ｵﾙﾋﾞｽ ｴｸｾﾚ

ﾝﾄｴﾝﾘｯﾁｸﾘｰﾑ） 

・ｽﾃﾑﾗｲｽﾞ iPG 配合で角層の奥から湧き上がるゆるぎないﾊﾘ感をもたら

す（ｺｽﾒﾃﾞﾃﾞｺﾙﾃ AQMW） 

・ｽｷﾝｷｬﾋﾞｱ成分を贅沢に配合したｸﾘｰﾑが一晩中お肌に働きかけ、翌朝、

ﾊﾘと輝き肌体感へ。（ﾗﾌﾟﾚﾘｰ SC ﾗｯｸｽｽﾘｰﾌﾟﾏｽｸ） 
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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

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・ﾋﾞﾀﾐﾝ A 誘導体とｱﾐﾉ A5GENE の配合により､ｷﾒのひとつひとつが濃密な

うるおいを抱いたような弾力感のあるﾊﾘ状態を保ち、うるおいで乾燥

による小じわを目立たなくする(ｲﾌﾟｻ ﾌﾟﾚﾐｱﾗｲﾝｸﾘｰﾑ) 

・発酵酵母液の驚きの美白力 8in1 効果（ﾐｼｬﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ） 

・固まったﾒﾗﾆﾝをほぐして押し出し、肌の奥から輝くような透白肌へ。

（ｱﾃﾆｱ ﾅｲﾄﾎﾜｲﾄ CC） 

・たったひとつの成分ﾋﾟﾃﾗを肌に届け、透明感に満ちたｸﾘｱな素肌へ導

く（SKⅡ ﾋﾟﾃﾗｴｯｾﾝｽ） 

・ﾐﾈﾗﾙ＆ｱﾐﾉ酸配合。肌をｼﾒﾙ！（ｷｰﾙｽﾞ） 

・ﾆｷﾋﾞﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞしない肌（ﾌｨｼｺ ﾈｸｱ） 

・肌の凹凸感。ｷｰﾙｽﾞの“きかせ技”（ｷｰﾙｽﾞ DS ﾗｲﾝｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ） 

・気になる肌の凹凸感。きめ細かく､なめらか･すべすべ肌へ。（ｷｰﾙｽﾞ DS

ﾗｲﾝｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ） 

・目もとのみならず年齢のｻｲﾝの出やすい口元の肌もｹｱする本格ｴｲｼﾞﾝｸﾞ

ｹｱ（ﾐｼｬﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ/ﾀｲﾑﾘﾝｸﾙｹｱ） 

・毎日のまつげｹｱで､長く濃く太く見せる美容液。（ｹｻﾗﾝﾊﾟｻﾗﾝ ﾗｯｼｭｴﾌｪｸ

ﾄ） 

・ﾗﾃｯｸｽﾎﾟﾘﾏｰ配合で、まつ毛の表面に柔軟性の高いﾌｨﾙﾑを形成して、柔

らかさのある仕上がりを長時間維持(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ｼｭｰﾙﾚｱﾘｽﾄｴﾊﾞｰﾌﾚ

ｯｼｭﾏｯｼﾞﾌﾟﾙｰﾌ) 

・植物性保湿ｵｲﾙ配合で、唇の上で色がｽﾙｽﾙとほどけるような贅沢な塗

心地に(ｽﾘｰ ﾋﾞﾌﾞﾗﾝﾄｻﾝﾌﾟﾁｭｱｽﾘｯﾌﾟｸﾚﾖﾝ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ﾘﾌﾄﾆﾝ、ｼｭﾍﾞﾙﾘﾌﾄ、ｾﾋﾟﾘﾌﾄなど厳選した 7 種の成分からなるﾌｪｲｽｽﾄﾚｯﾁ 

成分配合で肌表面に見えないｳﾞｪｰﾙを形成し、ﾋﾟﾝとした上向き肌へ導き

ます（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ ｱｸｱｺﾗｰｹﾞﾝｹﾞﾙ）・2 種類のﾋｱﾙﾛﾝ酸と植物成分から

なるﾌｨﾗｰｿﾘｭｰｼｮﾝと肌に届けたﾋｱﾙﾛﾝ酸を定着させるﾋｱﾙﾌｨｸｻｰを組み

合わせることで弾力性のある肌を実現する(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾌﾟﾛﾌｨﾗｰｺﾝ

ｾﾝﾄﾚｲﾄ) 

・ｱｸｱｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ、酵母ｴｷｽ､ﾌﾞｯﾁｬｰﾌﾞﾙｰﾑｴｷｽ配合で､微小循環を促進し、ｸﾏ、

くすみの気にならない活き活きと明るく輝く目元を実現(ｹﾞﾗﾝ ｽｰﾊﾟ

ｰｱｸｱｾﾛﾑﾗｲﾄ) 

・ﾌﾟﾛｷｼﾚﾝを最高濃度で配合し、ｼﾜや毛穴の目立たない、きめ細やかな

肌に整える(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ﾘﾊﾞｲﾀﾘﾌﾄﾚｰｻﾞｰｴｯｾﾝｽ) 

 

・弾性ﾎﾟﾘﾏｰﾈｯﾄ処方で寝ている間に輪郭美を作る塗るﾏｽｸ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾊﾞ

ｲﾀﾙｻｲｴﾝｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ） 

・世界のｾﾚﾌﾞﾘﾃｨの癒しの空間ﾗｸﾆｯｸ・ﾓﾝﾄﾙｰの先進美容技術着想を得て

使い心地の良さを追求し、日中の肌を守る（ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｼｭﾀｲﾝ ﾘﾌﾟﾗｽﾃｨﾃﾞ

ｲｸﾘｰﾑ） 

・ｵﾘｼﾞﾅﾙ成分をより効率的に届けられるように開発した「ﾅﾉｾｽﾀ BL」（ｱ

ﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸﾗﾌﾁｭｰﾙ） 

・ﾅﾉｷｬﾘｱとの共同開発で、植物成分を最先端のﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰｼｽﾃﾑで肌の必要

な場所に効果的に届ける新発想の美容液(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸﾗﾌﾁｭｰﾙ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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 

・この秋めざしたいﾍﾞｰｽﾒｲｸの質感は「ﾂﾔっぽいけどﾃｶってない肌」（ｺｰｾｰ 

ｴｽﾌﾟﾘｰｸ） 

・肌の内側から発光をするような美しい光で気になるｼﾜやたるみ、ほうれ

い線などの、顔の影を隠す化粧下地（ｺｰｾｰ ｴｽﾌﾟﾘｰｸ） 

 

 ・「うるおいﾊﾞﾗﾝｻｰ」配合で、外界の湿度を察知し、常に理想的な保湿

状態の肌を保つ(ｱﾕｰﾗ ｽｷﾝﾘﾒｰｶｰ) 
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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 

・女を満たす肌（ｽｯｸ ﾌﾚｰﾑﾌﾚｯｸｽ） 

・生まれたての肌を超えた、神聖なる初肌へ。（ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾀﾝ･ｸﾁｭｰﾙ） 

・ｺｽﾁｭｰﾑｽｷﾝ（ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾍﾞ-ｽﾒｲｸｱｯﾌﾟ） 

・ｽｷﾝﾘﾒｰｸという新発想―（ｱﾕｰﾗ ｽｷﾝﾘﾒｰｶｰ）  

・素肌までも美しいと感じさせる、ﾍﾞｰｽﾒｰｷｬｯﾌﾟ誕生。（ｱﾕｰﾗ ｽｷﾝﾘﾒｰｶｰ） 

・高麗人参やｶﾀﾂﾑﾘ分泌液配合（顔ﾂﾎﾞ化粧品 BB ｸﾘｰﾑ） 

・完璧な肌をｷｰﾌﾟするという名のﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（ｹﾞﾗﾝ ﾄｩﾆｭ ﾄﾞ ﾍﾟﾙﾌｪｸｼｮﾝ） 

・綿毛のようにどこまでも軽い薄膜ｳﾞｪｰﾙ。つけた感覚さえも忘れてし

まう、無重力ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ。（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾌﾗｯﾌｨｼﾙｸﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・消し去る。かわる。その肌、光の傑作。（ﾃﾞｨｼﾗ ﾍﾟﾙﾗﾃﾞｨｱﾃﾞｭｱﾙﾌｧﾝﾃﾞ

ｰｼｮﾝ） 

・10cm の距離でも、15 時間後でも美しい。ﾀﾞﾌﾞﾙｳｪｱは二度驚く。（ｴｽﾃｰ

ﾛｰﾀﾞｰ ﾀﾞﾌﾞﾙｳｪｱ） 

・外出先でも、ﾒｲｸの上から潤い補給乾燥が気になる目もと、口もと、

ほうれい線に（MMC ﾋﾞｵﾓｲｽﾁｭｱｽﾃｨｯｸ） 

 

・限界の 50%までｽｷﾝｹｱ成分でｺｰﾃｨﾝｸﾞ（ｵﾙﾋﾞｽ 新ﾙｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・80 ﾊﾟｰｾﾝﾄが美容液（ｵﾙﾋﾞｽ ｴｯｾﾝｽﾘｷｯﾄﾞ） 

・水系約 80%のｼﾞｪﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（ｿﾆｱﾘｷｴﾙ ｴｸﾗﾀﾝﾃﾞﾎﾞﾙﾀﾝ） 

・うるおい、さらにﾌﾟﾗｽ。頑固な乾燥肌にも、しっかりと「のり」と「も

ち」（ｲﾌﾟｻ  ﾋﾟｭｱﾌﾟﾛﾃｸﾄ） 

・新配合「濃縮うるおいﾊﾟｳﾀﾞｰ」の保湿力（ｵﾙﾋﾞｽ ｴｯｾﾝｽﾘｷｯﾄﾞ） 

・ｵｰｶﾞﾆｯｸｼﾙｸﾊﾊﾟｳﾀﾞｰを美容成分でｺｰﾃｨﾝｸ （゙ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・「ﾓﾉｲ・ﾄﾞ・ﾀﾋﾁ（ﾀﾋﾁの香油）」と呼ばれ太古の昔からﾀﾋﾁの伝統儀式や

美容に用いられてきた美容ｵｲﾙ（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｵｲﾙｾﾗﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ぷるんとｼﾞｪﾘｰのようなうるおい感。ﾛｰｽﾞｳｫｰﾀｰたっぷりの、美容液ﾌｧ

ﾝﾃﾞｰｼｮﾝ｡（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾓｲｽﾄｼﾙｸｼﾞｪﾘｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・まるでｺﾙｾｯﾄ、はﾊﾘ。（ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞｶﾗｰﾍﾞｰｽ） 

・いつ、どこから見ても、際たつ存在感。凛とくっきり、ｼｬｰﾌﾟなﾊﾘ肌

へ。（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｱﾝﾌｨﾈｽ） 

・どこから見ても涼しげに。毛穴ﾚｽ肌が続くﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（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） 

・ﾘｷｯﾄﾞﾀｲﾌﾟやｸﾘｰﾑﾀｲﾌﾟではつくることのできない硬質なﾂﾔのある化粧

膜が肌に密着してｴﾓﾘｴﾝﾄ効果を最大限発揮(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｵｲﾙｾﾗﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮ

ﾝ) 

・ｿﾌﾄﾍﾟｰｽﾄｵｲﾙとｱﾐﾉ酸ｺｰﾃｨﾝｸﾞﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄを繊細なﾊﾞﾗﾝｽで配合し､ﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄ

が 1 か所に固まらず分散し、薄く均一に肌表面をｶﾊﾞｰできる(ｼｭｳｳｴﾑﾗ 

ｻﾞﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞﾌﾙｲﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・ﾅﾉｽﾌｨｱとはﾋﾞﾀﾐﾝ誘導体ﾅﾉｶﾌﾟｾﾙともいう。この微粒子で美容成分を包

むことによりｲｵﾝ導入,美容成分を安定させる。肌への滞在時間をしっ

かり長くさせることが可能になり、より一層の浸透力が実現できる画

期的な誘導体。（ｱｲ･ﾃｨｰ･ｵｰ STI ﾅﾉｽﾌｨｱ） 

 

・色で、肌色をﾒｲｸする。（ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾒﾃﾞﾘﾝｸﾞｶﾗｰﾍﾞｰｽ） 

・艶、深く息づく肌。（ﾘｻｰｼﾞ ﾎﾞｰﾃ） 

・花ｵｲﾙ、艶ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｵｲﾙｾﾗﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・宝石のように輝くような印象の肌へ（ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾌﾛｰﾚｽﾌｨｯﾄ） 

・つけたての肌色をｷｰﾌﾟしながら“顔映え”する仕上がりのﾒｲｸｱｯﾌﾟﾍﾞｰ

ｽ。（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾃｨﾝﾄｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｰｽ） 

・美しさが止まらない。色褪せない。鮮やかなまでのﾊﾘと気品とともに。

（ｱﾙﾋﾞｵﾝ EXCIA） 

・ひとはけで、ﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄの肌に。「魅光浄化」のための限定ﾌｪｰｽｶﾗｰ（ｶﾈﾎﾞ

ｳ ﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄｽｷﾝ） 

・みずみずしいﾀｯﾁで毛穴までもふんわりｶﾊﾞｰ。ﾊｰﾌﾏｯﾄな美しさがつづ

くﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ。（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ｽﾑｰｽｼﾙｸﾘｷｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ｶﾗｰﾌｨﾙﾑのような、透け感（ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞｶﾗｰﾍﾞｰｽ） 

・透明ﾊﾟﾃで、上質ﾌﾗｯﾄ。（ｴﾚｶﾞﾝｽ ﾊﾟﾃｨｽｷﾝﾍﾞｰｽ） 

・つけ心地はｴｱﾘｰなのに、しっかりｶﾊﾞｰ。軽やかな仕上がりで魅せる、

ﾊﾟｳﾀﾞｰﾏｼﾞｯｸ（ｱﾃﾆｱ ｴｱﾘｰｸﾁｭｰﾙ） 

・加齢によるｼﾐ、くすみ、色ﾑﾗなどを、ひと塗りで厚塗り感なくｶﾊﾞｰし

て、つややかで若々しい印象に(ｶﾈﾎﾞｳ ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙｸﾞﾗﾝ) 

 

 

 

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 

・大人ﾊﾞﾗﾝｽなﾒｲｸを毎日楽しもう（ｵﾍﾟﾗ） 

・ｳﾞｪｰﾙがつくる､永遠のｼｯｸ（ｹﾞﾗﾝ ﾋﾞｵﾚﾏﾀﾞﾑ） 

・凛々しくも、やわらかなひと。ときめいた瞬間のような、美しい表

情へ。（ﾘｻｰｼﾞ ﾎﾟｲﾝﾄﾒｲｸ） 

・見たまま塗るだけ 目元の印象はっきり！ﾊﾟｸﾄ（花王ｵｰﾌﾞ ﾃﾞｻﾞｲﾆ

ﾝｸﾞｼﾞｭｴﾙｺﾝﾊﾟｸﾄ） 

・目元や唇をﾒｲｸしている間中ｽｷﾝｹｱするﾎﾟｲﾝﾄﾒｲｸ「ﾗﾒﾗｹｱﾊﾟｳﾀﾞｰ」配合

(ﾌｧﾝｹﾙ 無添加ﾎﾟｲﾝﾄﾒｲｸ)  

・植物性うるおい成分で肌をｹｱするﾒｲｸｱｯﾌﾟ。（無印良品） 

・思わず目を見はるほどの透明感&密着感ﾁｰｸ！（ｷｬﾝﾒｲｸ ｸﾞﾛｳﾌﾙｰﾙﾁｰｸｽ） 

・うるみ艶ﾊﾟｰﾙ配合の 7 色ﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ（資生堂ﾏｷｱｰｼﾞｭ） 

・思い切って主張するｱｲﾗｲﾝ、存在すら感じさせないﾘｯﾌﾟﾗｲﾝなどﾄｰﾀﾙで

見て活きてくるﾗｲﾝの力を大切にしている（ﾙﾅｿﾙ） 

・焼きたてのｽﾌﾚのような軽さとやわらかさ。（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ｲﾔｰﾌﾞﾗｯｼｭｺﾝ

ﾊﾟｸﾄ） 

・なりたい印象､自在にあやつるﾁｰｸｶﾗｰ誕生。（ｹｻﾗﾝﾊﾟｻﾗﾝ ﾁｰｸｶﾗｰ） 

・光・艶・立体感,これ１つで思いのままに―。（ﾚｲｺｶｽﾞｷ ｼﾞｭｴﾙｶﾗｰ） 

・ﾋﾟﾝｸの花々がふんわりと咲くように。ｲﾉｾﾝﾄに、つややかに、頬を染

め上げるﾚｰｽﾀｲﾌﾟのﾁｰｸｶﾗｰ。（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾌﾞﾗｯｼｭﾌﾞﾛｯｻﾑ） 
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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 

 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 
・こころまで浄化される（ｶﾈﾎﾞｳ ﾙﾅｿﾙ） 
・光と影の効力。（ｶﾈﾎﾞｳ ﾙﾅｿﾙ） 
・目尻 8mm で魅力あふれる大人Ｃute な愛され顔（ﾍﾞﾈﾌｨｰｸｾｵﾃｨ） 

・ｽｲｰﾄだけじゃない。ﾋﾞﾀｰだけじゃない。ｲﾒｰｼﾞﾐｯｸｽで旬の大人ﾒｲｸ。（ｺｰｾ

ｰｴｽﾌﾟﾘｰｸ） 

＜ｱｲﾗｲﾅｰ＞ 

・囲みｱｲﾗｲﾝに注目 凛と惹きつける Cool な愛され顔（ﾍﾞﾈﾌｨｰｸｾｵﾃｨ） 

 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

・ひと塗りで驚きの濃密ｱｲﾗｲﾝ。皮脂･汗･こすれに強く､描きたての美

しさが続く。（ｹｻﾗﾝﾊﾟｻﾗﾝ ﾍﾟﾝｼﾙｱｲﾗｲﾅｰ） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・満開に咲いた花のように。上向きｶｰﾙのﾌｨﾙﾑﾀｲﾌﾟﾏｽｶﾗ。（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ 

ﾌﾞﾙｰﾐﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｻﾑｲｱｰﾙﾗｯｼｭﾏｽｶﾗ） 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 
・ﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄのような上質なﾂﾔとﾃﾞｨｰﾌﾟな発色。ｼｯｸで魅惑的な雰囲気漂

うｱｲｶﾗｰ（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾍﾞﾙﾍﾞｯﾄｸﾘｽﾀﾙｱｲｽﾞ） 
・新処方が叶えた、美しい発色の軽やかなﾃｸｽﾁｭｱ。星形にかたどられ

たｺﾞｰﾙﾄﾞとﾌﾞﾗｯｸﾞが心地よくまぶたに密着。（ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ｵﾝﾁﾞｭﾗｼｵﾝｰ

ﾄﾞｰ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 
・使い続けてもまぶたくすまない（ｵﾍﾟﾗ 色素ｺｰﾃｨﾝｸﾞﾘｷｯﾄﾞﾗｲﾅ-） 
<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 
・複雑な立体のまぶたに計算つくしたﾊｲﾗｲﾄやﾁｰｸに見られる質感のｸﾞﾗ

ﾃﾞｰｼｮﾝ（ｶﾈﾎﾞｳ ﾙﾅｿﾙ） 
・重ねても決してにごることのない、独特の透明感と新たなﾆｭｱﾝｽ（ｶﾈ

ﾎﾞｳ ﾙﾅｿﾙ） 
・ﾊﾟﾚｯﾄ 1 つでｷﾚｲな発色と輝きの 4 色の色合わせも自由自在！（ｴﾚｶﾞﾝ

ｽ  ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞﾛﾏﾝ） 
・宝石を砕いたようなまばゆい輝き。存在感のある目もとを彩るｱｲｶﾗｰ

（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ｼﾞｭｴﾙｸﾘｽﾀｱｲｽﾞ 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 

・肌を魅せる唇。（ｽｯｸ） 

 

・荒れやすい唇にもなめらかﾘｯﾌﾟﾗｲﾅｰ（MIMC ﾐﾈﾗﾙﾘｯﾌﾟﾗｲﾅｰ） 

・金ｺﾛｲﾄﾞﾊﾟｳﾀﾞｰを贅沢に配合したｽｷﾝｹｱﾙｰｼﾞｭ。（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW） 

・日を追うごとになめらかな唇に導く新ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾌｫｰﾐｭﾗ。ﾘｯﾌﾟｶﾗｰ本来

のﾋﾟｭｱな輝きを叶える（ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾙｰｼﾞｭﾃﾞｨｵｰﾙ） 

・おだやかなｺﾞﾏｰｼﾞｭと再生力の高いﾊﾞｰﾑの組み合わせにより、毎日使

うほどに滑らかできめ細かくふっくらした唇を実現(ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ｿﾜﾝﾉﾜｰ

ﾙﾘｯﾌﾟ) 

・ｶﾜｲｲを高める秘密の血色ｺﾝﾄﾛｰﾙｶﾗｰ（ｶﾈﾎﾞｳ ﾗｳﾞｰｼﾞｭｶ） 

・ﾌﾚｯｼｭなﾌﾙｰﾂやｽｲｰﾂのようなｶﾗｰ。色とりどりのﾂﾔめくｸﾞﾛｽ。（ｼﾞﾙｽﾁｭ

ｱｰﾄ ｼﾞｪﾘｰﾘｯﾌﾟｸﾞﾛｽ N） 

・職人の高度な手わざによって生み出された漆器のような、精緻で官能

的な仕上がりのひと塗りで実現する、夢のようなﾙｰｼﾞｭ。（資生堂 ﾗｯ

ｶｰﾙｰｼﾞｭ） 

・ｷﾚｲに発色 口紅より透明感（ｵﾍﾟﾗ ｽﾃｨｯｸ状ｸﾞﾛｽ） 

・美発色でぷるんﾘｯﾌﾟ ｸﾞﾗﾏｽなのに上品！（ｴｸｽﾎﾞｰﾃ ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ対応ｺｽﾒ） 

・洗練された色と美しい発色。透明感あふれる艶めく唇を演出する薄づ

きﾀｲﾌﾟ。（SK-Ⅱ ｸﾘﾋﾞｭｰﾃｨﾓｲｽﾁｭｱｼｱｰﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ） 

・宝石のしずくで彩ったように、ぷっくりﾋﾟｭｱな唇へ。みずみずしくｸ

ﾘｱな発色のﾘｷｯﾄﾞﾙｰｼﾞｭ。（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾘｯﾌﾟｼﾞｭｴﾙ） 
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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 

<ﾄｰﾀﾙｹｱ> 

・次世代のｵｲﾙﾍｱｹｱ（ｽﾄｰﾘｱ ﾀﾞｲｱﾝ） 

・新習慣・ﾎｰﾑｽﾊﾟﾏｯｻｰｼﾞで頭皮ｹｱ（ｻﾗﾔ ｺｺﾊﾟｰﾑ） 

・髪は死んだ細胞。頭皮は生きている。（ｽｶﾙﾌﾟｹｱ ｽﾘｰﾎﾞﾑ） 

・髪 1 本 1 本にはたらきかう悩み別 3 つの補修力（P＆G  ﾊﾟﾝﾃｰﾝｸﾘﾆｹｱ） 

・ｲﾝﾊﾞｽ”と“ｱｳﾄﾊﾞｽ”の W ｹｱで髪にますますの美しさを（ｱｳﾞｪﾀﾞ ﾀﾞﾒｰ

ｼﾞﾘﾍﾟｱ） 

・髪の 3 層部位それぞれの損傷箇所を補修し髪本来の姿へと導く 3 層

ｱﾌﾟﾛｰﾁ（ﾍｱ･ｱｰｷﾃｸﾁｬ）ｰという考え方（ﾙﾝﾀ） 

・ｻﾛﾝのﾉｳﾊｳをとりいれ、ｻﾛﾝの仕上がりを自宅で実感（ｶﾘｴ ﾉｽﾞﾋﾞｼｮｳ） 

・ｻﾛﾝで美しくｶﾗｰﾘﾝｸﾞした髪を植物力で褪色や UV ﾀﾞﾒｰｼﾞから守るﾗｲﾝﾅｯ

ﾌﾟ（ｱｳﾞｪﾀﾞ ｶﾗｰｺﾝｻｰﾌﾞ） 

・ｱｰﾕﾙｳﾞｪｰﾀﾞの智慧と先進の植物科学の融合で生まれた髪と頭皮のｴｲｼﾞ

ﾝｸﾞｹｱｼｽﾃﾑ（ｱｳﾞｪﾀﾞ ｲﾝﾊｳﾞｧﾃｨ） 

・古来から伝承される草木や花々のﾁｶﾗでｴｲｼﾞﾝｸﾞ症状にすこやかに立ち

向かい、さらに輝く。（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ  ﾄﾞｩﾗｳﾞｨ） 

・ﾉﾝｼﾘｺﾝｼｬﾝﾌﾟｰで洗う度に頭皮や髪がｽｯﾋﾟﾝに戻り、頭皮や髪に浸透し

やすくなる（ｼﾞｬﾊﾟﾝｹﾞｰﾄｳｪｲ ﾚｳﾞｰﾙ） 

<ｼｬﾝﾌﾟｰ> 

・ｼｬﾝﾌﾟｰだけで、ふっくら仕上げ！（花王 ｾｸﾞﾚﾀ） 

<ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ> 

・指先でとろける、しなやかな髪へ。濃密ﾍｱﾏｽｸ体験。（花王 ｱｼﾞｴﾝｽ） 

・1 ｽﾃｯﾌﾟでｻﾛﾝの質感と持久力！ｲﾝﾊﾞｽﾀｲﾌﾟのｾﾙﾌﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ（ﾕﾆｿﾞﾝ ｾｰﾊﾄ

ﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・髪の根元にﾊﾘとｺｼを与えて、続けるほどに大人の髪が実感できる（P

＆G ﾊﾟﾝﾃｰﾝｸﾘﾆｹｱ） 

・艶髪は上品でｸﾗｽ感のある象徴ﾊﾟｻ毛女子は NG です!(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘｽ  ｴﾙｾｰ

ｳﾞ) 

<ﾄｰﾀﾙｹｱ> 

・高級ﾚｱｵｲﾙ配合なのにべたつかない（ｽﾄｰﾘｱ ﾓｲｽﾄﾀﾞｲｱﾝ） 

・髪をいたわる「水のﾊｰﾌﾞ」、ｱﾝｼﾞｪﾘｶの力を強化した 5 つのｴｯｾﾝｼｬﾙｵ

ｲﾙ。（ﾛｸｼﾀﾝ ﾌｧｲﾌﾞﾊｰﾌﾞｽ） 

・ｱﾌﾘｶ原産の希少ﾏﾗｰﾙｵｲﾙを毛髪補修・保湿成分として採用(ｼｭﾜﾙﾂｺﾌﾍ

ﾝｹﾙ ｻｲｵｽ) 

・ｱｲﾃﾑごとに選定した高級天然ｵｲﾙと毛髪補修成分 CMC･18-ME を配合（ｽ

ｶｲ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ ｵｲﾘﾑ） 

・「ｻｸﾗ」等純国産天然保湿成分配合、有機 JAS おで認定された植物由

来のｵｰｶﾞﾆｯｸ成分（ﾘﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾌﾞｰｹｽﾄ） 

・髪にﾋﾟｭｱな美しさを届ける天然由来成分とｴｯｾﾝｼｬﾙｵｲﾙならではの自

然なやさしさと深い癒しにこだわったﾌﾛｰﾗﾙ・ﾌﾞﾘｰｽﾞの香り

（LaVillaVita） 

・ｱﾙﾌﾟｽ産花水&果実水配合、ALL ﾉﾝｼﾘｺﾝ・ALL ﾗｳﾚｽ硫酸 NA ﾌﾘｰで頭皮環

境を整える（ﾘﾌﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ﾗｳﾞｨｽｲ） 

・すこやかな頭皮環境を育む血行気補丹ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ配合し、年齢と共に

生じる複合的な髪のお悩みをｹｱ（ｱﾓｰﾚﾊﾟｼﾌｨｯｸ 呂） 

・ﾌﾟﾘﾃｨｵｲﾙ､ｻﾞｸﾛｴｷｽ、ﾔｼ由来のｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ成分をﾌﾞﾚﾝﾄﾞしたﾄﾞﾗｲﾍｱ

用ﾍｱｹｱｼｽﾃﾑ（ｱｳﾞｪﾀﾞ ﾄﾞﾗｲﾚﾒﾃﾞｨｰ） 

・ｺﾞｰﾙﾄﾞﾋｱﾙﾛﾝ酸ｵｲﾙ配合。ﾀﾞﾒｰｼﾞを補修し、補修成分を髪の芯まで密

封（ﾕﾆﾘｰﾊﾞ LUX） 

・大きさが異なる 3 種類の微粒子で構成されたｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ成分が傷ん

だｷｭｰﾃｨｸﾙを効率的に埋めることで、ﾀﾞﾒｰｼﾞ部分を集中補修(ﾗｯｸｽ ｽ

ｰﾊﾟｰﾘｯﾁｼｬｲﾝｼｬﾝﾌﾟｰ) 

・2 種類のｵｰｶﾞﾆｯｸｵｲﾙと 3 種類のｼｭｶﾞｰ成分が髪の内側まで浸透し 1 本

1 本のﾀﾞﾒｰｼﾞを補修。（ﾕﾆｿﾞﾝ ｾｰﾊﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

<ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ> 

・天然の保湿成分が傷んだ髪の芯まで浸透し、一本一本を集中補修。

（ｱﾕｰﾗ ﾒﾃﾞｨﾃｰｼｮﾝﾘﾍﾟｱﾗﾝｽﾍｱｾﾗﾑ） 

・死海にのみ存在するﾐﾈﾗﾙ成分(ｱﾝﾊﾞｽ) 

・再生の秘密。砂漠植物ﾛｰｽﾞ･ｵﾌﾞ･ｼﾞｪﾘｺ（LUX ﾊﾞｲｵﾋｭｰｼﾞｮﾝ） 

・ﾋﾏﾜﾘｵｲﾙをﾍﾞｰｽにﾋﾞﾀﾐﾝ等をﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。全身ｹｱや頭皮ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄにも使える

ｱﾛﾏｵｲﾙ（ｱｳﾞｪﾀﾞ ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ） 

・純和草ﾌﾟﾚﾐｱﾑｴｷｽに地肌の保湿成分「高濃度茶花ｴｷｽ＆ゆずｴｷｽ」と、

髪の保湿成分「あんず油」を配合し、まとまりのある仕上がりを実

現(ｸﾗｼｴ いち髪浸透保湿地肌ﾏｯｻｰｼﾞﾏｽｸ) 

・新技術「高浸透ﾌﾞｰｽﾄ処方」が贅沢に配合した補修成分を髪の芯まで

素早く届け､ﾊﾟｻつく毛先までしなやかな艶髪に仕上げる(資生堂

TSUBAKI ﾀﾞﾒｰｼﾞｹｱ浸透ﾘﾍﾟｱｴﾏﾙｼﾞｮﾝ) 

<ﾄｰﾀﾙｹｱ> 

・植物由来弾力成分で、髪の芯から弾むように美しいｳｪｰﾌﾞ・ｶｰﾙをﾃﾞ 

ｻﾞｲﾝする（ｱｳﾞｪﾀﾞ ﾋﾞｰｶｰﾘｰ） 

・ﾓﾛｯｺの貴重なｱﾙｶﾞﾝﾂﾘｰのｵｲﾙを贅沢に配合し､潤いとつややかさを与え

る。（ﾌﾞﾚﾝﾃｨｰ ﾃﾞﾛﾝ） 

・新たなｾﾗﾐﾄﾞｶﾌﾟｾﾙが頭皮と髪を生き生きさせ､1本 1本を根元からｷｰﾌﾟ

する（ｱﾝﾌｧｰ ｽｶﾙﾌﾟ D ﾎﾞｰﾃ） 

<ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ> 

・ｶﾗｰﾘﾝｸﾞしたての髪色をそのままｷｰﾌﾟする 3 つのﾌﾟﾛﾃｸﾄ効果をもつｶﾗ

ｰｺﾝｻｰﾌﾞｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽを配合（ｱｳﾞｪﾀﾞ ｶﾗｰｺﾝｻｰﾌﾞ） 

<ｽﾀｲﾘﾝｸﾞ剤> 

・ふわっと作った立体感さえ 1 日つぶれない！3D のｷｰﾌﾟ力（花王 ｹｰﾌﾟ） 

・熱から守り、ふんわりｾｯﾄ、しっかりｷｰﾌﾟ（ｻﾗ ｶﾗｰｳｫｰﾀｰ） 

・指どおりなめらかに、うるおいつやつや。ｷｭｰﾃｨｸﾙが輝く髪に導くﾍｱ

ﾐｽﾄ（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾘﾗｯｸｽﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄﾍｱﾐｽﾄ） 

<ｶﾗｰﾘﾝｸﾞ> 

・ﾐｸﾛｻｲｽﾞの色素がｷｭｰﾃｨｸﾙの間から入り込み、髪の内部で結合。芯まで

しっかり染まり、美しい髪色が 6 週間続く（ｳｴﾗ  ｳｪﾗﾄｰﾝ） 
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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機能 コスメによる効果 

コト 

スレ 

メン 

 ド 

実 

状 

・植物の力で、男を磨く（ｱｳﾞｪﾀﾞ men） 

・うるﾂﾔの秘密は、ﾓﾛｯｺの魔法。（ﾌﾞﾚﾝﾃｨｰ ﾃﾞﾛﾝ） 

・ｽｳｨｰﾂな香りで虜にするｸﾞﾙﾏﾝｺﾚｸｼｮﾝ 体にも心にも最善を尽くす完璧

主義（ﾛｰﾗ・ﾒﾙｼｴ ﾎﾞﾃﾞｨ＆ﾊﾞｽ） 

・石鹸作りは、料理と同じです（ｼｭﾊﾞｲﾂｱｰ高橋 100%ﾊﾞｰｼﾞﾝﾉﾘｰﾌﾞｵｲﾙ石

鹸） 

・髪だけ？顔だけ？体だけ？うるおうﾀﾞｳﾞなら,1 ヶ所だけじゃもった

いない!（ﾕﾆﾘｰﾊﾞ ﾀﾞｳﾞ） 

・「ﾅﾁｭﾗﾙ&ﾋﾞｰｶﾞﾝｽｷﾝｹｱ」で一生ﾓﾉの基礎肌力を作る。（ﾊｰﾊﾞﾝ ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ） 

・まろやかなﾀｯﾁでなめらかなのび。肌にとろけるようになじむﾎﾞﾃﾞｨﾐ 

ﾙｸ（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾘﾗｯｸｽﾎﾞﾃﾞｨﾐﾙｸ） 

・さわやかなｳｫｰﾀﾘｰ感触。みずみずしさに肌もよろこぶ、ｼﾞｪﾙﾀｯﾁの日

やけ止め。（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾘﾗｯｸｽｱｸｱｼﾌｫﾝ ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ） 

・さらりとしたｳﾞｪｰﾙで繊細にきらめく。ｲﾉｾﾝﾄな肌を守るﾎﾞﾃﾞｨ用日や

け止め。（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾘﾗｯｸｽ ｼﾏｰﾎﾞﾃﾞｨﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ） 

・心地よく美しく、弾む。秋のﾎﾞﾃﾞｨは喜びにあふれてゆく。（ｲｸﾞﾆｽ ｽ

ｲｰﾄ ﾊｰﾍﾞｽﾄ） 

・使うほどに毛穴ﾚｽ 光老化に根本対策する UV ｽﾌﾟﾚｰ（ｳｪｰﾌﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮ

ﾝ UV ﾌﾞﾛｯｸｽﾌﾟﾚｰ） 

 

・ｺｺﾅｯﾂｵｲﾙ配合のﾎﾞﾃﾞｨｵｲﾙ（ｲｸﾞﾆｽｽｩｲｰﾄﾊｰﾍﾞｽﾄ） 

・ﾋﾏﾜﾘｵｲﾙをﾍﾞｰｽにﾋﾞﾀﾐﾝ等をﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。全身ｹｱや頭皮ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄにも使える

ｱﾛﾏｵｲﾙ（ｱｳﾞｪﾀﾞ ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ） 

・ﾛｰｽﾞﾏﾘｰの力強い生命力とﾍﾟｯﾊﾟｰﾐﾝﾄのはじけるような爽快感（ｱｳﾞｪﾀﾞ 

ﾛｰｽﾞﾏﾘｰﾐﾝﾄ） 

・脱・石油系洗浄成分にこだわった石鹸ﾎﾞﾃﾞｨｳｫｯｼｭ（ｼﾞｬﾊﾟﾝｹﾞｰﾄｳｪｲ ﾒ

ﾙｻﾎﾞﾝ） 

・こころとﾎﾞﾃﾞｨを解放する、深い安らぎをもたらすｱﾛﾏでお手入れを（ｱ

ｳﾞｪﾀﾞ ｽﾄﾚｽﾌｨｯｸｽｼﾘｰｽﾞ） 

・ｶﾗﾀﾞのためにｵｰｶﾞﾆｯｸを選ぶという慈しみの心を､髪にも。自然の素材 

でできたｵｰｶﾞﾆｯｸ認証成分配合。（ﾃｨﾓﾃ ﾋﾟｭｱ） 

・ﾘｯﾁなﾃｸｽﾁｬｰで肌にとろける。うるおいをぜいたくにとじこめるﾎﾞﾃﾞ 

ｨﾊﾞｰﾑ（ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾘﾗｯｸｽﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞｰﾑ） 

・古来から伝承される草木や花々のﾁｶﾗでｴｲｼﾞﾝｸﾞ症状にすこやかに立ち

向かい、さらに輝く。（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ  ﾄﾞｩﾗｳﾞｨ） 

 

・甘いだけではない、人を惹きつける洗練された香り。ｵｰ･ｸﾞﾙﾏﾝ（ﾛｰﾗ・

ﾒﾙｼｴ ｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ） 

・植物ｾﾗﾋﾟｽﾄ、ﾏｰﾃｨﾝ ｻﾝｾﾞﾋﾞｰとｱﾍｳﾞｪﾀﾞが協力し合ってﾋｰﾘﾝｸﾞ効果をも

たらした（ｱｳﾞｪﾀﾞ ｶﾘﾋﾞｱﾝｽﾊﾟ） 

・ﾎﾞﾃﾞｨを磨き、保湿ﾊﾞﾗﾝｽを整える（ｱｳﾞｪﾀﾞ ｻﾞﾊﾟﾜｰｵﾌﾞﾈｲﾁｬｰ） 

・ﾊﾞｽﾄの肌にﾊﾘ･弾力を（ｸﾗﾗﾝｽ ﾚﾋﾞｭｽﾄﾌｪﾙﾑﾃｷｯﾄ） 

・死海にのみ存在するﾐﾈﾗﾙ成分で全身をきめこまやかになめらかに整え

る(ambarh) 

・はちみつ成分で豊かな潤いに包まれる。（ﾆｰﾙｽﾞﾔｰﾄﾞﾚﾒﾃﾞｨｰｽﾞ 

BEELOVELY ﾊﾝﾄﾞ･ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ） 

・ﾓﾛｯｺの貴重なｱﾙｶﾞﾝﾂﾘｰのｵｲﾙを贅沢に配合し､潤いとつややかさを与え

る。（ﾌﾞﾚﾝﾃｨｰ ﾃﾞﾛﾝ） 
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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 

・石油系界面活性剤０%（ｿﾌﾃｨﾓ ﾅﾁｭｻﾎﾞﾝ） 

・82％が美容液成分の「ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ」（ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・海ｼﾙﾄ配合の濃厚泡でもっちり洗顔（どろ洗顔 泡のここち） 

・やわらかなｽﾌﾚのような泡で,くすみのない透明感のある肌へ導くｿｰﾌﾟ（RMK ﾊﾟｳﾀﾞｰｿｰﾌﾟ） 

・ﾒﾃﾞｨｶﾙｺｽﾒとして 1984 年に誕生して以来“素肌の基本は洗顔”をｺﾝｾﾌﾟﾄに、洗うことの大切さを提供し続

けた（ﾄﾞｸﾀｰｲｼｲ ｴﾑﾃﾞｨ化粧品） 

・落ちにくいｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌまでｵﾌ心地よい「つる・すべ」肌に（ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ） 

・毛穴に着目した「洗浄」（ﾎﾟｱﾚｽ ﾗﾎﾞ） 

 

 

 
 

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 

・使い始めて迎える 4 日目の驚き…（ﾄﾞｸﾀｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ｼﾞｭﾃﾞｨｼｭﾌﾟﾘ） 

・ｼｬｰﾌﾟな衝撃 肌を引き締めて,前からも横からも美しい端正な 3D ﾌｪｲ

ｽｾﾗﾑを目指して誕生（ﾄﾞｩﾗﾒｰﾙ ｻﾞ･ﾓｲｽﾁｬｰﾘﾌﾄｺﾝﾄｱｾﾗ 

・ﾄﾏﾄの恵みで、まるで太陽の光のような明るく生き生きとした肌へと導

く（ｽｷﾝﾌｯﾄﾞ ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾄﾏﾄﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ） 

・5 億年輝き続ける命のｵｰﾗが、素肌の奥から花開く（B。C。A。D ﾕｰｸﾞ

ﾚﾅ ） 

・肌をｷｭｯと引き締めて,一日中さらさらに保つ（ﾆｰﾙｽﾞﾔｰﾄﾞﾚﾒﾃﾞｨｰｽﾞ 

PALMAROZA） 

・素肌，菜食主義。食品由来原料から誕生した本格ｵｰｶﾞﾆｯｸｽｷﾝｹｱ。みず

みずしいﾊﾘ感で,活力ある肌へ（素肌ﾚｼﾋﾟ） 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱと集中保湿を兼ね備えたｽｷﾝｹｱがつくるひとつ上のﾊﾘ感（ｽｯ

ｸ ﾓｲｽﾁｬｰﾘﾍﾟｱ） 

・前からも横からも流麗なつやとﾊﾘ,華やいだ輝きを放つ端正な印象の３

D ﾌｪｲｽ（ﾄﾞｩﾗﾒｰﾙ ｻﾞ･ﾓｲｽﾁｬｰﾘﾌﾄｺﾝﾄｱｾﾗﾑ） 

・℃ﾄﾞｼｰ美容で、角質かたまりのない美しい肌へ導く（ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ） 

・くすみ,ｺﾞﾜつきの元となる古い角質をやさしく落とす（ﾐｭﾉｱｰｼﾞｭ ﾅﾁ

ｭﾗﾙﾋﾟｰﾙｴｯｾﾝｽ） 

・不要な角層をとりのぞき，肌を輝かせるﾛｰｼｮﾝ。さらなる萱き肌へ導く

濃厚な美容液（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ｺﾝｻﾝﾄﾚｲﾘｭﾐﾅﾄｩｰﾙ） 

・乱れた角質を整えながら，陽射しをしっかりﾌﾞﾛｯｸ。赤ちゃんの肌にも

使える処方で、素肌をやさしく守る。ふっくらうるおって、なめらか

肌へ（ｲﾌﾟｻ ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰｾﾝｼﾁﾌﾞ） 

・ﾃﾞｲﾘｰｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ乳液（ｼｽﾚｰ ｼｽﾚｲﾕｰｽ） 

・現れはじめたｴｲｼﾞﾝｸﾞｻｲﾝに，気になる肌ｻｲﾝもふっくらとなめらかな印

象に整える（ｼｽﾚｰ ｼｽﾚｲﾕｰｽ） 

・夜は徹底ｼｰﾙﾄﾞで，年齢封印する（ﾐｼｬﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ ﾅｲﾄｾﾗﾑ） 

・新しいｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱのために皮膚細胞の寿命を支配する遺伝子に着目した

（ﾐｼｬﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ ﾀｲﾑﾄｰﾀﾙｹｱ） 

 

・臨床皮膚医学に基づいてお肌に悩む個別のｽｷﾝｹｱを考える（ﾉﾌﾞ） 

・肌がもともと持っている３つの皮膚生理機能が常にﾊﾞﾗﾝｽよく働くこと

によって,美しい肌が保たれる（ｶﾈﾎﾞｳ） 

・繰り返す肌ﾄﾗﾌﾞﾙ。根本原因は肌質ではなく『肌内部の炎症』（資生堂 

ｲﾊﾀﾞ） 

・肌には本来、潤うﾁｶﾗがあり，肌がみずから潤えば,輝きが自然にわき

起こる（ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰｴｯｾﾝｽﾛｰｼｮﾝ） 

・ｻﾎﾟﾆﾝは 30 種類以上、還元力やﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰをｻﾎﾟｰﾄして、美肌づくりに効

果的（顔ﾂﾎﾞ ﾓｲｽﾁｬｰｼﾘｰｽﾞ） 

・ｺｳｼﾞ酸の美白ｱﾌﾟﾛｰﾁは、“過剰活性ﾒﾗﾉｻｲﾄ”に働きかけ,ﾒﾗﾆﾝ生成にｽｲ

ｯﾁを入れる酵素,ﾁﾛｼﾅｰｾﾞの活性を抑制する（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾎﾜｲﾄﾛｼﾞｽﾄ） 

・目に見えるｼﾐの奥には,樹状突起を表皮にまで大きく伸ばし,ﾒﾗﾆﾝを大

量に送りこむ“過剰活性ﾒﾗﾉｻｲﾄ”がたくさん存在する（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾎﾜ

ｲﾄﾛｼﾞｽﾄ） 

 

・紅参（高麗人参）配合！（顔ﾂﾎﾞ ﾓｲｽﾁｬｰｼﾘｰｽﾞ） 

・超濃縮 SK-Ⅱﾋﾟﾃﾗ配合、（SK-Ⅱ LXP ｱﾙﾃｨﾒｲﾄﾊﾟｰﾌｪｸﾄｼﾘｰｽﾞ） 

・多くの美容成分を高濃度溶解炭酸水に配合することができた全く

新しいｺｽﾒ（ﾋﾞﾌｫｰ ｽﾊﾟｰｸﾘﾝｸﾞｼﾙｷｰ） 

・持ち歩ける、10,000ppm 以上の高濃度炭酸ﾐｽﾄ（ｲﾝﾋﾞﾌﾟﾗｽﾌﾞｨ ｶｰﾎﾞ

ﾐｽﾄ） 

・完全無添加美肌にこだわるﾊﾞｯｻ基準（ﾊﾞｯｻ 高濃度水素ｲｵﾝ水） 

・ｼｬｰﾌﾟな衝撃濃密ｾﾗﾑｲﾝﾏｽｸ（ｸﾚｰﾑﾄﾞｩﾗﾒｰﾙ） 

・日本発 韓国ｽｷﾝｹｱ。紅参配合でうるおいで密封したようなやわら

かな美肌に（顔ﾂﾎﾞ ﾓｲｽﾁｬｰｼﾘｰｽﾞ） 

・素肌の奥から花開く、最新のｽﾏｰﾄｶﾌﾟｾﾙ技術（B。C。A。D ﾕｰｸﾞﾚﾅ） 

・「ﾘｼﾞｪﾈﾚｰﾀｰ理論」によって美しさの極みへと上昇していく未来を

追求（ﾄﾜﾆｰ ｾﾝﾁｭﾘｰ） 

・ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞをはじめとしたﾐﾈﾗﾙｴﾈﾙｷﾞｰ。みずみずしい植物のつぼみ

と新芽のﾊﾟﾜｰ。そして先進のﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ（ｶﾘﾀ） 

・ 女性たちの秘めた潜在能力を開花させる「六感美容」（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ 

AQMW） 

・肌の潜在能力を目覚めさせ、未だ見ぬ素肌美の発見（ﾛｰﾗﾒﾙｼｭｱ ｽ

ｷﾝｹｱ） 

・酵素へのｱﾌﾟﾛｰﾁで、肌の中に眠っているｷﾚｲの潜在能力までを目覚

めさせる（ｵﾙﾋﾞｽ ＝U） 

・複数の肌悩みにｱﾌﾟﾛｰﾁするのは SK-Ⅱ最高傑作ともいうべきﾗｲﾝﾅｯ

ﾌﾟ（SK-Ⅱ LXP ｱﾙﾃｨﾒｲﾄﾊﾟｰﾌｪｸﾄｼﾘｰｽﾞ） 

・ﾘｯﾁなうるおい感が特徴の、海藻などからなるﾄﾞｩ･ﾗ･ﾒｰﾙ独自の保

湿成分ﾐﾗｸﾙﾌﾞﾛｽを濃縮配合（ｸﾚｰﾑﾄﾞｩﾗﾒｰﾙ） 

・新開発ｸﾞﾛｳﾗｯｼｭﾄﾞｳﾊｸﾋ（保湿）配合。（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ﾗｯｼｭﾚﾎﾞﾘ

ｭｰｼｮﾝ） 

・朝も,日中も,眠っている間も,心地よく潤し続ける（ｸﾘﾆｰｸ ﾓｲｽﾁｬ

ｰｻｰｼﾞ） 
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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

ス

メ

ト

レ

ン

ド

実

状 

・ｼﾐ発生源へ,ｸﾛｰｽﾞ美白。ﾒﾗﾉｻｲﾄを正常化。ｼﾐ出現を防ぐ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾎ

ﾜｲﾄﾛｼﾞｽﾄ） 

・今年の美白ｷｯﾄは、速攻・集中・持続。（ﾌｧﾝｹﾙ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｷｯﾄ） 

・肌色を均一に整え、すみずみまで澄みわたる白さと輝きで満たす（ｼｬ

ﾈﾙ ﾙﾌﾞﾗﾝ） 

・肌の影さえはね返す,圧巻の輝き。新皮膚科学を応用し,白さを阻害す

る要因に挑む（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW） 

・透明感のある仕上がりも実現する（ｱﾃﾆｱ ひだん UV35） 

・透き通るように輝くたまご肌へ（ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰｴｯｾﾝｽﾛｰｼｮﾝ） 

・黄ぐすみにも着目。さらに輝くﾊﾘ艶肌へ（佐藤製薬 ｴｸｾﾙｰﾗ） 

・光を取り込み,もっと明るい印象の透明肌へ（ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾌﾟﾚｼｬｽﾌﾞﾗｲﾄ） 

・細胞が規則正しく積み重ねられることでうるおいと透明感を増す肌。

肌と真珠は似ている（ﾐｷﾓﾄ ｺｽﾒﾃｨｯｸｽ） 

・肌状態を理想的にｺﾝﾄﾛｰﾙ＆ｷｰﾌﾟしながら、透明感あふれる上質の肌を

つくる（ﾊﾞｯｻ 高濃度水素ｲｵﾝ水） 

・「点＝毛穴」に着目し,美しい素肌へと近づく。翳りのないｷﾒの整った

肌を目指す（ﾎﾟｱﾚｽ ﾗﾎﾞ） 

・たるみ毛穴や肌のくすみにｱﾌﾟﾛｰﾁする先進のﾊﾟｰﾌｪｸﾄｹｱ（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ 

ｼｪﾉﾏｰﾊﾟｰﾌｪｸﾄｾﾙｴｯｾﾝｽ） 

・大人のﾆｷﾋﾞにきちんと向き合ったｽｷﾝｹｱ（ﾕｰｽｷﾝ） 

・ﾆｷﾋﾞに気になる部分に直接つけるだけ。肌環境を整えながら、ﾆｷﾋﾞに

直接ｱﾌﾟﾛｰﾁ（ｸﾘﾆｰｸ ｱｸﾈｸﾘｱﾘﾝｸﾞｼﾞｪﾙ） 

・くすみや年齢による変化などの悩みをとらえて、ふっくらとﾊﾘのある、

いきいきとしたまなざうぃへ導く目もと用美容液（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW 

ﾌﾞﾗｲﾄｱｲｾﾗﾑ） 

〔まつ毛用ｽｷﾝｹｱ〕 

・ﾊﾘ･ﾂﾔ･うるおいをあたえながら、根もとから毛先まで漆黒に輝くまつ

毛にと整える（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ﾗｯｼｭﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ） 

〔ﾊﾟｯｸ〕 

・“貼るﾛｰｽﾞ”で歓びいっぱい（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｴｸｽﾄﾗｸﾄ RS ﾏｽｸ） 

・洗い流す必要のない炭酸の美白泡ﾏｽｸ（ｼｭｳｪﾑﾗ ﾎﾜｲﾄｴﾋｾﾝﾄ泡ﾏｽｸ） 

 

・皮膚科学とﾈﾁﾉｰﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰで完成された高性能肌ﾀﾞﾒｰｼﾞｹｱﾗｲﾝ（ﾐｰｼｬﾚﾎﾞ

ﾘｭｰｼｮﾝ ﾅｲﾄｾﾗﾑ 

・新技術と発酵化学のｼﾅｼﾞｰ（相乗）効果で,くすんだ肌にﾂﾔを与え

悩み部分を集中ｹｱ（ﾐｰｼｬ ﾚﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ） 

・独自の保湿成分､ﾐﾗｸﾙﾌﾞﾛｽと独自の新成分ｻﾞ･ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞﾌｧｰﾒﾝﾄが,た

っぷりのうるおいを肌に届ける（ﾄﾞｩﾗﾒｰﾙ ｻﾞ･ﾓｲｽﾁｬｰﾘﾌﾄｺﾝﾄｱｾﾗﾑ） 

・ﾄﾏﾄから生まれたみずみずしい使用感のﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞﾗｲﾝ（ｽｷﾝﾌｯﾄﾞ ﾌﾟ

ﾚﾐｱﾑﾄﾏﾄﾌﾞﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ） 

・うるおいﾘﾌﾄ成分「ﾗﾌﾄﾌｪﾘﾝ」をﾗﾎﾞの実証ﾃﾞｰﾀに基づいた「ｴﾋﾞﾃﾞﾝ

ｽ濃度」で配合（ｻﾗﾔ ｴｳﾞｨﾍﾞｲｽ） 

・軽やかな使い心地のｺﾝﾌｫｰﾄｽﾙｰ処方だから、みずみずしく、なめら

か（ｱﾃﾆｱ ひだん UV35） 

・裏技級ﾘﾌﾄｹｱ（ｲﾝﾋﾞﾌﾟﾗｽﾌﾞｨ ｶｰﾎﾞﾐｽﾄ） 

・先端美容の皮膚科医発、攻めのｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ（ﾐｭﾉｱｰｼﾞｭ） 

・皮膚の専門家が研究・開発した,様々なｴｲｼﾞﾝｸﾞｻｲﾝにｱﾌﾟﾛｰﾁする注

目の成分「PROGELINE」を新配合（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ ｼﾞｪﾉﾏｰ） 

・美白有効成分 TXC が,肌を穏やかに明るく整えるｾﾗﾑ（ｼｬﾈﾙ ﾙﾌﾞﾗﾝ） 

・最新皮膚科学を応用し、白さを阻害する要因に挑む美白ｽｷﾝｹｱ誕生

（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW） 

・ 3年のさらなる継続研究により、独自成分TXCの美白ﾊﾟﾜｰを追求。

進化したｸﾘｰﾑとｾﾗﾑで、肌は新たな「白」の輝きを放つ（ｼｬﾈﾙ ﾙ

ﾌﾞﾗﾝ） 

・新発酵成分ｻﾞ･ｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞﾌｧｰﾒﾝﾄが、首からほおにかけての

ｼﾙｴｯﾄをつややかに流麗に、そして若々しい印象へと導く（ｸﾚｰﾑﾄﾞ

ｩﾗﾒｰﾙ） 

〔ﾊﾟｯｸ〕 

・ｲﾙﾐﾈｲﾃｨﾝｸﾞｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ（保湿～加水分解ｼﾙｸ、加水分解ｺﾝｷｵﾘﾝ ｸﾞﾘｾ

ﾘﾝ）を贅沢に配合（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ｺﾝｻﾝﾄﾚｲﾘｭﾐﾅﾄｩｰﾙ） 

・  
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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 

・さりげなく。なのに、息をのむほど美しく（ｿﾆｱﾘｷｴﾙ ｲﾄﾞﾗﾍﾞﾙﾌｪｸｼｮﾝｺﾌ

ﾚ） 

・守るとｷﾚｲを両立！素肌格上げ UV 化粧下地（ｴﾃｭｾﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｰｽ） 

・余分な皮脂をｺﾝﾄﾛｰﾙし,涼しげな夏肌をつくる（ﾙﾅｿﾙ ｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｰｽ） 

・みずみずしいﾃｸｽﾁｬｰで肌にすっとなじみ、表面はさらりとしたなめらか

な仕上がりに（ﾙﾅｿﾙ ｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｰｽ） 

・ﾒｰｸ後の汗も皮脂も,もう苦にならない（ｱﾕｰﾗ ｽｷﾝﾘﾒｰｶｰﾀｲﾑﾚｽﾌｨﾆｯｼｭ） 

・ｼﾐの予兆さえ、寄せつけない―ﾉｲｽﾞのない、その白肌を守りぬく（ｴｽﾃｨ

ﾛｰﾀﾞｰ ｻｲﾊﾞｰﾎﾜｲﾄ HD） 

・ﾌﾟﾗｽﾏｲﾅｽ補正で、ｸﾞﾚｰﾄｰﾝを拭い去り,ﾛｰｽﾞ色の光輝く,理想の肌色へ（ﾍ

ﾚﾅﾙﾋﾞﾝｼｭﾀｲﾝ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ UV） 

・「毛穴ﾌﾞﾗｰ」誕生（ﾌﾞﾗｰ：ぼかす,目立たなくする）（ｷｰﾙｽﾞﾌﾞﾗｰ） 

 ・紫外線をﾌﾞﾛｯｸしながら肌色をｺﾝﾄﾛｰﾙ（ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｼｭﾀｲﾝ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ UV） 

・肌にやさしいｵｰｶﾞﾆｯｸ認定の日焼け止めが新発売！（ﾆｰﾙｽﾞﾔｰﾄﾞﾒﾃｨｰｽﾞ 

ｶﾓﾐｰﾙ＆ｱﾛｴﾍﾞﾗｻﾝﾛｰｼｮﾝ） 

 

 

 
 

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 

・完璧を,簡単に（ｽｯｸ） 

・私のﾋｽﾄﾘｰのなかで、いちばんの肌になるために（ﾛｸｼﾀﾝ ｲﾓｰﾃﾙ） 

・一日中,“気持ちいい”が続くｵｰｶﾞﾆｯｸのﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（ﾆｰﾙｽﾞﾔｰﾄﾞﾚﾒ

ﾃﾞｨｰｽﾞ ﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞ-ｼｮﾝ） 

・誰一人ﾌﾛｰﾚｽﾌｪｲｽを諦めない,諦めさせない…それがﾌﾛｰﾚｽｲｽﾞﾑ（ﾛｰﾗ ﾒ

ﾙｼｭｱ ﾍﾞｰｽﾒｲｸ） 

・50 代からの高機能ｶﾊﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｸﾞﾗﾝ） 

・肌はついに、別次元のｽﾃｰｼﾞへ。ﾌｨｷﾞｭｱのように,精巧。造りこまれた

皮ふを思わせる,完成度。その肌は,ﾘｱﾙを超えて,美しい（ｴﾚｶﾞﾝｽ） 

・隠したことさえ忘れるほど,澄んだ肌が自信をくれる。水・光・色の

ﾍﾞｰｽﾒｲｸ（ﾌｧﾝｹﾙ） 

 

・高麗人参やｶﾀﾂﾑﾘ分泌液配合で保湿力たっぷりの BB ｸﾘｰﾑ（顔ﾂﾎﾞ BB

ｸﾘｰﾑ） 

・乾燥性敏感肌を考えたｾﾗﾐﾄﾞｹｱ（ｷｭﾚﾙ BB ｸﾘｰﾑ） 

・ﾒｰｸ中の肌をｹｱする,ｽｷﾝｹｱ感覚のﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝが登場（SK-Ⅱ ﾋﾟﾃﾗ） 

・清らかな空気で満たされたような,呼吸する健やかなﾊ-ﾄﾞｽｷﾝへ（ﾃﾞｨｵ

ｰﾙ ﾇｰﾄﾞｴｱｰ） 

・ひんやり泡で、仕上がりをｷｰﾌﾟ（ｲﾝﾌﾟﾚｽ IC ｻﾏｰﾌｨｯｸｽ） 

・磨くﾂﾔ肌ﾊﾟｳﾀﾞｰを超えた研ぎ澄まされた素肌感ﾂﾔとｶﾊﾞｰ力の両立へ（S

ｼｭｩｳｴﾑﾗ ｻﾞ･ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾌﾞ） 

・動いても,時間がたっても,くずれない。しっかりｶﾊﾞｰしながら,圧倒

的な素肌美を作り出し,美しい仕上がりを記憶する（ｽｯｸ） 

・気になる肌悩みをふんわりｶﾊﾞｰしながら,ﾌﾚｯｼｭなつやを感じさせる肌

に仕上げるｼｬﾈﾙ初のﾙｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（ｼｬﾈﾙ ｳﾞｨﾀﾙﾐｴｰﾙﾙｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰ

ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾋﾞﾀﾐﾝ C 誘導体で美白へ導く（ｴﾑｱｲｴﾑｼｰ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾐﾈﾗﾙﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・新配合成分ﾋﾞﾀﾐﾝ P で美肌へ加速（ｴﾑｱｲｴﾑｼｰ ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱﾐﾈﾗﾙﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・艶やかで若々しい印象に仕上げるｶﾊﾞｰﾌｨｯﾄﾘｸｲﾄﾞ（ｺﾌﾚﾄﾞｰﾙ ｸﾞﾗﾝ） 

 

・つけた瞬間、肌と一体化したかのような感触に驚き、これが自分の肌

なのかと疑うほど美しい理想の仕上がりを実現したﾍﾞｰｽﾒｲｸ（ﾄﾜﾆｰ ｾ

ﾝﾁｭﾘｰ） 

・肌色を意のままに操る快感。研究 100 年,ｸﾞﾘｶﾝ科学の真価（ｲｳﾞ･ｻﾝﾛｰ

ﾗﾝ ﾌｫｰｴﾊﾞｰﾗｲﾄｸﾘｴｰﾀｰ） 

・光で息づく,透明肌（SK-Ⅱ ﾋﾟﾃﾗ） 

・あふれだす透明感を継承。時の記録を看破らせない。進化した美肌複

製でﾗﾃﾞｨｱﾝｽﾏｯﾄな肌へ（ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｼｭﾀｲﾝ ｶﾗｰｸﾛﾝ） 

・春のうちに,華美に飾る過ぎずﾉｲｽﾞも感じない,どこまでも透明感が際

立つ「抜け感」のある肌に着替える（ﾏｷｱｰｼﾞｭ） 

・ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰｺﾞｰﾙﾄﾞﾊﾟｳﾀﾞｰでｸﾘｱな輝きを肌へ（SK-Ⅱ ﾋﾟﾃﾗ） 

・見えない光をも美しい輝きに変えるｱｸﾃｨﾌﾞｾﾗﾐｯｸﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄが肌を明るく

包み込み,きめ細やかなﾊﾟｳﾀﾞｰが心地よくﾌｨｯﾄ（ｼｬﾈﾙ ﾙﾌﾞﾗﾝ） 

・光でとばす。光でぼかす。ことなる 2 つの光の層を重ねあわせること

で,いかなる影も見えなくする,新発想・光ｶﾊﾞｰ（ﾃﾞｨｼﾗ ﾍﾟﾙﾗﾃﾞｨｱ） 
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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 

・蒼い楽園で見つけた、夏だけの色（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW） 

・洗練された春の彩りをちりばめた、心ときめくﾒｲｸ（ｷｯｶ） 

・大胆でｴｷｿﾞﾁｯｸ。飽きることのない夏の愉しみ（ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ CROISIERE） 

・ﾌﾞﾗﾝﾄﾞｸﾘｴｲﾀｰは、ﾆｭｰﾖｰｸを舞台に世界ﾄｯﾌﾟ･ﾚﾍﾞﾙで活躍する吉川康雄

（ｷｯｶ） 

・新しい年,新しい出会いのﾁｬﾝｽが増える春は,新しい自分を開花させ

たい（ﾏｷｱｰｼﾞｭ） 

・すっと伸びた背筋。しなやかで繊細な動き。この春のﾙﾅｿﾙは，ﾊﾞﾚﾘ

ｰﾅの凛とした立ち姿にｲﾝｽﾊﾟｲｱされた清潔感あふれるﾒｲｸ（ﾙﾅｿﾙ） 

・旬のﾊﾝｻﾑｳｰﾏﾝ顔でｸｰﾙﾌｪﾐﾆﾝな女（ﾗﾝｺﾑ） 

・メイクで簡単に“ｴｲｼﾞﾝｸﾞ･ｹｱ”（ｷｯｶ） 

・うるおい成分でたっぷりぷるるん発色。（ｴﾀｰﾅﾙﾍﾞｰｼｯｸ ｼﾞｭﾚﾁｰｸ） 

・無限のニュアンスをもつﾋﾟﾝｸを使った変幻自在なﾒｲｸｱｯﾌﾟ（RMK） 

・色と光の掛け合わせによってくるくると移り変わる世界は,まるで万 

華鏡のよう（RMK） 

・4 つの色を組み合わせることで、肌の透明感と骨格が際立つ（ｲﾌﾟｻ ﾌ

ｪｲｽｶﾗｰﾃﾞｻﾞｲﾆﾝｸﾞﾊﾟﾚｯﾄ） 

・ふんわりしたﾋﾟﾝｸ,いきいきとしたｸﾞﾘｰﾝ,そして繊細なﾌﾞﾙｰ…そっと

触れるだけで明るさと輝きをかなえる（ｹﾞﾗﾝ ﾒﾃｵﾘｯﾄﾋﾞｰﾕ） 

 

 
 

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> 

・ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞｼｬｬﾄﾞｳ誕生！（ｹｲﾄ ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞｼｬﾄﾞｳ） 

・目もと，つやめく、ゆらめく（ｹｲﾄ ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞｼｬﾄﾞｳ） 

・光感にﾌｫｰｶｽしたｽﾍﾟｼｬﾙな夏の浄化ﾒｲｸ（ﾙﾅｿﾙ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｱｲｽﾞ） 

・こころまでも洗われるような今だけの光を楽しむ（ﾙﾅｿﾙ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｱｲｽﾞ） 

・夏は、“刺激的”でいい。一枚ｳﾜﾃなﾏｰﾒｲﾄﾞ･ｶﾗｰ（ｸﾘﾆｰｸ ﾁｬﾋﾞｰｽﾃｨｯｸｼｬﾄﾞ

ｳ） 

・ｴｷｿﾞﾁｯｸに、華やかに。きらめくｺﾞｰﾙﾄﾞのｱｲｶﾗｰ（ｴﾚｶﾞﾝｽｱｲｸﾞﾛｽ） 

・目もとの印象を自在に操ってｾﾀﾞｸﾃｨﾌﾞな眼差しを追求！（ﾗﾝｺﾑ） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・ふさふさﾌｪｻﾞｰへ一目ぼれ（ﾗｯｼｭﾊﾟﾜｰﾌｪｻﾞﾘﾝｸﾞﾏｽｶﾗ） 

 

<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 AQMW ｼﾝ

ｸﾞﾙｱｲｼｬﾄﾞｳ） 

・1 色で重ねても、美しくｸﾘｱに発色する（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ｼﾝｸﾞﾙｱｲｼｬ

ﾄﾞｳ） 

・ｼﾜやくすみなどのｴｲｼﾞﾝｸﾞｻｲﾝをﾃｸﾆｯｸいらずでｶﾊﾞｰする（ｽｯｸ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ

ｶﾗｰ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

・ﾍﾟﾝｼﾙﾀｲﾌﾟのｼﾞｪﾙｱｲﾗｲﾅｰ（ｴﾚｶﾞﾝｽﾗｽﾃｨﾝｸﾞｼﾞｪﾙｱｲﾗｲﾅｰ） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・ﾌｧｲﾊﾞｰと基材のﾊﾞﾗﾝｽを変更し、水分を瞬間的に飛ばしてﾌｨﾙﾑ膜に密

着、まつ毛への密着度が高いためなめらかに伸び、ﾀﾏにならない処

方（ﾚｱﾅﾆ） 

・「しなやか密集ﾌﾞﾗｼ」で、ｸｼﾞｬｸの羽のようにｻｯ！と扇状に広がる、

ふわふわの量感まつげへ（ﾗｯｼｭﾊﾟﾜｰﾌｪｻﾞﾘﾝｸﾞﾏｽｶﾗ） 

・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 AQMW ｴﾚｶﾞﾝﾄﾏｽｶ） 

・天然黒色顔料「炭」採用（ﾚｱﾅﾆ） 

・ﾀｰﾙ系色素未配合（ﾚｱﾅﾆ） 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 
・ほどよいパール感のﾊﾞﾗﾝｽを一色ごとに吟味し、鮮やかな色まぶたに

すっとなじんで、仕上がりはﾅﾁｭﾗﾙに（RMK ｲｰｼﾞﾆｱｽ） 
・まるで濡れた光沢感（ｹｲﾄ ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾃｨﾝｸﾞｼｬﾄﾞｳ） 

・夏の日射しのような眩しい輝き感と、つややかな光沢感 

（ﾙﾅｿﾙ L ﾗｲﾃｨﾝｸﾞｱｲｽﾞ） 

・透明感と輝きのﾃﾞﾘｹｰﾄな彩りで強さとﾛﾏﾝｽを感じさせる目もとを演出

（ｸﾚ･ﾄﾞ･ﾎﾟｰ ﾎﾞｰﾃ ｵﾝﾌﾞﾙｸﾙｰﾙｸｱﾄﾞﾘ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

・鮮やかにつづく美・濃密ライン（ｴﾚｶﾞﾝｽﾗｽﾃｨﾝｸﾞ ｼﾞｪﾙｱｲﾗｲﾅｰ） 

・色を重ねる,色を分ける。ｱｲﾗｲﾅｰの W 使いで,大人の顔は引き締まる 

（ｽﾘｰ） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・今日の気分でまつ毛を彩る。発色＆ｶｰﾙ Keep のｶﾗｰﾏｽｶﾗ（ｴﾚｶﾞﾝｽﾗｽﾃｨ

ﾝｸﾞｶﾗｰﾏｽｶﾗ） 
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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 

・“美人発色”という発見（ｷｯｶ） 

・「人を美しく見せるのが口紅の使命。その原点に戻って口紅をつくり

直しました」（ｷｯｶ） 

・愛らしい姿,挑発的で大胆な姿,恋する姿…。女性がもつさまざまな側

面を 7 人の“ﾐｽ･ｱﾝﾃﾙﾃﾞｨ”が表現（ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾙｰｼﾞｭ・ｱﾝﾃﾙﾃﾞｨ･ｼｬｲﾝ 

 

・くちびるが求めるすべてを。ｵｰﾙｲﾝﾜﾝ（ｼｽﾘｰ ﾌｨｯﾄﾘｯﾌﾟﾂｲｽﾄ） 

・寄り添うようになじむﾙｰｼﾞｭ（ｴﾚｶﾞﾝｽﾐｼｯｸﾙｰｼﾞｭ） 

 

・熟した果実のもつ,濃密な深み（ｴｽﾌﾟﾘｰｸ） 

・光を集めた贅沢な艶と発色で透明感のあるﾌﾚｯｼｭな口もとを演出（ｸﾚ･ 

ﾄﾞ･ﾎﾟｰﾎﾞｰﾃ ﾙｰｼﾞｭｴｸﾗ C） 

・唇に潤いと光を集めて、ふっくら色づかせる（ｱｸｾｰﾇ ﾘｯﾌﾟｸﾞﾛｽ） 

 
 

 

 

 

 

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 

・甘くみずみずしいﾌﾙｰﾂのｼﾞｭｰｼｰなｴｯｾﾝｽをﾌﾞﾚﾝﾄﾞ（ｱﾘｴﾙﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾃﾞ

ｻﾞｰﾄｴｯｾﾝｽ） 

・健康な髪でいるために大切なのは,からまないこと（ｴｯｾﾝｼｬﾙ） 

・3 回おどろく指どおり（ｴｯｾﾝｼｬﾙ） 

 

・ﾍｱｻﾛﾝが開発,本物のｻﾛﾝ品質（ﾉｽﾞ ﾋﾞｼｮｳ） 

・洗うたび,ﾍﾞﾋﾞｰｷｭｰﾃｨｸﾙな髪へ（ﾚﾌﾞｰﾙ） 

・ﾉﾝｼﾘｺﾝｼｬﾝﾌﾟｰとﾄﾚｲｰﾄﾒﾝﾄの黄金ﾊﾞﾗﾝｽ（ﾚﾌﾞｰﾙ） 

・神秘のｴﾅｼﾞｰｵｲﾙ×ﾉﾝｼﾘｺﾝｼｬﾝﾌﾟｰ（ﾃﾞｨｱｼﾞｬﾝｸﾞﾙ） 

・ﾄﾞﾗｲﾍｱが待ち望んだ想像を超える植物の恵み（ｱｳﾞｪﾀﾞ ﾄﾞﾗｲﾚﾒﾃﾞｨｰ） 

・髪本来のｵｲﾙ成分を生み出す「頭皮の皮脂構成成分」に注目し、ﾎﾞﾀ 

ﾆｶﾙｴﾅｼﾞｰｵｲﾙを源泉配合（ｺｰｾｰ ｵﾚｵﾄﾞｰﾙ） 

・ﾌﾚｯｼｭな美容成分を凝縮したｷｬﾋﾞｱｶﾌﾟｾﾙがはじける（ｻﾞ･ﾍｱｹｱ  

ｷｬﾋﾞｱｴｯｾﾝｽ） 

・ﾍｱ＆ﾎﾞﾃﾞｨにはじける香りとﾌﾚｯｼｭな潤いをもたらす（ｱﾘｴﾙﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 

ﾃﾞｻﾞｰﾄｴｯｾﾝｽ） 

 

・髪の悩み･目的に合わせて選べるから,仕上がりが違う（ﾚﾌﾞｰﾙ） 

・光り彩る,ｸﾘｽﾀﾙの輝き。毛先まで感じる,軽やかさと透明感（ｹﾗｽﾃｰ 

ｾﾞ ｸﾘｽﾀﾘｽﾄ） 
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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〕 

・ｼﾞｬｽﾐﾝﾍﾞｰｽのｴｷｿﾞﾁｯｸな香りにうっとり。優雅な気分で夏のﾎﾞﾃﾞｨｹｱ

（ｴﾚｶﾞﾝｽｴｷｿﾞﾃｨｶ） 

・まぶしい太陽をｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄにして艶めくﾎﾞﾃﾞｨを魅せつけて！素肌をﾌｧ

ｯｼｮﾝを変えて,輝く夏へ（ﾎﾟｰﾙｱﾝﾄﾞｼﾞｮｰ ﾎﾞｰﾃ） 

・羨むほどの曲線美 思わず触れたくなる,やわらかﾎﾞﾃﾞｨへ（ﾊｳｽｵﾌﾞﾛ

ｰｾﾞ ﾘﾏｴﾅｼﾞｴ） 

・新しいﾋﾞｶｯｻは全身のバランスを悪くみせる“ぽっこりお腹”に着目！

（ｱﾕｰﾗ ﾋﾞｶｯｻ） 

・肌の凹凸に注目もう、あきらめない ﾎﾞﾃﾞｨ特有の肌ｻｲﾝに、集中ｱｸｼ

ｮﾝ（ｼｽﾘｰ ｾﾙﾘﾉｰｳﾞ） 

・甘くみずみずしいﾌﾙｰﾂのｼﾞｭｰｼなｴｯｾﾝｽをﾌﾞﾚﾝﾄﾞ。ﾍｱ＆ﾎﾞﾃﾞｨにはじけ 

る香りとﾌﾚｯｼｭな潤いをもたらす（ｱﾘｴﾙﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾃﾞｻﾞｰﾄｴｯｾﾝ 

ｽ） 

 

〔ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ〕 

・汗・皮脂吸着ﾊﾟｳﾀﾞｰ配合でさらさら持続（ｶﾈﾎﾞｳ ｲﾝﾌﾟﾚｽ） 

・ｽﾁｰﾑ（蒸気）のﾁｶﾗでふわっとつくり上げた全身用保湿ｸﾘｰﾑ（ｽﾁｰﾑｸﾘ

ｰﾑ） 

・ｴｱｺﾝでかさついた首・胸もとをﾐｽﾄで“うる肌”へﾁｪﾝｼﾞ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ 

DeLaVie ﾘﾍﾟｱﾎﾞﾃﾞｨｲﾐｽﾄ） 

・ﾏｯｻｰｼﾞ,温度,ﾊｰﾌﾞの芳香浴。それぞれの要素が互いに働きかけること

で、ｺｺﾛとｶﾗﾀﾞを解きほぐしていく（ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ｺﾘｷｭｱｰｽﾞ） 

〔小物〕 

・専用の板を使い肌を押し流す・引き上げる美容法として 2 千年以上前

から行われていたと言われる「かっさ」（ｶｯｻｱｯﾌﾟ） 

・先進のｴﾚｸﾄﾛﾃｸﾉﾛｼﾞｰ,触れるだけでｵﾝｵﾌがｽﾏｰﾄな操作性。高性能であ

りながら薄く軽く,ｽﾀｲﾘｯｼｭなﾃﾞｻﾞｲﾝで見た目の美しさも兼ね備えた

（ｶｯｻｱｯﾌﾟ） 

〔ﾊﾟﾋｭｰﾑ〕 

・ﾛｰｽﾞｼｬｰﾍﾞｯﾄのようなﾌｪﾐﾆﾝなみずみずしさをもたらす、ﾌﾛｰﾗﾙﾑｽｷｰな

香り（ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ｳﾞｪﾘｨｲﾚｼﾞｽﾃｨﾌﾞﾙ） 

〔ﾈｲﾙ〕 

・夏の陽射しに映える色。視線をひきつけるﾈｲﾙｶﾗｰ（ｴﾚｶﾞﾝｽﾈｲﾙﾄﾞﾛｯﾌﾟ） 

・爪表面を整え、仕上がりｱｯﾌﾟ。ｻｸﾗ色のﾈｲﾙﾍﾞｰｽ（ｴﾚｶﾞﾝｽﾈｲﾙ f ﾋﾘﾝｸﾞ）･ 

〔ﾌｪｰｽｶﾗｰ〕 

・光のﾍﾞｰﾙを自在にあやつり、表情までも美しく魅せる（ｸﾚﾄﾞ･ﾎﾟｰﾎﾞｰ

ﾃ ﾚｵｽｰﾙﾃﾞｸﾗ ﾌｪｰｽｶﾗｰ） 
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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 

・ｱﾛﾏｴｯｾﾝｽのすすぎ洗い洗顔料（ｶｸﾞﾚ ｱﾛﾏﾃｨｯｸｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｳｫｰﾀｰ） 

・和漢植物ｴｷｽを凝縮した，月光力石鹸（ﾍﾟﾈﾛﾋﾟﾑｰﾝ） 

・ｵ-ｶﾞﾆｯｸの豊かな香りに包まれて，まるでﾛｰｼｮﾝで洗顔をしているようなﾘｯﾁ感（ｶｸﾞﾚ ｱﾛﾏﾃｨｯｸｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ 

ｫｰﾀｰ） 

・15 種類ものﾊｰﾌﾞと植物ｵｲﾙからつくられた美容ｸﾘｰﾑのようなｽｷﾝｹｱｿｰﾌﾟ（ｶﾞﾐﾗｼｰﾋﾞｯｸ） 

・ﾊﾟﾗｵの天然ﾐﾈﾗﾙたっぷりの白泥にﾊﾟﾊﾟｲｱ果実ｴｷｽやﾊｲﾋﾞｽｶｽ花ｴｷｽなどの肌に優しい植物ｴｷｽ成分を配合し無

着色，無香料の自然派せっけん（ﾊｸﾃﾞｲ ﾎﾜｲﾄｸﾚｲｿｰﾌﾟ） 

 

 

 

・はじめての誘導美容液ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｹﾞﾙ（ｼﾝﾃﾞﾚﾗﾀｲﾑ） 

・「落とすこと」から始めるｼﾞｭﾘｰｸの素肌力づくり（ｼﾞｭﾘｰｸ） 

・これひとつでﾒｲｸも古い角質もｵﾌ（ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾜﾝｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｿｰﾌﾟ） 

・和漢の泡で毛穴汚れも古い角質もｵﾌ（ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾜﾝｼﾊｸﾎﾜｲﾄｿｰﾌﾟ） 

・年齢肌の潤いを守る，ｺﾗｰｹﾞﾝ洗顔（ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾜﾝｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｿｰﾌﾟ） 

・植物のたくましい潤いと肌へのやさしさにこだわり，忙しい毎日にも手間なくﾒｲｸｵﾌするﾀﾞﾌﾞﾙ洗顔不要の 

ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ（ﾎﾞﾀﾆｶﾙﾊﾆｰ） 

・黒酵母で洗うｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ（ﾄﾞｸﾀｰｲｼｲｽﾍﾟｼｬﾙﾍﾞｰﾀｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

 

 

 
 

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 

・天然のｸﾘｰﾑである皮脂膜を作りだし,肌に余分なものを与えず素肌主

義の健康な肌へ導く（ﾄﾞｸﾀｰﾘﾝｻｸﾗｲ） 

・肌に隙間なく密着し,濃密なうるおいで満たしていく新感覚でむっち 

りとしたﾊﾘ肌へ（ｽｯｸ ﾓｲｽﾁｬｰﾘｯﾁﾏｽｸ） 

・ｽｷﾝｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ成分を高濃度に含むｲﾒｰﾃﾙｴｯｾﾝｼｬﾙｴｷｽでつやめくほど

のﾊﾘ（ﾛｸｼﾀﾝ ﾃﾞｨｳﾞｧｲﾝ） 

・独自の速攻浸透技術によりﾊﾘ付与成分を角層の深くまでしっかり届け

る（ｴｽﾄ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞｴｯｾﾝｽ） 

・独自の保湿成分ﾐﾗｸﾙﾌﾞﾛｽが必要な水分を肌が自ら生き生きと若々しく

生まれ変わる肌角質深部まで届ける（ｸﾚｰﾑ･ﾄﾞｳ･ﾒｰﾙ ｻﾞｴｯｾﾝｼｬﾙｽﾞ） 

・指で触れた瞬間はね返されてしまうような,芯の強さまで感じさせる 

ほどのいきいきしたﾊﾘで満たす（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｱﾝﾌｨﾈｽ） 

・肌に密着するｼﾞｪﾙﾀｲﾌﾟの濃密なﾃｸｽﾁｬｰで,湧き上がるようなﾊﾘ,輝きへ

（ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾊﾟﾜｰｾﾙ） 

・立体感に加え,時肌に立ち向かう力を宿した 4D 美容液で,頬に湧き上

がるようなﾊﾘ感（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW） 

・表面的なﾄﾗﾌﾞﾙをｹｱするだけでなく,より美しく,より上質なﾜﾝﾗﾝｸ上の

特別な肌を目指す女性達のために生まれた（ｱﾝﾌﾟﾙｰﾙ） 

・乾燥などのﾀﾞﾒｰｼﾞを発信する信号をｷｬｯﾁし，必要な時に必要な部分へ

（ｸﾘﾆｰｸ ｶｽﾀﾑﾌｨｯﾄ） 

・ﾀﾞﾒｰｼﾞを受けにくい肌環境をつくり,なめらかさ,うるおい,透明感が

続く肌へ導く（資生堂 ｱﾙﾃｨﾐｭｰﾝ） 

・突然のﾄﾗﾌﾞﾙや気になっている悩みにそれぞれ明確な得意技を持って

いる（ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ﾏｼﾞｯｸﾗｲﾄ） 

 

・女性の肌はﾃﾞﾘｹｰﾄな自然そのもの。それを守るのにふさわしいものも、

やはり自然である（ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ｽﾍﾟｼｬﾙﾚｽﾋﾟｽ） 

・肌への馴染みやすさを測る PH 値は,涙と同じ弱ｱﾙｶﾘ性（無印良品） 

・望み通りの肌を手に入れる秘訣。それは,いつものお手入れに本当に

必要なあと少しのｹｱを必要なﾀｲﾐﾝｸﾞでﾌﾟﾗｽすること（ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ﾏｼﾞｯｸ

ﾗｲﾄ） 

・肌には本来,自らうるおい成分を生み出し,保護し,美しく整える働き

が備わっている（ﾄﾞｸﾀｰﾊｳｼｭｶ ） 

・人間をﾎﾘｽﾃｨｯｸ（総体的）にとらえ,肌の働きを妨げることなく,優し

くｻﾎﾟｰﾄしながらｹｱするｵｰｶﾞﾆｯｸ化粧品（ﾄﾞｸﾀｰﾊｳｼｭｶ） 

・ｼﾐの骨＝ｼﾐの原因となる「ﾒﾗﾆﾝ」の骨組みのこと（ﾌｼﾞﾌｨﾙﾑ） 

・さまざまな立場や役割を持つ,現代女性の心は揺らぎがち。それは肌

にも関係しており,さらに,気温・温度の低下など外部環境によある肌

の乾燥,くすみ,ﾊﾘのなさなど今日を生きる女性の肌は様々な外敵に

さらされている（ﾎﾟｰﾗ ﾚｯﾄﾞ） 

・肌の重要な構成要素であり，保湿成分としても優れているｺﾗｰｹﾞﾝ（ﾘｻ

^ｼﾞﾎﾞｰﾃ） 

・「炭酸ﾊﾟｯｸﾏｽｸ」で美肌ﾚﾍﾞﾙ UP（ｺｯﾄﾝ･ﾗﾎﾞ） 

・ｵｲﾙ層とｳｫｰﾀｰ層の 2 層からなる美容液には自然の恵みをふんだんに取

り入れ,ｼｪｲｸして使う（ｲｸﾞﾆｽ ﾍｳﾞﾝｽｲｯﾁ EX） 

・天然にこだわり自然の力を上手に活かして美しさをひきだす（24ｈｺｽ

ﾒ） 

・ﾊｰﾌﾞの力とﾃｸﾉﾛｼﾞｰの融合（ﾌｨｯﾂ ｺﾚｽ） 

・手つかずの自然豊かなﾌﾗﾝｽ東南部ｱﾙﾃﾞｴｰｼｭからはじまったｵｰﾊﾞﾆｯｸ認

証ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ（ﾒﾙｳﾞｨｰﾀ ﾋﾞｵﾃｨﾌﾙｼｰｽﾞﾝｽｷﾝｹｱ） 

・厳選したﾊﾟﾜｰﾌﾟﾗﾝﾄｵｲﾙ配合で,ｽｷﾝｹｱを格上げ（ﾛｸｼﾀﾝ ﾃﾞｨｳﾞｧｲﾝ） 

・天然のﾊｰﾌﾞを中心にすべて自然の恵みから生まれた,素肌をすこやか

に導くｽｷﾝｹｱ（ﾁｬﾝﾄｱﾁｬｰﾑ） 

・肌を健やかに保つｵｰｶﾞﾆｯｸｱﾛｴﾍﾞﾗｼﾞｭｰｽを,水の代わりにﾍﾞｰｽにした（ﾒ

ｲﾄﾞｵﾌﾞｵｰｶﾞﾆｸｽｱﾛｴﾍﾞﾗ） 

・「水の質」にこだわる（無印良品） 

・主原料に抽出したｱﾛｴ水を使用（ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ） 

・ﾍﾞｰｽに水ではなく植物自身がもつ水分を使用することで,抗酸化力を

高めるとともに製品の効果を引き出す（ｱﾋﾟｳﾞｨｰﾀ） 

・海洋深層水配合のうるおいがめぐり、肌悩みに合わせてｱﾌﾟﾛｰﾁ。（ﾌﾟﾚ

ﾃﾞｨｱ ﾃﾞｰﾌﾟｼｰｽﾊﾟ） 

・先進のﾃｸﾉﾛｼﾞｰを駆使したうるいおいは驚くほど速やかに肌になじみ

こみ，深く豊かなうるおい（ﾘｻｰｼﾞﾎﾞｰﾃ） 

・肌細胞の活動を支える（ATP）の産生ｼｽﾃﾑに着目した「ﾚｲｽﾞｱｯﾌﾟｴｷｽ」

（ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ﾚｲｽﾞｱｯﾌﾟ） 

・高濃度ﾋﾞﾀﾐﾝ C に独自の技術でﾋﾞﾀﾐﾝ E 配合に成功（ｵﾊﾞｼﾞ） 

・ﾋﾞﾀﾐﾝ A 誘導体×ｺﾗｰｹﾞﾝ×ｴﾗｽﾃｲﾝ配合（ｵﾊﾞｼﾞ ﾀﾞｰﾏﾊﾟﾜｰ x ｾﾗﾑ） 
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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 

 ・ﾅﾁｭﾗﾙと新ﾃｸﾉﾛｼﾞｰの,自然由来成分でｴｲｼﾞﾝｸﾞｻｲﾝにｱﾌﾟﾛｰﾁ（ｼﾞｭﾘｰｸ ﾆ

ｭｰﾄﾘﾃﾞｨﾌｧｲﾝ） 

・優雅に年齢を重ねるためのｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ用美容液が気になりだした年齢

ｻｲﾝに効果的に働きかける（ｼﾞｭﾘｰｸ ｸﾞﾚｲｽﾌﾙﾋﾞｭｰﾃｨﾌｧｰﾐﾝｸﾞｾﾗﾑ） 

・まず、乾燥などでｺﾞﾜついた肌をほぐす。そして,成分がきちんと浸透

するための肌環境を整えた上で、うるおいを与える。これが,大人肌

を知り尽くしたｽｯｸが考えるｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱの形（ｽｯｸ ﾓｲｽﾁｬｰﾘﾍﾟｱ） 

・冬でも使えるほど保湿力を高めた美白乳液（ｿﾌｨｰﾅﾎﾞｰﾃ） 

・目指すのは目をみはる透明感（ｵﾊﾞｼﾞ） 

・ﾒﾗﾆﾝ包囲の集中美白（ﾒﾗﾉｻｲｴﾝｽ） 

・2 つの美白有効成分を肌の奥まで素早く届け,ﾒﾗﾆﾝ色素の生成をおさ

え,ｼﾐ･ｿﾊﾞｶｽを防ぐ薬用美白美容液（資生堂 ﾅﾋﾞｼﾞｮﾝ） 

・紫外線や公害,日々のｽﾄﾚｽ等に着目（ｸﾚｰﾑ･ﾄﾞｳ･ﾒｰﾙ ｻﾞ･ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞﾘﾊﾞｲﾀ

ﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾏｽｸ） 

・毛穴をふさがず軽やかなつけ心地（ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ） 

・「美しい肌」は“毛穴をｷﾚｲにすること”からはじまる（ｴｽﾄﾛﾜﾎﾟﾗﾚｽ） 

・目もと 3 ﾎﾟｲﾝﾄのﾊﾘを高めて顔全体の印象を塗り替える！（SKⅡ ｽﾃﾑ

ﾊﾟﾜｰ） 

・“W のﾊﾘ成分”が,年齢を重ねた口もとに直接ｱﾌﾟﾛｰﾁ（ﾏﾘﾝｱﾝﾅﾌﾟﾗｽ豊麗） 

・年齢を重ねると気になる目の下,頬の位置,口角まわりの要となる部分

にふっくらしたうるおいを満たし,若々しい輝きのある印象へ導く（ｺ

ｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW） 

 

 ・自然農法のﾜｲﾙﾄﾞｸﾗﾌﾄで栽培された奈良県産の大和茶が主原料（ｸﾚｺｽ） 

・8 分間の集中ｹｱ（ｸﾚｰﾑ･ﾄﾞｳ･ﾒｰﾙ ｻﾞ･ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞﾘﾊﾞｲﾀﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾏｽｸ） 

・「植物幹細胞」とは植物だけが持つ,栄養の永遠の生命力の源（ﾄﾋﾞｭﾙ 

ｺｽﾒﾃｨｯｸｽ） 

・3 万種を超すｵｰｷｯﾄﾞの中から、卓越した力を誇る黄金の蘭（ｺﾞｰﾙﾄﾞｵｰ

ｷｯﾄﾞ）を厳選。ｺﾞｰﾙﾄﾞｵｰｷｯﾄﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰを開発（ｹﾞﾗﾝ ｵｰｷﾃﾞｱﾝﾍﾟﾘｱﾙ） 

・安定性ﾅﾉｶﾌﾟｾﾙに包み込み、角質層のすみずみまで送り届ける（ﾏﾘｰｸﾜ

ﾝﾄ ﾚｲｽﾞｱｯﾌﾟ） 

・0.1 ﾐｸﾛﾝﾉﾏｲｸﾛｶﾌﾟｾﾙ,多重層ﾘﾎﾟｿｰﾑが角質深く浸透（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾓｲｽﾁｭ

ｱﾘﾎﾟｿｰﾑ） 

・ﾌｼﾞﾌｨﾙﾑは、今まで防げなかった紫外線「Deep UVA」をﾌﾞﾛｯｸする独

自の紫外線「Deep UVA」をﾌﾞﾛｯｸする独自の紫外線防御成分を開発（ﾌ

ｼﾞﾌｨﾙﾑ） 

・ﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰを整え,肌本来の力を引き出し、健康的で美しい素肌に導く

という「肌再生理論」その理論とﾛｰﾄ製薬の処方技術で実現した（ｵﾊﾞ

ｼﾞ） 

 

 

 

ｰ 
 

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 

・うるおいたっぷりなのに，軽やかな使用感です。繊細な輝きをﾌﾟﾗｽして，

ﾌｧﾝﾃﾞ前からﾜﾝﾗﾝｸ上の肌に（ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾓｲｽﾁｭｱﾗｲｼﾞﾝｸﾞ） 

・くすみのない透明感のある肌，ｷﾒの整ったなめらか肌，うるおいのある

健康的なﾂﾔ肌など,化粧下地を上手に使いこなして，狙い通りの印象に

する（ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ﾒｰｸｱｯﾌﾟﾍﾞｰｽ） 
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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 

・メイクの上から簡単スポットお直し（ｷｬﾝﾒｲｸ） 

・誕生から 25 年。質感と色印象で選べるﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝに新色誕生（ｴﾚｶﾞﾝｽ 

ﾗﾌﾟﾄﾞｰﾙｵｰﾄﾆｭｱﾝｽ） 

・さらに美しく,さらに崩れにくいﾒｲｸを実現！（ｼﾝﾋﾟｭﾙﾃ） 

･ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝでもｹﾞﾙが優れた機能を発揮することに着目（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ 

ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｹﾞﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・繊細なﾃｸｽﾁｭｱと軽やかな使用感，崩れ知らずの美しい”ﾌﾟﾘｽﾞﾑの魔法

“できめ細やかなふんわり洗練肌，ずっと続く（ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾘｰ

ﾌﾞﾙ） 

・3 大保湿成分が素肌を乾燥から守り，EGC がすこやかな肌状態に導く

（ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ BB ｸﾘｰﾑ） 

・ひと塗りで，ﾊﾘ感まで（ｽｯｸ） 

・1 日中なめらかに透き通り，美しい肌へ（ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ﾙｰｽﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・一瞬で際立つ立体感。つややかな輝き。新・ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ誕生

（ﾃﾞｨｵｰﾙ ｽｷﾝｽﾀｰ） 

・水の代わりにｵﾚﾝｼﾞﾌﾗﾜｰ水を 100%使用。ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ仕立てのようなﾂﾔと透

明感に。ｵﾚﾝｼﾞの香りも楽しめる（ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾓｲｽﾁｭｱﾗｲｼﾞﾝｸﾞ） 

 

・溶け込むように肌と一体化し，本来の美しさを引き出しながら，理想

のﾇｰﾄﾞ肌に仕上げる（ｹﾞﾗﾝ ﾗﾝｼﾞｪﾘｰﾄﾞﾎﾟｰ） 

・肌のくすみや悩みをｶﾊﾞｰし,明るさと透明感を与えるﾌﾞﾚｽﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ（ﾏﾘ

ｰｸｳｪｱﾝﾄ ﾌｪｲｽﾌｧｲﾅﾙ） 

・健康的に輝く血色，みずみずしいﾂﾔとうるおいが息づく理想の素肌感

を生みだす（THREE） 

・ふんわり上質な光が息づく，光柔肌へ。優しさ，美しさ，健やかさを

かねそなえる至福のﾐﾈﾗﾙﾘｷｯﾄﾞ誕生（ﾍﾞｱﾐﾈﾗﾙ） 

・新技術採用により,光を集めて美しく解き放つ「光のｶﾊﾞｰ」を実現（ｶ

ﾊﾞｰﾏｰｸ ﾓｲｽﾁｭｱｳﾞｪｰﾙｸﾘｰﾐﾘｷｯﾄﾞ） 

 

 

 

 

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 

・無数のきらめき，温もりのﾏｯﾄｶﾗｰ。あの星空のように美しい，あな

たへ（ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾒｲｸｱｯﾌﾟｺﾚｸｼｮﾝ） 

・なんのしがらみにも縛られない自由な ROCKABILLY とﾄﾚﾝﾄﾞﾒｲｸを融合

させたｱｲﾃﾑを展開（ｴﾓﾀﾞｺｽﾒﾃｨｯｸｽ ﾛｶﾋﾞﾘｰﾄﾞｰﾙｽﾞ） 

・すべての女性が初めて体験する黒-FUTURE NOIR-（THREE） 

・輝きを操るﾃｸﾉﾛｼﾞｰ（ｸﾚ･ﾄﾞ･ﾎﾟｰ･ﾎﾞｰﾃ） 

・星の光，月の光，透きとおる肌。愛らしいﾌｸﾛｳの歌を聴きながら（ﾎﾟ

ｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾌﾟﾚｽﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ T） 

・秋の自然の光をすくいとったようなまばゆい輝きを肌にものせて深

まる秋のｵｰﾗを纏う（ｻﾞ･ﾎﾞﾃﾞｨｼｮｯﾌﾟｶﾗｰｸﾗｯｼｭ） 

・強さと弱さ。優しさと厳しさ。生きていく中で，私たち女性はさま

ざまな表情を見せます。2014 年秋の RMK はそんな女性の多面的な魅

力をﾏｯﾄとｼｬｲﾝという２つの質感で表現（RMK） 

・それは甘いだけではない。成熟の豊かさを宿した，絶妙な可憐さ。

華やかでｼｯｸ。柔らかで強い。相反する魅力が溶け合った大人の女性

だからこそ映える，洗練のｽｳｨｰﾄ（ﾐｷﾓﾄｺｽﾒﾃｨｯｸｽ） 

 

・肌への刺激を軽減した独自の色素を，すべてのﾒｲｸｱｯﾌﾟ製品に採用（ｱ

ｸｾｰﾇ ﾌｪｲｽｶﾗｰ） 

・やわらかなｻﾃﾝのｳﾞｪｰﾙが肌を包むように広がり超微細ｻﾃﾝｽﾑｰｽﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ

配合で、自然な透明度と化粧持ちをｱｯﾌ （゚資生堂 ﾄﾗﾝｽﾙｰｾﾝﾄﾙｰｽﾊﾟｳﾀﾞ

ｰ） 

 

・なめらかにしたり，明るくしたり，ﾂﾔを出したり。秘密の光のしずく

で，望みどおりの肌へ。最後の仕上げも，化粧なおしも，いつでもど

こでも（ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ｲﾙﾐﾈｲﾁﾝｸﾞﾀｯﾁﾍﾟﾝ） 

・ﾋﾟｭｱなｶﾗｰとﾒｿﾞﾝを象徴するｺﾞｰﾙﾄﾞの衝撃的な出会いでｶﾗｰ 7 と繊細な

ﾒﾀﾘｯｸｴﾌｪｸﾄが完璧なﾊﾞﾗﾝｽを生み出し，高貴な煌めきを添えるｸﾘｽﾏｽｶﾗ

ｰｺﾚｸｼｮﾝ（ﾃﾞｨｵｰﾙ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｼｮｯｸ） 

・ﾒｲﾝｶﾗｰからﾊｲﾗｲﾄ､ｼｪｰﾄﾞまで表情や奮起を自在に操る全 16 色の豊富な

ｶﾗｰで、今までにない「なりたい自分」を叶える（ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ﾌﾞﾗｼｭｳﾍﾞ

ﾋﾞｰﾁｰｸｶﾗｰ） 

・質感の異なる 3 色ﾌﾞﾚﾝﾄﾞで血色感と立体感のある艶やかな印象に（ﾎﾟ

ｰﾗ ﾐｭｾﾞﾙﾉｸﾀｰﾅﾙ） 
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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 

 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 
・骨格ﾘﾒｲｸ･ｱｲｼｬﾄﾞｳ誕生。「骨格ﾘﾒｲｸ」とは，ﾎﾘを深くみせるﾒｲｸ効果 
 （ｹｲﾄ ﾌﾞﾗｳﾝｼｪｲﾄﾞｱｲｽﾞ） 
・まばたきをするたびｵｰﾗが揺らめくｱｲｶﾗｰﾊﾟﾚｯﾄが登場！（資生堂ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ） 
・ありきたりの色じゃ，その目は満足していない。あなたの魅力を引き出

す色は，あなたにしかつくれないはず（ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ｱｲｵｰﾌﾟﾅｰ） 

・上質なｻﾃﾝを思わせる，ほのかな輝きと優雅な色合い（資生堂 ﾙﾐﾅｲｼﾞﾝ

ｸﾞｻﾃﾝｱｲｶﾗｰ） 

・ｵｰﾄｸﾁｭｰﾙのｶﾗｰとｴﾌｪｸﾄをｱｲｼｬﾄﾞｳに注いだﾃﾞｨｵｰﾙｽﾀｲﾙの真髄（ﾃﾞｨｵｰﾙ ｻ

ﾝｸﾙｰﾙ） 

・ﾛ-ﾗ･ﾒﾙｼｴ本人が厳選した 12 色のｱｲｶﾗｰﾊﾟﾚｯﾄにｽﾃｨｯｸｱｲｶﾗｰとﾏｽｶﾗをﾌﾟﾗｽ。

洗練された目元を叶える（ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ  ｱｰﾃｨｽﾄﾊﾟﾚｯﾄﾌｫｰｱｲｽﾞｾｯﾄ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

・甘い魔法をかけられたﾁｮｺﾚｰﾄのようなｱｲｼｬﾄﾞｳや，ｷｬﾝﾃﾞｨｽﾃｨｯｸのような

ｱｲﾗｲﾅｰ（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW） 

<ﾏｽｶﾗ> 

・素まつ毛比 200%の濃密なつや仕掛け（資生堂 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾏｽｶﾗ） 

・忙しい朝に限ってﾏｽｶﾗが目の周りについたり、まつげがﾀﾊﾞになる悩

みを解決する「速乾ﾌｨﾙﾑﾏｽｶﾗ」（ｵﾍﾟﾗ ﾏｲﾗｯｼｭ R） 

・長短の繊維がﾀﾞﾏにならず，まつ毛のｶｰﾙ部分も直線部分もﾎﾞﾘｭｰﾑｱｯ

ﾌﾟ（ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ﾋﾞﾘｵﾝﾗｯｼﾝｸﾞｽ） 

・独自のﾌﾞﾗｼとｽﾄﾚｯﾁ性のある鮮やかなﾏｽｶﾗ液が，まつ毛を 1 本 1 本ｺ

ｰﾃｨﾝｸﾞ（ﾏﾘ-ｸﾜﾝﾄ ｱｸｼｮﾝﾗｯｼﾝｸﾞｽ） 

<ｱｲﾗｲﾅｰ> 

・にじまない「美容液ｱｲﾗｲﾅｰ」で目元に漆黒ﾗｲﾝ（MMC ﾐﾈﾗﾙﾘｷｯﾄﾞｱｲﾗ

ｲﾅｰ） 

 

<ｱｲｼｬﾄﾞｳ> 
・120 の色と質感を，もっと楽しく，もっと自由に（ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ｱｲｵｰﾌﾟﾅ

ｰ） 
・鮮やかなのに肌になじみの良い，４色ｾｯﾄのｱｲｶﾗｰ。立体感のある美し

い目もとへ（ﾎﾟｰﾗ ﾐｭｾﾞﾙﾉｸﾀｰﾅﾙ） 
・2 色の濃密ｼｬﾄﾞｳを重ねることで，洗練された立体的な目もとに仕上

がる（ｳﾞｨｾﾘｼｪ） 
<ｱｲﾗｲﾅｰ> 
・ｼﾞｪﾙのようななめらかさ，ﾘｷｯﾄﾞのような発色&密着感，ﾍﾟﾝｼﾙのよう

な描きやすさの，夢みたいなｱｲﾗｲﾅ （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） 

 

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 

・時を超えた艶（資生堂ﾗｯｶｰﾙｰｼﾞｭ） 

・輝きを味方につけて，あなたを印象付ける魅惑の唇に仕上げてみて（ﾏ

ﾘｰｸﾜﾝﾄ ｶﾗｰｼｬｲﾝﾌｫｰﾘｯﾌﾟｽ） 

 

・うるうるﾊﾁﾐﾂくちびるｹｱ（ﾍﾞｷｭｱ） 

・ﾘｯﾌﾟｶﾗｰには，ﾏﾝｺﾞｰやｼｱﾊﾞﾀｰなどのﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ成分も,たっぷり（ｸﾘﾆｰ

ｸ ﾁｬﾋﾞｰｼﾘｰｽﾞ） 

・繰り出し式ｸﾚﾖﾝﾀｲﾌﾟで，いつでも，どこでも思い通りのﾒｰｸが楽しめ

るﾁｬｰﾋﾟｰｼﾘｰｽﾞ（ｸﾘﾆｰｸ ﾁｬﾋﾞｰｼﾘｰｽﾞ） 

・なめらかなﾃｸｽﾁｬｰは，ひと塗りでﾂﾔもﾎﾞﾘｭｰﾑも思いのまま（ﾏﾘｰｸﾜﾝ

ﾄ ｶﾗｰｼｬｲﾝﾌｫｰﾘｯﾌﾟｽ） 

 

・唇の水分をｷｬｯﾁ＆ﾌﾟﾛﾃｸﾄする合わせ技が，深みのあるふっくらとした

ﾂﾔを生み出す（ｱｸｾｰﾇ ﾘｯﾌﾟｸﾞﾛｽ） 

・ぷっくりﾘｯﾌﾟは，女性らしさの象徴。輪郭をｷﾚｲに描いて，唇本来の

美しさを強調（ｸﾘﾆｰｸ ｸｲｯｸﾗｲﾅｰﾌｫｱﾘｯﾌﾟ） 

・天然 100%で実現したﾘｯﾁな色の濃厚ﾙｰｼﾞｭ（MMC ﾐﾈﾗﾙﾙｰｼﾞｭ） 
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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 

・頭皮ｽｷﾝｹｱからはじまるﾍｱﾌﾞﾗﾝﾄﾞ“ﾘｸｲｰﾙ”誕生（ﾘｸｲｰﾙ） 

・髪のﾀﾞﾒｰｼﾞｹｱは頭皮から（ﾘｻｰｼﾞﾎﾞｰﾃ） 

・Feature～艶めくｵﾄﾅの美髪へ導く 9 つのｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ成分（XY9 ｱﾌﾛｰﾄ） 

・植物の生命力が，なりたい髪をかなえる運命のﾍｱｵｲﾙ（ﾃﾞﾛﾝ ﾎﾞﾀﾆｶﾙ） 

・「染まる」「持続する」進化した白髪用ｶﾗｰﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ（DHCQ10 ｸｲｯｸｶﾗｰﾄﾚ

ｰﾄﾒﾝﾄ） 

・栄養士×ﾍｱｴｷｽﾊﾟｰﾄ共同開発ｺﾝｾﾌﾟﾄ（P&G ﾍｱｰﾚｼﾋﾟ） 

・男の第一印象のために。地肌ｹｱのﾊﾟｲｵﾆｱ，ｈ&s が導いたｱﾝｻｰ（ｈ&s 

formen) 

・3 種の天然ｸﾚｲをﾌﾞﾚﾝﾄﾞしたｾﾐﾏｯﾄで繊細な質感のﾜｯｸｽ（ｼﾞｮﾝﾏｽﾀｰｵｰｶﾞ

ﾆｯｸｽｶﾙﾌﾟﾃｨﾝｸﾞｸﾚｲﾐﾃｨｱﾑﾎｰﾙﾄﾞ） 

・洗うほどうるおう。続けるほど美しい。ﾉﾝｹﾐｶﾙの力で，生涯つやめ

く髪へ（ｱｳﾞｨｽﾀ） 

・毛先の動きや，ﾄｯﾌﾟ立ち上げなど，ﾍｱｻﾛﾝで仕上げた様な躍動的で立

体感のあるﾍｱｽﾀｲﾙを演出する（ｼﾞｮﾝﾏｽﾀｰｵｰｶﾞﾆｯｸ ｽｶﾙﾌﾟﾃｨﾝｸﾞｸﾚｲﾐﾃｨ

ｱﾑﾎｰﾙﾄﾞ） 

 

 

 

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 

<ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽ> 

・うるおい，香り，夢のひととき。すべてをつめこんだ，冬の宝箱（ﾎﾟ

ｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾎﾞﾃﾞｨﾌﾚｸﾞﾗﾝｽｺﾚｸｼｮﾝ） 

・繊細に輝くｺﾞｰﾙﾄﾞのﾊﾟｳﾀﾞｰが髪やﾃﾞｺﾙﾃを覆い，華やかな煌めきと，

ｼﾌﾟﾚｰﾌﾛｰﾗﾙの官能的な香りを残す（ｹﾞﾗﾝ ｺｯｸﾄﾞｰﾙ ﾌｪｲｽ&ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾟｳﾀﾞ

ｰ） 

・うるおい。香り。つまり，幸せな私（ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ） 

<ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ> 

・ふんわり，新ﾎｲｯﾌﾟｼｱ（ﾛｸｼﾀﾝ ｼｱﾎｲｯﾌﾟ） 

・日本女性にﾌｪﾐﾆﾝｿﾞｰﾝの新習慣を！（ﾗｸﾀｼｰﾄﾞ） 

<ｸﾞｯｽﾞ> 

・極細毛つけまつ毛“繊細なのに，美しさ続く…”（ﾃﾞｺﾗｲﾃｨﾌﾞｱｲﾗｯｼｭ） 

・ｼﾞｭｴﾘｰとﾒｰｷｬｯﾌﾟ。やわらかな光で，美しさが響きあう（ｺｽﾒﾃｨｯｸ ﾋﾞ

ｼﾞｭｰ） 

・ﾄﾞｸﾀｰｼｰﾗﾎﾞ史上初 EMS 搭載ﾊﾘ肌ｹｱ美顔器「ｴｽﾃｱｯﾌﾟ 4」登場（ﾄﾞｸﾀｰｼｰ

ﾗﾎﾞ多機能超音波美顔器ｴｽﾃｱｯﾌﾟ 4） 

 

<ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ> 

・粉ふきや肌あれが気になる乾燥肌に。肌のうるおいに大切なｾﾗﾐﾄﾞの

働きを守る（ﾛｰﾄ ｹｱｾﾗ） 

・みずみずしく，ﾊﾘ感のある手肌に。肌あれ・乾燥・ｶｻつきをｹｱする薬

用ﾊﾝﾄﾞ美容液（ﾌﾟﾚﾃﾞｨｱ薬用ﾊﾝﾄﾞｾﾗﾑ EX） 

・しょうが精油のｽｷﾝｹｱ･ﾏｯｻｰｼﾞ効果を引き出す組み合わせ（ﾃﾗｸｵｰﾚﾘｽﾞ

ﾑﾏｯｻｰｼﾞｵｲﾙ） 

<ｸﾞｯｽﾞ> 

・立体的なｶｰﾌﾞが肌をつかむようにすみずみまでほぐし，揉み，整える！ 

ﾌﾟﾚｰﾄを使った「美活沙ﾏｯｻｰｼﾞ」による血行促進効果で、生きいきと

した肌へ導く（ｱﾕｰﾗﾋﾞｶｯｻﾌﾌﾟﾚｰﾄﾌﾟﾚﾐｱﾑ） 

 

 

<ｸﾞｯｽﾞ> 

・化粧品と同じぐらいﾏﾘｰがこだわったものは上質なﾌﾞﾗｼ。ﾅﾁｭﾗﾙにもｼ

ｬｰﾌﾟにも繊細なﾒｰｸを叶えてくれる機能性はもちろん，使い心地にも

こだわり，ﾜﾝﾗﾝｸ上の仕上がりを実現する（ﾏﾘｰｸﾜﾝﾄ ﾌﾞﾗｯｼｰｽﾞ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２０１４/秋冬 ⑤ 
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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 

・全体の 2/3 以上が天然由来の美容液成分(ﾗﾌﾗ ﾊﾞｰﾑｵﾚﾝｼﾞ) 

・82%が美容液成分(ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ) 

・水と天然ｺﾗｰｹﾞﾝで肌よみがえる。(ｽｰﾊﾟｰｾｰﾑ) 

・天然の溶岩から採取した、ﾐﾈﾗﾙ豊かな粘土から抽出したｸﾚｲｴｸｽﾄﾗｸﾄ配合(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾌﾞﾗﾝｸﾛﾏﾌﾞﾗｲﾄ&ﾎﾟﾘｯｼｭｸ

ﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ) 

・和漢ｴｷｽ 33 種類、天然ｸﾚｲ配合(ｱﾚﾄｺﾚ ﾜｶﾗ) 

・ｵｲﾙﾌﾘｰ、ﾊﾟﾊﾟｲﾝ酵素が古い角質を分解､ﾄﾘﾌﾟﾙﾋｱﾙﾛﾝ酸とﾀﾞﾌﾞﾙｺﾗｰｹﾞﾝ配合でしっとり、ｱｰﾃｨﾁｮｰｸ葉ｴｷｽがた

るんだ肌にｱﾌﾟﾛｰﾁ。（ｱﾚﾄｺﾚ ﾋﾞﾖﾝｾﾏｼﾞｯｸﾏｲﾙﾄﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ） 

・微酸性､ﾉﾝｵｲﾙ、100％ｱﾐﾉ酸系洗浄成分の洗浄料（CAC 洗浄料） 

・100%純せっけん洗浄成分、石油系洗浄成分ｾﾞﾛ、古来よりせっけんとして使用されたｿｰﾌﾟﾍﾞﾘｰ配合(ｺｰｾｰ ｻ

ﾎﾞﾝﾃﾞｵﾌﾞｰｹﾎﾜｲﾄ) 

・ﾀﾝﾊﾟｸ質分解酵素のﾌﾟﾛｱﾃｰｾﾞ、23 種の多元素ﾐﾈﾗﾙ配合（いつかの石けん 酵素泡石けん） 

・ﾐｾﾙｿﾘｭｰｼｮﾝの技術を世界で初めてｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞに応用(ﾋﾞｵﾃﾞﾙﾏ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｳｫｰﾀｰ) 

・ｸﾞﾘｺｼﾙﾄﾚﾊﾛｰｽ(保湿成分)配合(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾋﾟｭｱﾘｰ WT ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸ) 

・ｼﾞｪﾙで落として、泡で洗う（ｷｰﾙｽﾞ ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼﾞｪﾙ） 

・ｲﾓｰﾃﾙｴｷｽ配合の濃密な泡が、肌に密着してすみずみまで洗い上げる(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) 

・ﾌｧｲﾊﾞｰｽｸﾗﾌﾞ配合のもちもちの泡立ちで、肌を優しく包み込みながら､ﾆｷﾋﾞの原因となる毛穴のつまりをや

さしく絡め取りｸﾚｲが余分な皮脂を吸着(ﾌｼﾞﾌｨﾙﾑ ﾙﾅﾒｱ AC ﾌｧｲﾊﾞｰﾌｫｰﾑ) 

 

・ｽｷﾝｹｱする進化系ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ（ｱﾚﾄｺﾚ ﾋﾞﾖﾝｾﾏｼﾞｯｸﾏｲﾙﾄﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ） 

・くすみｹｱ成分配合で古い角層や毛穴の黒ずみまでｽｯｷﾘ(ﾌｧﾝｹﾙ ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ洗顔ｸﾘｰﾑ) 

・余分な皮脂や角質をからめとってつるっとなめらかな明るい肌に(ﾛｸｼﾀﾝ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾌﾞﾗｯｸﾎﾞﾃﾞｨﾍﾟｰｽﾄ) 

・磨かれたかのような、くすみを感じさせない明るい、つるんと滑らかな澄みわたる肌へ(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ﾌﾞﾗﾝｸﾛ

ﾏﾌﾞﾗｲﾄ&ﾎﾟﾘｯｼｭｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ) 

・汚れを巻き込んで､浮かして落とし、透き通る肌に導く(ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾋﾟｭｱﾘｰ WT ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸ) 

・ひとふきするだけでｸﾘｱ&ﾁｬｰｼﾞ。透き通る、元気な素肌へ（ﾌｼﾞﾌｨﾙﾑ ﾙﾅﾒｱﾌﾞﾗｲﾄﾅｰ） 

・肌をたっぷりうるおし、ふっくら柔らかい、うるおい透明美肌へ導く(ﾗﾌﾗ ﾊﾞｰﾑｵﾚﾝｼﾞ) 

・ﾒｲｸ・毛穴の奥すっきり、洗うたびしっとりﾌﾜﾌﾜ（ｱﾚﾄｺﾚ ﾋﾞﾖﾝｾﾏｼﾞｯｸﾏｲﾙﾄﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ） 

・ﾏｽｶﾗまで落ち、美容液成分 40%配合でうるおう(ﾋﾞｵﾚ うるおいｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾘｷｯﾄﾞ) 

・水のようにさらっとした感触なのにﾏｽｶﾗなどのｱｲﾒｲｸもするっと落とす(ﾋﾞｵﾃﾞﾙﾏ ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｳｫｰﾀｰ) 

・落ちにくいｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌまでｵﾌ(ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｵｲﾙ) 

 ・音波振動で汚れを落とすからこすらず肌にやさしく、手洗顔より効果的(ｸﾘﾆｰｸ ｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾋﾟｭﾘﾌｧｲﾝｸﾞｸﾚﾝ

ｼﾞﾝｸﾞﾌﾞﾗｼ) 

 

 

 
 

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 

・引き締めて、小顔印象へ(ｸﾘﾆｰｸ ﾘﾍﾟｱｳｪｱｽｶﾙﾌﾟﾃｨﾝｸﾞﾅｲﾄｸﾘｰﾑ) 

・揺るぎのない清らかな肌を目指し、格別な美容液ｼﾘｰｽﾞで満ち足りた

未来肌へ導く(ｶｼｰ ﾌﾟﾗｽｷﾝｴｸｽﾄﾗ) 

・受けてしまったﾀﾞﾒｰｼﾞには、ﾘﾍﾟｱ発想の美容液(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾅ

ｲﾄﾘﾍﾟｱ SR ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽⅡ) 

・角層のすみずみにまで美容成分を引き込み､ｷﾒのひとつひとつが生ま

れ変わる(ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ﾛｰｼｮﾝ) 

・みずみずしくまろやかな感触で肌のｷﾒを整え、手のひらに吸い付くよ

うなふっくらとした肌をもたらす(ｲﾝﾌﾟﾚｽ IC ﾘﾌｧｲﾆﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ) 

・気になる部分は、ﾛｰﾙｵﾝして集中ｹｱ。機能的なﾛｰﾙｵﾝｱﾌﾟﾘｹｰﾀｰ採用で効

果的に肌へ届ける(ｼｽﾚｰ ﾌｨﾄﾌﾞﾗﾝｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｽﾎﾟｯﾂｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ) 

・乾いた肌を美しく満たす、革新の保湿ｾﾗﾑ（ｼｬﾈﾙ ｲﾄﾞｩﾗﾋﾞｭｰﾃｨﾏｲｸﾛｾﾗ

ﾑ） 

・ﾋﾟﾘﾋﾟﾘ、ｶｻｶｻ、ﾊﾞﾗﾝｽを崩してゆらぎがちな女性の肌を整えて潤す高

保湿化粧水（MIMC ﾋﾞｭｰﾃｨﾋﾞｵﾌｧｲﾀｰﾊﾋﾟﾈｽ） 

・深い乾燥の悩み用ｸﾘｰﾑ(ﾘﾊﾞｲﾀﾙｸﾞﾗﾅｽ ｸﾘｰﾑｺﾝﾃﾞﾝｽ) 

 

・睡眠中の肌ｻｲｸﾙに着目。肌の自己回復力が高まる夜にうるおいを補給

し、日中のﾀﾞﾒｰｼﾞからも保護する(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾅｲﾄﾘﾍﾟｱ SR ｺﾝﾌﾟ

ﾚｯｸｽⅡ) 

・肌本来の自己回復機能がﾋﾟｰｸを迎えると言われる、睡眠中の肌に着目。

睡眠中の肌を深く潤し透明感を目覚めさせる(ｹﾞﾗﾝ ﾍﾟﾙﾙﾌﾞﾗﾝﾎﾜｲﾄﾆﾝ

ｸﾞﾅｲﾄｸﾘｰﾑ) 

・肌本来の防御力や自活力を呼び覚まし、肌のｷﾒを整え、内側から輝く

ような明るい肌へ導く(ﾗｲｽﾊﾟﾜｰｴｷｽ№23) 

・乾燥などのﾀﾞﾒｰｼﾞが発信する信号をｷｬｯﾁし、必要な時に必要な部分へ

稼働する(ｸﾘﾆｰｸ ｽﾏｰﾄｶｽﾀﾑﾘﾍﾟｱｾﾗﾑ) 

・肌温℃に着目。高すぎる肌温、低すぎる肌温は“角層かたまり”を引

き起こす要因であると解明（ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ｽｷﾝｹｱ 15 品） 

・疲れやｽﾄﾚｽにさらされると乱れがちな細胞の生まれ変わりのﾘｽﾞﾑに着

目。肌本来の健康的なﾘｽﾞﾑへ整える(ｸﾘﾆｰｸ ﾀｰﾅﾗｳﾝﾄﾞｾﾗﾑ) 

・ｼﾐの原因であるﾒﾗﾆﾝ生成のﾒｶﾆｽﾞﾑに集中的に働きかけ、輝く白い肌へ

導く(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ﾎﾜｲﾄﾛｼﾞｽﾄﾒﾗﾉｸﾛｰｻﾞｰ) 

 

 

・ﾀﾞﾒｰｼﾞを受けにくいすこやかな肌のための新開発成分「ﾏｲｸﾛﾆｭｰﾄﾘｴﾝﾄ

ﾊﾞｲｵﾌｧｰﾒﾝﾄ」搭載(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ ﾏｲｸﾛｴｯｾﾝｽﾛｰｼｮﾝ) 

・植物ｵｲﾙと植物ｴｷｽを先端科学の三相乳化技術でﾐｯｸｽした（MIMC ﾋﾞｭｰ

ﾃｨﾋﾞｵﾌｧｲﾀｰﾊﾋﾟﾈｽ） 

・ﾊｰﾊﾞｰﾄﾞ大学の叡智を結集し、進化を遂げた｢ﾏｲｸﾛﾌﾙｲﾃﾞｨｯｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰ｣の

先端技術を初めてｼｬﾈﾙだけが応用（ｼｬﾈﾙ ｲﾄﾞｩﾗﾋﾞｭｰﾃｨﾏｲｸﾛｾﾗﾑ） 

・長年写真分野で培った独自のﾅﾉ化技術により、ｸﾘｱﾅﾉﾋﾞﾀﾐﾝ E とｸﾘｱﾅﾉﾋﾞ

ﾀﾐﾝ A を安定的に配合し、高浸透を実現(ﾌｼﾞﾌｨﾙﾑ ﾅﾉﾒｱ) 

・独自成分ｶｸﾃﾙﾋﾞﾀﾐﾝがさまざまな肌悩みに働きかけ、健やかな肌状態

へ導く(ﾄﾞｸﾀｰｹｲ) 

・奥出雲産ｵｰｶﾞﾆｯｸ薔薇の新鮮な生花弁抽出水 100％使用。薔薇の香りと

植物成分で、綺麗肌を創る赤いﾛｰｼｮﾝ(ﾋﾞｰﾊﾞﾝｼﾞｮｱ ｼｸﾞﾅﾙｱｸﾄﾛｰｼｮﾝ) 

・厳選された植物由来ｵｲﾙと生命の源ともいえるﾐﾈﾗﾙが響き合い、あら

ゆる肌ﾆｰｽﾞにｱﾌﾟﾛｰﾁする美容ｵｲﾙｼﾘｰｽﾞ(ﾍﾞｱﾐﾈﾗﾙ ﾐﾈﾗﾘｸｻｰ) 

・先進のﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰを駆使し２つの植物成分を、独自の技術で配合（ﾍ

ﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾊﾟﾜｰｾﾙ） 

 

２０１５/春夏 ① 
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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 
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・ゆらぎやすい敏感肌・乾燥肌の方へうるおいに、輝きをﾌﾟﾗｽするｽｷﾝｹ

ｱ(ﾐﾉﾝ ｱﾐﾉﾓｲｽﾄ) 

・強力な紫外線と日中の乾燥から肌を守りながら、うるおいとﾊﾘを届け

る（ｶﾈﾎﾞｳ DEW ﾎﾞｰﾃ UV ﾌﾟﾛﾃｸﾄｴｯｾﾝｽ） 

・ﾊﾘ､ﾂﾔ不足、ｽｷﾝﾄｰﾝ、乾燥小ｼﾞﾜ…気づかない肌悩みに対応する（ｸﾘﾆｰ

ｸ ｽﾏｰﾄｶｽﾀﾑﾘﾍﾟｱｾﾗﾑ） 

・角層のすみずみまでしっかりとうるおいで満たし、輝きあふれる健や

かな肌へ導く（ﾍﾞｱﾐﾈﾗﾙ ﾐﾈﾗﾘｸｻｰ） 

・肌が、輝く未来へ方向転換する。ｸﾘﾆｰｸ№１角質ｹｱ美容液（ｸﾘﾆｰｸ ﾀｰ

ﾝｱﾗｳﾝﾄﾞｾﾗﾑ） 

・角層に素早く浸透し、澄みきった明るい印象が際立つ肌へ導く（ｱﾕｰﾗ 

ｻﾞﾎﾜｲﾄ EX 

・植物の芯の力で毛穴印象のないｸﾘｱな肌へ導く“潤す”、“保つ”ｹｱ(ﾚｽ

ﾄｼﾞｪﾉｰﾙ ﾌﾟﾚﾙﾃﾞ) 

・雪のように透き通って輝く美肌へ導く（ﾐｼｬ ﾎﾜｲﾄ NW ｼﾘｰｽﾞ） 

・1 回の集中ｹｱで顔の中心部から輝きが見える(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ｺﾝｻﾝﾄﾚｲﾘｭﾐﾅﾄｩ

ｰﾙ) 

・肌の内・外から白に挑み、さらなる真珠の輝きへ導く（ｹﾞﾗﾝ ﾍﾟﾙﾙﾌﾞ

ﾗﾝ） 

・つるんとした透明感がやみつきになるふきとり美容液(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW

ｸﾘｽﾀﾙﾘｷｯﾄﾞ) 

・どこまでも曇りを知らない澄光肌へ導く（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ｾﾙｼﾞｪﾆｰﾎﾜｲﾄﾄﾗｲ

ｱﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ） 

・夏の日差しに負けない､ｸﾘｱに輝く美肌へ導く（ﾎﾟｰﾗ ﾎﾜｲﾄｼｮｯﾄ） 

・美白しながらｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱする(ｴﾋﾞｽ ﾋﾞｰﾎﾜｲﾄ) 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱの新基軸(ｼｽﾚｰ ｼｽﾚｲﾔｴｯｾﾝｼｬﾙｽｷﾝｹｱﾛｰｼｮﾝ) 

・肌と顔の印象のｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ（ｶﾈﾎﾞｳ ﾃﾞｭｳｽﾍﾟﾘｱ） 

・驚きで肌を包む。炭酸泡×美白美容液(ｴｽﾄ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｴﾌｪｸﾄﾏｲｸﾛﾑｰｽ) 

・ｼﾐにもﾀﾞﾒｰｼﾞにも負けない。“素肌力”が、美白を変える(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ 

ｸﾚｯｾﾝﾄﾎﾜｲﾄ) 

・美白しながらｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱする(ｴﾋﾞｽ ﾋﾞｰﾎﾜｲﾄ) 

・ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱの新基軸(ｼｽﾚｰ ｼｽﾚｲﾔｴｯｾﾝｼｬﾙｽｷﾝｹｱﾛｰｼｮﾝ) 

・肌と顔の印象のｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ（ｶﾈﾎﾞｳ ﾃﾞｭｳｽﾍﾟﾘｱ） 

・驚きで肌を包む。炭酸泡×美白美容液(ｴｽﾄ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｴﾌｪｸﾄﾏｲｸﾛﾑｰｽ) 

・ｼﾐにもﾀﾞﾒｰｼﾞにも負けない。“素肌力”が、美白を変える(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ 

ｸﾚｯｾﾝﾄﾎﾜｲﾄ) 

・ﾛｸｼﾀﾝはじめての純白の花美白-ﾚｰﾇﾌﾞﾗﾝｼｭ誕生（ﾛｸｼﾀﾝ ﾚｰﾇﾌﾞﾗﾝｼｭ） 

・光を重ねて、澄みわたる。ｼｬﾈﾙの「白」ﾙﾌﾞﾗﾝ(ｼｬﾈﾙ ﾙﾌﾞﾗﾝ) 

・睡眠中に潤いを働かせ、小じわさえも目立たないふっくらとしたかり

と、みずみずしい透明感のある肌に導く夜用美白ｸﾘｰﾑ(ｱﾕｰﾗ ﾓｲｽﾄﾊﾟﾜ

ﾗｲｽﾞｸﾘｰﾑ) 

・みなぎる春に透明感。ｷｰﾜｰﾄﾞは「美白肌環境」（ｲﾌﾟｻ ﾎﾜｲﾄﾌﾟﾛｾｽ） 

・ｼﾐのもと、連鎖(ﾒﾗﾆﾝ生成)にﾌﾞﾚｰｷ。深く届いて、澄んだ肌へ導く(ﾐｷ

ﾓﾄ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｴｯｾﾝｽ) 

 

・肌は水分以外に主にﾀﾝﾊﾟｸ質と脂質でできているので、構成成分に近

いｵｲﾙが肌に直接、ﾊﾘ、弾力としなやかさを与える(ﾒﾙｳﾞｨｰﾀ ﾋﾟｭｱｵｰｶﾞ

ﾆｯｸｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙ) 

 [まつ毛ｹｱ] 

・独自開発の「BIOPEPTIN COMPLEX」加齢や日常ｽﾄﾚｽから守り美しいま

つげを育む画期的な処方（ﾘﾊﾞｲﾀﾗｯｼｭｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ まつ毛美容液） 

 

 

・複合保湿成分 DEW ｴｷｽ NS、ﾘﾌｧｲﾝﾌｫｰｽ成分配合で美肌に導く(ｶﾈﾎﾞｳ DEW

ｽﾍﾟﾘｱ) 

・香料、着色料、防腐剤など 9 つの無添加で徹底的に低刺激にこだわり

油分ｾﾞﾛ%なのに吸い付くようなﾓﾁﾓﾁ肌にする（ｱｶﾗﾝ ｴｯｾﾝｼｬﾙｳｫｰﾀｰｼﾞ

ｪﾙ） 

・油を 1 滴も使用せず、ﾄﾘﾌﾟﾙﾋｱﾙﾛﾝ酸、ﾀﾞﾌﾞﾙｺﾗｰｹﾞﾝ、植物ｾﾗﾐﾄﾞ、ｵｷﾅﾜ

ﾓｽﾞｸ等の保湿力の高い成分を配合し、肌に潤いを与え、しっとりとな

めらかな素肌へ導く（ｱｶﾗﾝ ｴｯｾﾝｼｬﾙｳｫｰﾀｰｼﾞｪﾙ） 

・植物幹細胞で挑む革新的ｽｷﾝｹｱが乾燥・毛穴に悩む大人の肌へ導く(ﾚｽ

ﾄｼﾞｪﾉｰﾙ ﾌﾟﾚﾙﾃﾞ) 

・1 剤、2 剤に分けることで作り立てでなければ分離してしまうほどの

油分量を配合可能にし、厚いｵｲﾙ膜でしっかりと肌を包み込み、低温

化などによる乾燥を保湿する(ﾘﾊﾞｲﾀﾙｸﾞﾗﾅｽ ｸﾘｰﾑｺﾝﾃﾞﾝｽ) 

・新技術と発酵化学のｼﾅｼﾞｰ（相乗）効果で、くすんだ肌にﾂﾔを与え悩

み部分を集中ｹｱし、肌にうるおいと輝きを与える（ﾐｼｬ ﾎﾜｲﾄ NW ｼﾘｰｽﾞ） 

・南仏ｱﾍﾞﾝﾇ生まれの“ｱﾍﾞﾝﾇ温泉水”“植物由来成分”を素早く浸透さ

せて、ﾍﾞﾀつかないのにしっかりとうるおいを保つ（ｱﾍﾞﾝﾇ ﾐﾙｷｰｼﾞｪﾙ） 

・息をのむﾊﾘのために。白ﾄﾘｭﾌｴｷｽ配合ｸﾘｰﾑ(ｿﾆｱﾘｷｴﾙ ｻﾞｸﾘｰﾑ) 

・黒蜜蜂の生命力で、ﾊﾘとうるおいに満ちた肌へ導く(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) 

・2 種の清透ｱﾐﾉ酸､ﾘｼﾝ Hcl､ｶﾙﾉｼﾝ配合でｷﾒ、ﾊﾘ、ﾂﾔ感をｻﾎﾟｰﾄする（ﾐﾉﾝ 

ｱﾐﾉﾓｲｽﾄ)  

・ｸﾘｱﾅﾉﾋﾞﾀﾐﾝ E とｸﾘｱﾅﾉﾋﾞﾀﾐﾝ A が毛穴の油分になじんで肌へ浸透し、角

層すみずみまでうるおいをﾁｬｰｼﾞする（ﾌｼﾞﾌｨﾙﾑ ﾙﾅﾒｱﾛｰｼｮﾝ） 

・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ﾋﾟｭｱﾛｲﾔﾙ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) 

・超濃縮 SK-Ⅱﾋﾟﾃﾗと LXP ﾗｲﾝだけの複合成分で、年齢を感じさせない、

輝くようなｸﾘｱな透明肌にする SK-Ⅱ最高峰のｽｷﾝｹｱ(ﾏｯｸｽﾌｧｸﾀｰ SK-

Ⅱ) 

・「皮膚水分保持能の改善」効果の有効成分ﾗｲｽﾊﾟﾜｰｴｷｽ№11 をたっぷり

と配合した本格ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ(ﾗｲｰｽﾘﾍﾟｱ) 

・宇宙生物学に着目し、その過酷な環境でも肌を引き締める技術を開発。

無重力に近い状態で開発された、宇宙 L.I.F.T.ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(ﾗﾝｺﾑ ﾚﾈﾙｼﾞ

ｰ M ｸﾘｰﾑ G) 

・2 つの美白有効成分と和漢植物ｴｷｽ（保湿成分）を配合した、みずみず

しくなめらかな感触の薬用美白美容液（ｱﾕｰﾗ ｻﾞﾎﾜｲﾄ EX） 

・紫外線ﾀﾞﾒｰｼﾞへの対応を考慮してﾌﾞﾚﾝﾄﾞ精油や植物ｵｲﾙを配合した天

然由来 95%の「薬用美白美容液」(ｽﾘｰ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾎﾜｲﾄｸﾘｱｴｯｾﾝｽ) 

・ 日本初薬用美白原液ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸ﾄｸﾞﾘﾁﾙﾘﾁﾝ酸ｼﾞｶﾘｳﾑ配合の濃厚な原液

を、肌に浸透させて、肌の奥から徹底的に美白する(ｴﾋﾞｽ ﾋﾞｰﾎﾜｲﾄ) 

・美白成分ｱﾙﾌﾞﾁﾝと美白成分ﾋﾞﾀﾐﾝ C のﾀﾞﾌﾞﾙ美白成分配合（ちふれ W

ｼﾘｰｽﾞ） 

・ﾎﾜｲﾄｱｸｾﾚｰﾀｰ処方で美白有効成分(ﾋﾞﾀﾐﾝ C 誘導体)をより効率的に、肌

のすみずみへ届ける（ﾐｷﾓﾄ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｴｯｾﾝｽ） 

 

２０１５/春夏 ② 
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・｢ﾆｷﾋﾞﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞしない肌｣を目指すﾆｷﾋﾞｹｱ (ﾈｸｱ)  

・1 ｽﾃｯﾌﾟで 5 つの効果。SK-Ⅱ史上最高の紫外線防止効果で肌を「守る」、

ｽｷﾝｹｱ成分を「与える」「潤わせる」「整える」、微細ﾊﾟｰﾙで「輝かせる」、

これらを同時に叶える（SK-Ⅱ ｵｰﾗｱｸﾃｨﾍﾞｰﾀｰ CC ｸﾘｰﾑ） 

・透明感まで、守りたい！ﾊｲｽﾍﾟｯｸ UV（ｷｰﾙｽﾞ DSUV ﾃﾞｨﾌｪﾝｽ） 

・敏感肌を守り抜く、ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ UV ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ(ｱﾕｰﾗ ｆｻｲﾝﾃﾞｨﾌｪﾝｽﾊｲﾌﾟﾛﾃｸ

ｼｮﾝ) 

 

[まつ毛ｽｷﾝｹｱ] 

・微系まつ毛に視線が集中｡ﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸな目元に(資生堂 ﾌﾙﾗｯｼｭｾﾗﾑ) 

・ﾀﾞﾒｰｼﾞの気にならないﾒｰｸの映える健やかなまつ毛に(資生堂 ﾌﾙﾗｯｼ

ｭｾﾗﾑ) 

 

 ・毛穴よりも微細な炭酸のﾏｲｸﾛﾊﾞﾌﾞﾙのﾊﾟｯｸの効果で、泡に溶け込んだ

独自の美白有効成分がﾒﾗﾆﾝの発生源まで浸透する（ｴｽﾄ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｴﾌ

ｪｸﾄﾏｲｸﾛﾑｰｽ） 

・美白効果に加え、肌本来がもつ力にも着目した新しい美白ｱﾌﾟﾛｰﾁﾗｲﾝ

(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ ｸﾚｯｾﾝﾄﾎﾜｲﾄ) 

・ﾆｷﾋﾞ予防有効成分ｸﾞﾘﾁﾙﾚﾁﾝ酸ｽﾃﾘｱﾙを独自技術でﾅﾉ化し、３つのうる

おい成分とﾐｯｸｽした｢ｱｸﾈｼｭｰﾀｰ｣をｼﾘｰｽﾞ最高濃度で配合。肌を潤しな

がら、有効成分がﾆｷﾋﾞを予防する（ﾌｼﾞﾌｨﾙﾑ ﾙﾅﾒｱ AC ｽｷﾝｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・美容液の保湿ｶﾌﾟｾﾙにﾌﾞﾙﾀｰﾆｭ産海藻ｴｷｽ､ｳﾞｨﾀｰﾚを配合した。UV ｶｯﾄ

成分を包み込む（ｶﾈﾎﾞｳ DEW ﾎﾞｰﾃ UV ﾌﾟﾛﾃｸﾄｴｯｾﾝｽ） 

[まつ毛ｽｷﾝｹｱ] 

・ｷｬﾋﾟｷｼﾙを 5%も配合してあるので 8 日で 35％も差がつく濃密な本気

のまつ毛美容液(ﾜﾝﾀﾞｰｲﾌ ﾊﾞﾀﾌﾗｲﾗｯｼｭ) 

・毛髪ﾀﾞﾒｰｼﾞを補修する毛髪補修成分ﾀﾞﾌﾞﾙｺｰﾄﾎﾟﾘﾏｰ配合で、しっかり

となめらかな美まつ毛へと導く (資生堂 ﾌﾙﾗｯｼｭｾﾗﾑ) 

 

 

 

 
 

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 
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・夏肌を上質に魅せる化粧下地(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) 

・ﾒｰｷｬｯﾌﾟ効果を高め、肌に輝きをもたらす化粧下地(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ｳﾞｫﾜｰﾙﾄﾗﾝ

ｽﾊﾟﾗﾝ(ﾌﾟﾚﾒｰｷｬｯﾌﾟ)) 

・肌色または肌悩みで選べる３色(ｽｰｼﾞｰﾆｭｰﾖｰｸ ｺﾝﾄﾛｰﾙｶﾗｰﾍﾞｰｽ) 

・たった 1 本で、たったひとつの美しさを求める｡ﾒｲｸｱｯﾌﾟﾌﾟﾗｲﾏｰという新

提案(ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾒｲｸｱｯﾌﾟﾌﾟﾗｲﾏｰ) 

・美しい仕上がりのために滑らかに肌を整える（ﾛｰﾗﾒﾙｼｪ ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾗｲ

ﾏｰ） 

・効果、仕上がり、つけ心地。すべてが新しい、100%天然由来の UV ｸﾘｰﾑ

（ｼﾝﾋﾟｭﾙﾃ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ UV ｸﾘｰﾑ） 

・守る。魅せる。快適。ﾐﾈﾗﾙで優しく強く UV ｹｱ。ﾉﾝｹﾐｶﾙの UV ﾍﾞｰｽ(ﾍﾞｱﾐﾈ

ﾗﾙ ﾌﾟﾚｯﾌﾟｽﾃｯﾌﾟﾐﾈﾗﾙｼｰﾙﾄﾞ) 

・日焼け止めがにがてな方にもうれしい薬用ｽｷﾝｹｱ UV(資生堂 ｻﾝﾒﾃﾞｨｯｸ) 

・紫外線も、肌ｽﾄﾚｽも、寄せつけない。効果、仕上がり、つけ心地。すべ

てが新しい、100%天然由来の UV ｸﾘｰﾑ(ｼﾝﾋﾟｭﾙﾃ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ UV ｸﾘｰﾑ) 

・敏感肌にも使える、保湿成分配合の日焼け止め(ﾛｰﾄ製薬 ﾃﾞｨｰｱｰﾙｴｯｸｽ UV

ﾌﾟﾛﾃｸﾄﾐﾙｸ S) 

・軽い使用感なのに高いｶﾊﾞｰ力で気になるｼﾐ､色ﾑﾗ、毛穴までもｶﾊﾞｰするｺ

ﾝｼｰﾗｰ(ｷｯｶ ﾗｳﾞｨｯｼﾝｸﾞｸﾞﾛｳｺﾝｼｰﾗｰ) 

・肌に密着！ﾖﾚにくい高ｶﾊﾞｰｺﾝｼｰﾗｰ(ｽｰｼﾞｰﾆｭｰﾖｰｸ ﾎﾜｲﾄﾆﾝｸﾞｺﾝｼｰﾗｰ) 

・少しずつﾌﾞﾗｼで重ねて、ｸﾏ、色ﾑﾗ、ｼﾜをｶﾊﾞｰするｺﾝｼｰﾗｰ(ﾛｰﾗﾒﾙｼｪ ｼｰｸﾚ

ｯﾄｺﾝｼｰﾗｰ) 

 

・吸収材の安定性を高め、さらには直接肌に触れさせないﾏｲｸﾛﾃｸﾄ

技術採用(ﾛｰﾄ製薬 ﾃﾞｨｰｱｰﾙｴｯｸｽ UV ﾌﾟﾛﾃｸﾄﾐﾙｸ S) 

・日焼け止めを、できるだけ早い時期から、日常的に使うことで、

若々しい肌を保つことができる(ｸﾘﾆｰｸﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ顧問皮膚科学者) 

・紫外線 UVA は肌を老化させ、UVB は炎症を引き起こすがｸﾘﾆｰｸの日

焼け止めは UVA,UVB を防ぐだけでなく、それ以上の働きをする(ｸ

ﾘﾆｰｸ ｼﾃｨﾌﾞﾛｯｸ) 

 ・肌をｽﾄﾚｯﾁするようなﾕﾆｰｸなﾃｸｽﾁｬｰで､目元や口元を補正してﾘﾌﾄ

するｽｶﾙﾌﾟﾃｨﾝｸﾞｺﾝｼｰﾗｰ（ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾃﾞｨｵｰﾙｽｷﾝｽﾀｰｺﾝｼｰﾗｰ） 

 

・ｽｷﾝｹｱ成分で潤いをもたらし、ﾂﾔを与える化粧下地(ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ｴｸｽﾄ

ﾗｲｲﾙﾐﾈｲﾃｨﾝｸﾞﾓｲｽﾁｬｰﾊﾞｰﾑ) 

・肌への密着性が高く撥水性のある天然成分ｳｫｰﾀｰﾚｼﾞｽﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ配合で皮

脂や汗による化粧崩れを防ぎ、ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾘﾋﾟｯﾄﾞ成分などの美容成分が

角質層まで潤いを届ける（ｼﾝﾋﾟｭﾙﾃ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ UV ｸﾘｰﾑ) 

・ﾎﾞﾀﾆｶﾙｴｷｽによる高い保湿効果、鉱物油、合成香料不使用。ﾉﾝｺﾒﾄﾞｼﾞｪ

ﾆｯｸ処方（ﾍﾞｱﾐﾈﾗﾙ ﾌﾟﾚｯﾌﾟｽﾃｯﾌﾟﾐﾈﾗﾙｼｰﾙﾄﾞ) 

・凹凸補正ﾊﾟｳﾀﾞｰが毛穴をｶﾊﾞｰ(ｽｰｼﾞｰﾆｭｰﾖｰｸ ｺﾝﾄﾛｰﾙｶﾗｰﾍﾞｰｽ) 

・ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾊﾟｰﾙの光反射効果で肌のくすみをとばして、ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄをあて

たように明るい輝きへ導く化粧下地(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) 

・ｲﾌﾟｻ独自の「時間差ﾀﾞﾌﾞﾙﾈｯﾄ」技術で、肌の上に人口のｷﾒ｢ｷﾒ肌ｳﾞｪｰﾙ｣

を作り出し、毛穴などの凹凸をｶﾊﾞｰ(ｲﾌﾟｻ ﾋﾟｭｱｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｲｽ EX) 

・独自の「光ｽﾀﾐﾅ技術」採用、「薬用有効成分」「うるおい成分」W 配合(資

生堂 ｻﾝﾒﾃﾞｨｯｸ) 

・ｸﾘｱ成分・ｸﾗｳﾝｼｭｶﾞｰをｼﾘｰｽﾞ最高濃度で配合。乾燥や紫外線などの環

境ﾀﾞﾒｰｼﾞから日中の肌をｶﾞｰﾄﾞ(ﾌｼﾞﾌｨﾙﾑ ﾙﾅﾒｱ UV ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ) 

・ﾉﾝｹﾐｶﾙ処方（紫外線吸着剤ﾌﾘｰ）の日焼け止め。軽やかなつけ心地で

肌にｽｰｯとのびる(ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰﾀﾞｰｸｽﾎﾟｯﾄﾃﾞｨﾌｪﾝｽ 45) 
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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 

・ｵｰﾄｸﾁｭｰﾙ発想で、なりたい美肌に(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) 

・形状記憶ｳﾞｪｰﾙで、引き締まる表情美。小顔に魅せる、新体感ﾌｧﾝﾃﾞｰｼ

ｮﾝ(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾀｲﾄﾌｨﾙﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・ｽﾄｯｷﾝｸﾞみたいなしなやかさ！新ﾌｧﾝﾃﾞで顔立ちまでも美しく（ﾙﾅｿﾙ ｽ

ｷﾝｺﾝﾄﾗｽﾄﾌｪｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・限りなくｼｱｰ、完璧な素肌印象(ﾄﾞｩﾗﾒｰﾙ ｻﾞﾘﾍﾟｱﾃﾃｨﾌﾞｽｷﾝﾃｨﾝﾄ SPF30) 

・纏うだけで３D 肌へ(ｼﾞｪﾉﾏｰ ３D ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・水と光が奏でる、絶世の肌（ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ｴｸﾗﾗﾀﾝｼﾞｪﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・すべての光を、美しさに変えて新次元のｵｰﾗ艶肌へ（ﾗﾝｺﾑ ﾀﾝﾐﾗｸ） 

・やわらかな光と、天使のようにﾋﾟｭｱな肌色に包まれて(ｹﾞﾗﾝ ﾒﾃﾘｵｯﾄﾍﾞ

ﾋﾞｰｸﾞﾛｳ) 

・ふわりと、光のﾍﾞｰﾙ（ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ﾚｵｽｰﾙﾃﾞｸﾗ(ﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ)） 

・肌にﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰﾊﾟｰﾙを忍ばせて。品格ただよう、大人の輝きかた（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） 

・ｼｱｰな光感をまとうほどに、澄んだ大人の表情(ﾙﾅｿﾙ ｼｱﾌﾞﾘｰｽﾞｺﾚｸｼｮﾝ) 

・ﾅﾁｭﾗﾙに軽やかに潤いのｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ（Dr.ﾊｳｼｭｶ DRH ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・夏の肌ﾄﾗﾌﾞﾙには転ばぬ先の潤いｹｱ(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) 

・やわらか はり。やさしい つや。ﾘｷｯﾄﾞうまれのしっとりﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｱﾙ

ﾋﾞｵﾝ ﾄﾞﾚｽﾄﾓｲｽﾁｭｱｼﾌｫﾝ) 

・最高のﾊﾘ、最上のﾂﾔ。なにもかもが輝かしい別格の肌へ(ｴｸｼｱ ｽｰﾍﾟﾘ

ｱｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・私の肌は、年齢を知らない（江原道 ﾏｲﾌｧﾝｽｨｰｼﾙｷｰﾓｲｽﾄｺﾝﾊﾟｸﾄ） 

・ずっと続く、凛とした透明感(ﾊｰﾊﾞｰ ﾛﾝｸﾞﾌｨｯﾄﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・明るく透明感のある、端正な白い肌（ｲﾝﾌﾟﾚｽ IC ﾎﾜｲﾄﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼ

ｮﾝ） 

・透明感あふれるｴﾅﾒﾙのような艶肌へ(ｷｯｶ ﾗｳﾞｨｯｼﾝｸﾞｸﾞﾛｳｿﾘｯﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｰ

ｼｮﾝ) 

・ふわっと明るく透明感のあるｻｸﾗｵｰﾗ肌へ(ｱｽﾀﾘﾌﾄ ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾌｪｸｼｮﾝ) 

・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 AL ｽｰﾍﾟﾘｱｳﾞｪｰﾙﾌｪｲｽﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・いついかなる時も美しく、撮りたい瞬間を逃さないﾌﾛｰﾚｽでｽﾑｰｽな

“PHOTO-READY”ﾌｪｲｽへ(ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ｼﾙｸｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｵｲﾙﾌﾘｰ) 

・自然の恵みが、紫外線から守ってくれる(ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ UV ｼﾌｫﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・瞬間、毛穴ﾚｽ。美肌、くずれない、ﾃｶらない(ﾌｧｼｵ ﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮ

ﾝ) 

・つるんと毛穴ﾚｽ。くずれない、ｽｷなしﾊﾟｰﾌｪｸﾄ肌へ（M.A.C ｽﾀｼﾞｵﾌｨｯ

ｸｽﾌﾙｲｯﾄﾞ SPF15） 

・色ﾑﾗ､ｼﾐ､ｿﾊﾞｶｽを瞬時にｶﾊﾞｰ！（ちふれ BB ｸﾘｰﾑ） 

・ひと塗り、ｼﾐをしっかりｶﾊﾞｰ。つややか肌、完成。(ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾌﾛｰﾚｽﾌ

ｨｯﾄ) 

・涼やかにﾂﾔめく、爽やかに澄みわたる。ひんやり気持ちいい水のﾌｧﾝﾃﾞ

ｰｼｮﾝ(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) 

・新発想、“ｽﾀﾝﾌﾟｼﾞｭﾚ”ﾌｧﾝﾃﾞ。瞬時につるんと均一な肌へ(ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ﾘ

ｷｯﾄﾞなのにﾑﾗになりにくいﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ UV) 

・良質なｺｺﾅｯﾂｵｲﾙﾍﾞｰｽのとろける使い心地（RMS ﾋﾞｭｰﾃｨｰ ｶﾗｰｺｽﾒﾃｨｯｸ

ｽ）・乾燥・肌荒れに揺らぐ肌も、｢ﾉﾘよく｣「調子よく」「美しく」(ｱｸ

ｾｰﾇ ｼﾙｷｨﾓｲｽﾁｭｱﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・ﾉﾝﾅﾉ処方、ﾀﾙｸﾌﾘｰ処方の 100%自然素材で美しく健康な素肌に導く(ﾅﾁ

ｭﾗｸﾞﾗｯｾ UV ｼﾌｫﾝﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・海藻などからなる独自の保湿成分ﾐﾗｸﾙﾌﾞﾛｽを配合。うるおいを与えて

肌本来の機能をｻﾎﾟｰﾄする（ﾄﾞｩﾗﾒｰﾙ ｻﾞﾘﾍﾟｱﾃﾃｨﾌﾞｽｷﾝﾃｨﾝﾄ SPF30） 

・水系成分約 80%で、ﾊﾘ、ﾂﾔ、うるおいで満たす（ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ｴｸﾗﾗﾀﾝｼﾞ

ｪﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・肌にうるおいと油分を与えるｺｺﾅｯﾂのｵｲﾙを使用。自然で軽やかな感触

で、肌にｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝを与え、艶やか美肌に仕上げる（Dr.ﾊｳｼｭｶ DRH ﾌｧ

ﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・潤いに満ちた生き生きとした頬へ(ﾆｰﾙｽﾞﾔｰﾄﾞ ﾐﾈﾗﾙﾁｰｸ) 

・肌にのせた瞬間にみずみずしさを感じさせ、ﾊﾘ感とつやをもたらすｴﾏ

ﾙｼﾞｮﾝｺﾝﾊﾟｸﾄ（ｼｬﾈﾙ ｳﾞｨﾀﾙﾐｴｰﾙｲﾄﾞｩﾗｺﾝﾊﾟｸﾄ） 

・くすみのない、いきいきとした輝きのある仕上がりと、うるおいを持

続する(ｼｬﾈﾙ ｳﾞｨﾀﾙﾐｴｰﾙﾌﾘｭｲﾄﾞ) 

・灼熱の国で紫外線と強い乾燥に耐え抜く植物から抽出したｵｲﾙがお肌

を乾燥や肌荒れから守り、潤いを与えてｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱする（MiMC ﾅﾁｭﾗﾙ

ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱｺﾝﾊﾟｸﾄﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝｻﾝｽｸﾘｰﾝ） 

・ﾍﾞﾀつきがちな蒸し暑い日でも、肌をｻﾗｻﾗに保つ(ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ UV ｼﾌｫﾝ

ﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・独自のﾙﾐﾅｽﾃｨｯｸｴﾝﾊﾝｼﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰで湿度の高い日も、乾燥した日も崩

れにくく､ｽｷﾝｹｱ成分が肌の明るさをｻﾎﾟｰﾄする(ﾅｰｽﾞ ｵｰﾙﾃﾞｨﾙﾐﾅｽﾃｨｯ

ｸﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・つるんとﾂﾔやかで、なめらかなﾒﾘﾊﾘのある肌を演出（ｱﾙﾋﾞｵﾝ ﾀｲﾄﾌｨﾙ

ﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・影をｸﾘｱにするﾒｰｸｱｱｯﾌﾟﾍﾞｰｽで明るくなめらかな肌に導く(ｼｬﾈﾙ ﾌﾞﾗﾝ

ﾄﾞｩｼｬﾈﾙ) 

・繊細ﾙｰｽで、ふわり毛穴ﾚｽにし夕方までつけたて美肌が続く(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) 

・天然ﾐﾈﾗﾙを微粒子化し、植物由来の保湿成分でｺｰﾃｨﾝｸﾞ。肌表面の凹

凸にﾌｨｯﾄして滑らかに整えながら、乾燥による毛穴の目立ちをｶﾊﾞｰす

る（ﾆｰﾙｽﾞﾔｰﾄﾞ ﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・さらさらﾐﾈﾗﾙﾊﾟｳﾀﾞが春夏のﾍﾞﾀつく季節にお肌を快適に保ちながら、

強力に紫外線ｶｯﾄする（MiMC ﾎﾞﾃﾞｨﾊﾟｳﾀﾞｰｻﾝｽｸﾘｰﾝ SPF50 PA+++） 

 

・頬にのせれば重心がｷｭｯと上がって小顔印象(ｸﾘﾆｰｸ ｽｶﾙﾌﾟｼｮﾅﾘｰﾁｰｸｺﾝ

ﾄｩｰﾘﾝｸﾞﾊﾟﾚｯﾄ) 

・ﾅﾁｭﾗﾙな紅潮感で、上向きの印象に導く(ｷｯｶ ﾌﾗｯｼｭﾌﾞﾗｯｼｭ(ﾁｰｸ)) 

・光・ｶﾊﾞｰで肌色ｺﾝﾄﾛｰﾙ(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) 

・立体感際立つｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄｽｷﾝ(ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾃﾞｨｵｰﾙｽｷﾝｽﾀｰﾌｨｰﾙﾄﾞ) 

・極上のｼﾙｸのような光沢感(ﾅｰｽﾞ ｵｰﾙﾃﾞｨﾙﾐﾅｽﾃｨｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・4 色のｼｪｰﾄﾞが溶け合うﾁｰｸ。ｿﾌﾄな仕上がりからﾎﾟｯﾌﾟな仕上がりまで

(ﾃﾞｨｵｰﾙ ｽｷﾝﾇｰﾄﾞﾀｲﾀﾞｲﾌﾞﾗｯｼｭ) 

・ﾅﾁｭﾗﾙでありながら華やかな表情に仕上げる（ｼﾞﾊﾞﾝｼｨ ﾌﾗﾜｰｺﾚｸｼｮﾝ） 

・独自技術の「生肌ｳﾞｪｰﾙ」で、塗っていることを忘れるほど自然な仕

上がりで、気になる肌悩みをしっかりとｶﾊﾞｰする(ｶﾊﾞｰﾏｰｸ ﾌﾛｰﾚｽﾌｨｯ

ﾄ) 

・軽い使い心地と自然なｶﾊﾞｰ力が持続する。ﾉﾝｵｲﾙ設計の 2 層式ﾌｧﾝﾃﾞｰｼ

ｮﾝ(ｼｭｳｳｴﾑﾗ ｽｷﾝﾌｨｯﾄｺｽﾒﾃｨｯｸｳｫｰﾀｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

 ・朝ﾒｲｸしたときのつけたて感が持続するﾛﾝｸﾞｷｰﾌﾟ設計（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） 

・汗や皮脂を感知して吸収するﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰが崩れを防ぎ、長時間き

め細かいﾏｯﾄな仕上がりが続く(ｼｬﾈﾙ ﾍﾟﾙﾌｪｸｼｵﾝﾙﾐｴｰﾙｴｸｽﾄﾚﾑｺﾝﾊﾟｸﾄ) 

・時間が経つほど肌と一体化し、美しさを増していく（江原道 ﾏｲﾌｧﾝｽ

ｨｰｼﾙｷｰﾓｲｽﾄｺﾝﾊﾟｸﾄ） 

・色ﾑﾗ、くすみ、毛穴だけでなく年齢印象までもｶﾊﾞｰする（江原道 ﾏｲ

ﾌｧﾝｽｨｰｼﾙｷｰﾓｲｽﾄｺﾝﾊﾟｸﾄ） 

・素肌より美しく、自然でなめらかな肌に導く(ﾛｸｼﾀﾝ ｲﾓｰﾃﾙ BB ｸﾘｰﾑ) 

・さっとひと塗りなのにまるで時間をかけたような自然な透明感と上品

なﾂﾔ肌に仕上がるﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ｱﾃﾞｲｸｼｮﾝ ｸﾞﾛｳﾊﾟｳﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ

ﾋﾟｭｱ) 

・透明ｳﾞｪｰﾙをまとったような、ﾜﾝﾄｰﾝ明るい肌にする(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) 

・毛穴・ｼﾐ・くすみをしっかりｶﾊﾞｰし、肌に溶け込むように、軽くてﾅﾁ

ｭﾗﾙな使用感(ﾛｸｼﾀﾝ ｲﾓｰﾃﾙ BB ｸﾘｰﾑ) 

・自然と肌が上気したような頬を演出するﾁｰｸ。自然な血色を生み出し、

透明感に満ちたﾂﾔ肌にする（ｽｯｸ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾁｰｸｽ） 

 

２０１５/春夏 ④ 
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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 

・浄化ﾒｲｸ (ﾙﾅｿﾙ ｼｱﾌﾞﾘｰｽﾞｺﾚｸｼｮﾝ) 

・ﾒｲｸの未来を科学するﾌｧｼｵ(ｺｰｾｰ ﾌｧｼｵ) 

・ﾑｰﾄﾞは「凛としなやかに」(ﾙﾅｿﾙ) 

・機嫌のいい妖精。天上の光を瞳にのせて、魔法の森で戯れる(ｸﾚﾄﾞﾎﾟ

ｰ ) 

・ﾏﾄﾞﾓｱｾﾞﾙｼｬﾈﾙがもたらした自由なｽﾋﾟﾘｯﾄ（ｼｬﾈﾙ ﾚﾍﾞｰｼﾞｭ） 

・春の花々のようにｴﾚｶﾞﾝﾄでﾌｪﾐﾆﾝなﾒｰｸｱｯﾌﾟ(ｼｬﾈﾙ ﾚｳﾞﾘｰﾊﾟﾘｼﾞｪﾝﾇ) 

・天然ﾐﾈﾗﾙﾁｰｸで艶めく女へ（ﾊﾞｯｻ ﾐﾈﾗﾙﾁｰｸ） 

・肌が微笑むﾁｰｸ(ｽｯｸ ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾁｰｸｽ) 

・しっとりうるおいﾋﾟｭｱ発色（RMS ﾋﾞｭｰﾃｨｰ ｶﾗｰｺｽﾒﾃｨｯｸｽ） 

 

 

・艶めく、ときめく。ﾒｲｸで簡単に“ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ”(ｷｯｶ) 

・彩って、うるおって、はじける魅力（ﾍﾞｱﾐﾈﾗﾙ ﾎﾟｯﾌﾟｵﾌﾞﾊﾟｯｼｮﾝ） 

 

・光を自在に操って、肌本来の美しさを引き出すから自然なのに、息を

のむほど印象的(ｲﾌﾟｻ ﾒｲｸｱｯﾌﾟ) 

・立体感と血色感を叶える 4 色ｶﾗｰ（ｳﾞｨｾ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｶﾗｰﾁｰｸｽ） 

・色､ﾂﾔ、そして、ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ。肌の個性に合わせて選ぶ､ｲﾌﾟｻのﾒｲｸｱｯﾌﾟ。 

・8 色のｱｲｶﾗｰを自由に組み合わせてｼｰﾝに合わせた表情を作り出すｱｲ&ﾁ

ｰｸﾊﾟﾚｯﾄ(ﾛｰﾗﾒﾙｼｪ ｱｰﾃｨｽﾄﾊﾟﾚｯﾄﾌｫｰｱｲ&ﾁｰｸ) 

・繊細に描ける極細ｱｲﾗｲﾅｰで仕上げる目もとと甘く魅惑的な口もとのﾘｯ

ﾌﾟのﾊﾞﾗﾝｽが、魅惑的な大人の表情に仕上げる(ｳﾞｨｾ) 

 

 

 
 

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] 

・車の窓越しからでさえ、誰もが虜に吸い込まれるほどのｲﾝﾊﾟｸﾄｱｲ！(ｹﾞﾗ

ﾝ ｼﾙﾀﾞﾝﾌｪｰﾙ) 

・計算された 2 色のｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝで、目もと、さらに存在感(ｲﾌﾟｻ ｱｲｶﾗｰｸﾘｱ

ｱｲｽﾞ) 

・色と色が奏でるﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾀﾞﾝｽ。情熱的に美しいｺﾝﾋﾞｱｲｶﾗｰ（ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ｱ

ｲｶﾗｰ M） 

・まなざしに銀河の輝きを宿す(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ｵﾝﾌﾞﾙｸﾙｰｸｱﾄﾞﾘ) 

・このｱｲｶﾗｰ、ﾃｸﾆｯｸよりﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(ﾌｧｼｵ ﾋﾟｭｱﾌﾞﾗｲﾄｱｲｽﾞ) 

[ｱｲﾗｲﾅｰ] 

・「よれない・とれない・にじまない」が特長のｱｲﾗｲﾅｰ(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) 

・さりげないｱｲﾗｲﾝが効いたくっきり瞳が魅力的な愛され顔(ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ｾｵﾃ

ｨｽﾏｰﾄｱｲﾗｲﾅｰ)  

 [ﾏｽｶﾗ] 

・目ﾁﾞｶﾗは、選べる 5 種類(ｸﾘﾆｰｸ ﾗｯｼｭﾊﾟﾜｰﾏｽｶﾗ) 

・美しさ､ｲﾝﾊﾟｸﾄ、使いやすさ。すべてをそなえた 2 本のﾏｽｶﾗ(ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ 

ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌﾏｽｶﾗﾃﾞｭｵ､ｽﾏｯｼﾞﾌﾟﾙｰﾌﾏｽｶﾗ)  

・まなざしに、大いなる変革を。扇のように広がるまつげ、絶世の美しさ

へ(ﾗﾝｺﾑ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｵｰｽﾞﾏｽｶﾗ) 

[眉ﾒｲｸ] 

・ｻﾛﾝで仕上げた完璧な眉。毎日のﾒｲｸｱｯﾌﾟで、その美しさはさらに極まる

(ｱﾅｽﾀｼｱ ﾌﾞﾛｳｱｲﾃﾑ) 

・どんな眉も、簡単ｷﾚｲに、狙いどおり(ﾌｧｼｵ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄｱｲﾌﾞﾛｳ) 

・一日中美人眉（ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾘｰﾃﾞｨﾌｧｲﾝﾄﾞﾛﾝｸﾞｳｪｱﾌﾞﾛｰﾍﾟﾝｼﾙ） 

 

[ｱｲｼｬﾄﾞｳ] 

・夏に映える涼しげな目元を作る(ﾙﾅｿﾙ ｼｱｰﾌﾞﾘｰｽﾞｱｲｽﾞ) 

・肌が本来持つ美しさを最大限に引き出すため、肌色に合わせて計算

される(ｲﾌﾟｻ ｱｲｶﾗｰｸﾘｱｱｲｽﾞ) 

 ・1 本で手軽に、自在に。ｱｲｼｬﾄﾞｳもｱｲﾗｲﾝも 1 本で決まるﾏﾙﾁﾕｰｽのｱｲ

ｶﾗｰﾍﾟﾝｼﾙ（ｼｽﾚｰ ﾌｨﾄｱｲﾂｲｽﾄ） 

・一流の描きやすさ。熊野の職人筆採用(ﾌﾛｳﾌｼ ﾓﾃﾗｲﾅｰ) 

 

[ﾏｽｶﾗ] 

・新発想“ｽﾜﾝﾈｯｸﾌﾞﾗｼ”究極の 25°ｶｰﾌﾞﾌﾞﾗｼがさまざまな目の形にﾌｨ

ｯﾄ(ﾗﾝｺﾑ ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｵｰｽﾞﾏｽｶﾗ) 

・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る(ｽ

ﾘｰ ﾙｼｬｽﾃﾞｨﾌｨﾆｼｮﾝﾏｽｶﾗ) 

・まぶたに優しい、軽くてやわらかな描き心地(ﾆｰﾙｽﾞﾔｰﾄﾞ ｱｲﾗｲﾅｰ) 

 

[ｱｲｼｬﾄﾞｳ] 

・透明感あふれる色合いが、重ねるほどにやわらかさを織りなし、ｴｲｼﾞ

ﾝｸﾞｻｲﾝをふわりとｶﾊﾞｰ(ｽｯｸ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｶﾗｰｱｲｼｬﾄﾞｳ) 

 
 [ﾏｽｶﾗ] 
・にじまず長時間美しさを保つｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌﾌｫｰﾐｭﾗ(ｼｽﾚｰ ﾌｨﾄｱｲﾂｲｽﾄ) 
・瞳までくっきり際立たせるｱｲﾗｲﾅｰ効果(ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ｽﾏｯｼﾞﾌﾟﾙｰﾌﾏｽｶﾗ) 

・たっぷり重ね付けしてもにじまない！柔らかで長いﾌｻﾌｻまつ毛がずー

っとつづく(ﾌｧｼｵ ｽﾏｰﾄｶｰﾙﾏｽｶﾗ) 

・朝から夜までくずれにくい。にじみにくい。（ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾘ

ｰﾃﾞｨﾌｧｲﾝﾄﾞﾛﾝｸﾞｳｪｱﾌﾞﾛｰﾍﾟﾝｼﾙ） 

・重ねるほど、自由自在に長さをﾌﾟﾗｽ(ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾙｰﾌﾏｽｶﾗﾃﾞｭ

ｵ) 

 

２０１５/春夏 ⑤ 
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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 

・ﾘｯﾌﾟで、はしゃごう。ICE!POP!LIPS!(ｲﾌﾟｻ ﾙﾐﾅｲｼﾞﾝｸﾞｶﾗｰ) 

・ゼンブテニイレテ(ｸﾘﾆｰｸ ｸﾘﾆｰｸﾎﾟｯﾌﾟ) 

・薔薇、その花びらの魔法(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ﾙｰｼﾞｭｱﾚｰﾌﾞﾙ) 

・新感触！とろける濃密ﾀｯﾁ(ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ﾘｯﾁﾌｫﾝﾃﾞｭﾙｰｼﾞｭ) 

・蜜のようにとろけ、鮮やかに離さない(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ﾙｰｼﾞｭｸﾞﾛｳ) 

・酔わせるほど､ｸﾞﾗﾏﾗｽな唇。濡れて艶めくｶｸﾃﾙｸﾞﾛｽ(ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾘｯﾌﾟｸﾞ

ﾛｽ M) 

・さあ、思い切り輝いて。眩しいほどにあふれだす自信(ﾗﾝｺﾑ ｼｬｲﾝﾗｳﾞ

ｧｰ) 

・ﾋﾟｭｱでｼｱｰな発色！透明感の高い、澄んだ美しい色がそのまま唇に映

し出される(ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸｼｱｰ) 

・ｻﾃﾝのようになめらかなﾜﾝｽﾄﾛｰｸで、濃密に彩り誘惑し､ｲﾝﾊﾟｸﾄを発し

続けるｶﾗｰを唇へ(ﾅｰｽﾞ ｵｰﾃﾞｨｼｬｽﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ) 

・ﾃｰﾏは「おいしい色彩」気分さえもあざやかに染め上げるﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ（ｲ

ﾌﾟｻ ﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸﾙﾐﾅｲｼﾞﾝｸﾞｶﾗｰ） 

 

 

・ﾋｱﾙﾛﾝ酸で潤うｸﾘｰﾐｰなﾌﾟﾗｲﾏｰ(ｸﾘﾆｰｸ ｸﾘﾆｰｸﾎﾟｯﾌﾟ) 

・とろけてうるおう、なのに落ちない(ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ﾘｯﾁﾌｫﾝﾃﾞｭﾙｰｼﾞｭ) 

・縦ｼﾞﾜ、皮ﾑｹｶﾊﾞｰ、うるおいｷｰﾌﾟ(ｴｽﾌﾟﾘｰｸ ﾘｯﾁﾌｫﾝﾃﾞｭﾙｰｼﾞｭ) 

・厳選された植物ｵｲﾙ配合で、唇にうるおいとﾊﾘ、弾力を与える(ｼﾞｭﾘ

ｰｸ ｲﾄﾞﾗﾘｯﾌﾟｸﾞﾛｽ) 

・ｵｲﾙｼｰﾙ効果と抱水効果により、唇に潤いを満たす(ｲｾﾀﾝ ﾐﾗｰﾎﾞｰﾃﾘｯ

ﾌﾟｸﾞﾛｽ) 

・唇の乾燥を防ぐﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ効果のある成分､ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟｵｲﾙ配合(ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ 

ｾｵﾃｨﾘｯﾌﾟｸﾞﾛｽ) 

・皮膚が薄くﾃﾞﾘｹｰﾄな唇を紫外線ﾀﾞﾒｰｼﾞから守るﾘｯﾌﾟﾍﾞｰｽ。唇の色補

正効果もある(ｽﾘｰ ﾘｯﾌﾟｺﾝｼｬｽﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ) 

・ｵｰﾀﾞｰﾒｲﾄﾞのつけ心地。かつてない軽やかさ、繊細な輝き（ﾃﾞｨｵｰﾙ 

ﾙｰｼﾞｭﾃﾞｨｵｰﾙﾌﾞﾘﾔﾝ） 

 

・肌印象さえ明るくするﾎﾟｯﾌﾟな発色(ｸﾘﾆｰｸ ｸﾘﾆｰｸﾎﾟｯﾌﾟ) 

・つけた瞬間から、新しい表情を引き出す（RMK ｲﾚｼﾞｽﾃｨﾌﾞﾙ） 

・光の効果で口もとを明るく演出し、肌の透明感を引き立てる(ｲﾌﾟｻ ﾘ

ｯﾌﾟｽﾃｨｯｸﾙﾐﾅｲｼﾞﾝｸﾞｶﾗｰ） 

・ｷｽしたくなるようなふっくらとした柔らかさと輝き(ｼﾞｭﾘｰｸ ｲﾄﾞﾗﾘｯ

ﾌﾟｸﾞﾛｽ) 

・唇に溶け込み、血色が湧き上がるような自然な仕上がり(ﾙﾅｿﾙ ｽﾃｲﾝ

ｶﾗｰﾘｯﾌﾟｽ) 

・厚みのあるｸﾞﾛｽが、唇の立体感のあるつやとなめらかな唇形状を実現

(ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ｾｵﾃｨﾘｯﾌﾟｸﾞﾛｽ) 

・ひと塗りでﾀｲﾀﾞｲｴﾌｪｸﾄを叶えるﾂｰﾄﾝｶﾗｰ。美しいｺﾝﾄﾗｽﾄを描き、洗練

された仕上がり(ﾃﾞｨｵｰﾙ ｱﾃﾞｨｸﾄﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ) 

・一度塗りでも、鮮やかな発色とﾊｰﾌﾏｯﾄの仕上がりが一日中続くﾘｷｯﾄﾞ

ｶﾗｰ（ﾛｰﾗﾒﾙｼｪ ﾍﾟｲﾝﾄｳｫｯｼｭﾘｷｯﾄﾞﾘｯﾌﾟｶﾗｰ） 

・唇本来の質感のまま色だけを染め上げるﾘｯﾌﾟｶﾗｰ(ﾙﾅｿﾙ ｽﾃｲﾝｶﾗｰﾘｯﾌﾟ

ｽ) 
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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 

・この後ろ髪、何歳に見えますか？(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ) 

・泡が滑り落ちるほどの瞬間うるﾂﾔ（ISM ｻﾛﾝｸｵﾘﾃｨｰ） 

・ぜいたくすぎる、納得の泡立ち（ﾗｯｸｽ ﾙﾐﾆｰｸ） 

・髪と地肌に、朝の爽やかさ続く（ﾛｸｼﾀﾝ ﾌｧｲｱﾌﾞﾊｰﾌﾞｽﾋﾟｭｱﾌﾚｯｼｭﾈｽｻﾏｰ

ﾐｽﾄ） 

・ｱｳﾞｧﾘｽのひとは、美しく心地いい日々を知っている（ｱｳﾞｧﾘｽ ﾜｯｸｽ､ｽ

ﾌﾟﾚｰ） 

・陽ざしの下、ずっと涼感。髪を UV ｹｱする爽やかﾍｱﾐｽﾄ(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) 

・髪が COCUU できるはじめてのﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ(ｾﾌﾃｨ ｺｷｭｳｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 

・洗うだけで、「椿麹つけこみ美容」(資生堂 ﾂﾊﾞｷ) 

・50 才からの髪と地肌のｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ､ｸﾞﾚｲｽﾜﾝｼｬﾝﾌﾟｰ誕生！(ｺｰｾｰ ｸﾞﾚｲｽ

ﾜﾝｼｬﾝﾌﾟｰ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ) 

・頭皮ｽｷﾝｹｱからはじまるﾍｱﾌﾞﾗﾝﾄﾞ“ﾘｸｲｰﾙ”誕生。新・大人ｷﾚｲへ(ｶﾈﾎﾞ

ｳ ﾘｸｲｰﾙ) 

・人の髪と肌は、ｱﾐﾉ酸でできている(ｱﾐﾉﾏｽﾀｰ) 

・傷んだ髪よ、ｱﾐﾉ酸を召し上がれ（ｺｰｾｰ ｼﾞｭﾚｰﾑｱﾐﾉ） 

・髪ﾊｲﾀﾞﾒｰｼﾞしたらすぐﾃｨﾚｽ！毛先まで、つるるん(B/S ｾﾚｸﾄ ﾃｨﾚｽｺｱﾄ

ﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 

・もつれｾﾞﾛ、ﾊﾟｻつきｾﾞﾛへ。速攻ﾀﾞﾒｰｼﾞｹｱｼｬﾝﾌﾟｰ(ｺｰｾｰｵﾚｵﾄﾞｰﾙﾀﾞﾒｰｼﾞﾘ

ﾍﾟｱ)) 

・強く美しく髪を育む薬用育毛ｴｯｾﾝｽ(ﾐｷﾓﾄｺｽﾒﾃｨｯｸｽ ﾒﾃﾞｨｶﾗｲｽﾞｽｶﾙﾌﾟｴｯ

ｾﾝｽ) 

・より太く長く、強く抜けにくい髪へ(ﾌﾙﾘｱ 薬用育毛ｴｯｾﾝｽ 

・ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄしながらｶﾗｰするという発想(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ｶﾗｰｸﾁｭｰﾙﾍｱｶﾗｰ) 

・女性の頭皮にあわせた美容補給成分を、贅沢に閉じ込めた濃厚ﾉﾝｼﾘ

ｺﾝ。毛穴に詰まることなく頭皮の奥まで浸透(ﾕﾆﾘｰﾊﾞ ｸﾘｱ) 

・日本の豊かな大地で育まれた国産植物をたっぷり配合（凛恋） 

・清々しいﾊｰﾌﾞの香りに包まれて、髪と地肌を UV ﾌﾟﾛﾃｸﾄ（ﾛｸｼﾀﾝ ﾌｧ

ｲｱﾌﾞﾊｰﾌﾞｽﾋﾟｭｱﾌﾚｯｼｭﾈｽｻﾏｰﾐｽﾄ） 

・香りとｹｱ成分にこだわった洗い流さないﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ（ﾙﾙﾋﾟｵﾆｰﾁｬｰﾑ） 

・植物ｴｷｽを配合し、ﾊﾟﾁｯとなる静電気の不快感や髪の広がりを防ぐ(ｱ

ｳﾞｧﾘｽ ﾜｯｸｽ､ｽﾌﾟﾚｰ) 

・ｺｼがなくてﾊﾟﾜつく長めの髪をﾊﾘつや潤い感ｱｯﾌﾟ(ｺｰｾｰ ｸﾞﾚｲｽﾜﾝﾊﾘ

つやｼｬﾝﾌﾟｰ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ) 

・髪を強くする新・美容成分ﾘｯﾁﾍﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ配合(ﾛｸｼﾀﾝ ﾌｧｲﾌﾞﾊｰ

ﾌﾞｽｴﾝﾘｯﾁ) 

・柔軟成分 AHA でｽｶﾙﾌﾟｴｯｾﾝｽ配合成分がなじみやすい頭皮環境へ導く

(ｱﾙﾌｧｳｪｲ ﾓﾝｺﾞ流ｽｶﾙﾌﾟｴｯｾﾝｽ) 

・夏こそ、髪と地肌にうるおいとやわらかさを与える美容成分「椿麹

S」を新配合した「椿麹つけこみ美容」が効果的(資生堂 ﾂﾊﾞｷ) 

・毛先だけでも頭皮のｹｱだけでもない。必要なのは、髪の根本“頭皮

の奥深く”へのｹｱ(ﾕﾆﾘｰﾊﾞ ｸﾘｱ) 

・ﾍｯﾄﾞｽｷﾝｹｱ、始まる。地肌から豊潤に、美しさに満ちた髪へ(ﾛｸｼﾀﾝ 

ﾌｧｲﾋﾞﾊｰﾌﾞｽｴﾝﾘｯﾁ) 

・100%ﾀﾞﾏｽｸﾛｰｽﾞﾊﾆｰ配合。乾燥した髪＆地肌も、贅沢にｹｱをする（ｺｰ

ｾｰ ﾛｰｽﾞｵﾌﾞﾍﾌﾞﾝｼｬﾝﾌﾟｰ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ） 

・ﾀﾞﾒｰｼﾞ集中補修、ﾀﾝﾊﾟｸ、水分、脂質を補給、髪の保護力をｱｯﾌﾟする

(B/S ｾﾚｸﾄ ﾃｨﾚｽｺｱﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 

・5 種のﾎﾞﾀﾆｶﾙｴﾅｼﾞｰｵｲﾙに加え、高いﾀﾞﾒｰｼﾞｹｱ効果が期待される希少

なｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙとﾃｨｰｵｲﾙを贅沢に配合。うねりをおさえ、まとまる髪に

する(ｺｰｾｰｵﾚｵﾄﾞｰﾙﾀﾞﾒｰｼﾞﾘﾍﾟｱ) 

・真珠生まれのｷｭｰﾃｨｸﾘｨｺﾝｷｵﾘﾝを中心としたﾘﾍﾟｱ成分が､ﾀﾞﾒｰｼﾞやｴｲｼﾞ

ﾝｸﾞが気になる髪に毛髪成分を補いながら補修する(ﾐｷﾓﾄｺｽﾒﾃｨｯｸｽ 

ﾓｲｽﾄﾌﾟﾗｽﾍｱｼｬﾝﾌﾟｰ) 

・髪と地肌の潤いを守り、しっとり、なめらかに洗い上げるｱﾐﾉ酸系洗

浄成分を使用。きしみ知らずの滑るような指通りにする(ｺｰｾｰｵﾚｵﾄﾞ

ｰﾙ ﾀﾞﾒｰｼﾞﾘﾍﾟｱ) 

・ﾊﾟｻつき、広がりに浸透保湿、深刻なﾀﾞﾒｰｼﾞに濃密補修（ｱﾐﾉﾏｽﾀｰ） 

・傷みきった髪を集中補修。ﾄﾘﾌﾟﾙの高機能成分、ｱﾐﾉ酸誘導体、高密

着ﾋｱﾙﾛﾝ酸、高浸透ﾋｱﾙﾛﾝ酸を配合(ｺｰｾｰ ﾛｰｽﾞｵﾌﾞﾍﾌﾞﾝｼｬﾝﾌﾟｰ&ｺﾝﾃﾞｨ

ｼｮﾅｰ） 

・ｱｲﾛﾝ・ﾄﾞﾗｲﾔｰの熱を利用して髪を補修する新感覚ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ（香栄化学 

ﾘｰﾁｪﾍｱﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ） 

・髪のｴｲｼﾞﾝｸﾞに着目｡ﾀﾞﾒｰｼﾞを補修して真珠髪へ(ﾐｷﾓﾄｺｽﾒﾃｨｯｸｽ ﾓｲｽ

ﾄﾌﾟﾗｽﾍｱｼｬﾝﾌﾟｰ) 

・「W 育毛成分」の働きと「3 つの有効成分（抗酸化成分、抗炎症成分、

血行促進成分）」でしっかり育毛（ﾌﾙﾘｱ 薬用育毛ｴｯｾﾝｽ） 

・ﾎｰﾑｶﾗｰとは思えないほどの発色と色持ち！(ｽﾃｨｰﾌﾞﾝﾉﾙ ｶﾗｰｸﾁｭｰﾙﾍｱｶ

ﾗｰ) 

・手軽に再ﾘｾｯﾄ。ふんわり、軽やかなﾎﾞﾘｭｰﾑ髪へ。３D ｽﾀｲﾘﾝｸﾞ(ﾘｸｲｰﾙﾎﾞ

ﾘｭｰﾏｲｻﾞｰ(ｽﾀｲﾘﾝｸﾞ剤)) 

・大人の髪をﾘﾍﾟｱ&ﾌﾟﾛﾃｸﾄふんわりしなやか(ﾐｷﾓﾄｺｽﾒﾃｨｯｸｽ ﾓｲｽﾄﾌﾟﾗｽﾍ

ｱｴｯｾﾝｽ) 

・ｽﾙﾝと軽やかにまとまり、髪と地肌をやわらかくする(資生堂 ﾂﾊﾞｷ) 

・ほどよい束感､ﾊﾈ、立ち上がりも思いのまま(ｱｳﾞｧﾘｽ ﾜｯｸｽﾌﾞﾘﾘｱﾝﾄ) 

・COCUU ﾃﾞｲﾘｰｹｱで栄養、潤いが芯から満ち足りた状態(ｾﾌﾃｨ ｺｷｭｳｼｬﾝﾌﾟ

ｰ&ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 
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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] 

・なめらかさを極める至福、ﾎﾞﾃﾞｨｴﾏﾙｼﾞｮﾝ(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ﾎﾞﾃﾞｨｴﾏﾙｼﾞｮﾝ) 

・羨むほどの曲線美、思わず触れたくなる、やわらかﾎﾞﾃﾞｨへ（ﾊｳｽｵﾌﾞ

ﾛｰｾﾞ ﾘﾏｴﾅｼﾞｴ） 

・贅沢に、弾む肌へ導くﾎﾞﾃﾞｨｸﾘｰﾑ(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ｸﾚｰﾑﾌﾟｰﾙﾙｺｰﾙ) 

・朝の果実のうるおいｼｬﾜｰ。肌の力が目覚める朝のﾎﾞﾃﾞｨｹｱで、一日中

爽やか（ﾛｸｼﾀﾝ ﾘﾊﾞｲﾀﾗｲｼﾞﾝｸﾞﾎﾞﾃﾞｨﾐﾙｸ） 

・上向いて、ぴんっ。きゅっ。ﾎﾞﾃﾞｨ肌に新芽はじける力を(ﾛｸｼﾀﾝ 

ｱﾏﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙﾎﾞﾃﾞｨｸﾘｰﾑ） 

・ｽｳｨｰﾂな香りで虜にするｸﾞﾙﾏﾝｺﾚｸｼｮﾝ、体にも心にも最善を尽くす完璧

主義(ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ｸﾞﾙﾏﾝｺﾚｸｼｮﾝ（ﾊﾞｽ&ﾎﾞﾃﾞｨｽｸﾗﾌﾞ）) 

・優雅な香りをまとう、至福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) 

 [ﾊﾝﾄﾞｹｱ]  

・うるおい。香り。つまり、幸せな私（ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ） 

[ﾈｲﾙ] 

・あなたは、ﾅﾁｭﾗﾙ爪？ﾒｲｸ爪？ﾏﾆｷｭｱはｶﾗｰだけのものじゃない（ｺｰ ﾏ

ﾆｷｭｱ） 

・ｸﾞﾗｽに浮かべた、真夏の果実。鮮やかな発色のﾄﾛﾋﾟｶﾙﾈｲﾙ(ﾎﾟｰﾙ&ｼﾞｮｰ 

ﾈｲﾙﾎﾟﾘｯｼｭ) 

・透明感にこだわりぬいた AYAKO 渾身のｸﾘｱｶﾗ （ーｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ ﾈｲﾙﾎﾟﾘｯｼｭ） 

[ﾊﾟﾋｭｰﾑ] 

・恋のﾊｰﾌﾞ「ｳﾞｧｰﾍﾞﾅ」にｼﾄﾗｽの魔法、ｷｭﾝと搾って(ﾛｸｼﾀﾝ ｼﾄﾗｽｳﾞｧｰﾍﾞ

ﾅｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ) 

・ｼﾞｬｽﾐﾝに包まれ艶めく私(ﾆｰﾙｽﾞﾔｰﾄﾞﾚﾒﾃﾞｨｰｽﾞ ｼﾞｬｽﾐﾝﾌﾚｸﾞﾗﾝﾄｵｲﾙ) 

 

[ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ] 

・ｼｬﾜｰで流すﾎﾞﾃﾞｨﾛｰｼｮﾝでうるおった肌へ(ﾆﾍﾞｱ ｲﾝｼｬﾜｰﾎﾞﾃﾞｨﾛｰｼｮﾝ) 

・ﾎﾞﾃﾞｨのすみずみまでﾄｰﾀﾙ美白ｹｱ（ﾊｳｽｵﾌﾞﾛｰｾﾞ ﾌﾞﾗﾝﾎﾟｰﾄ） 

・水分をたくさん含んだ肌に保湿成分が素早く浸透。うるおいのﾍﾞｰﾙ

が肌を包み込んで乾燥から守りなめらかな肌に整える(ﾆﾍﾞｱ ｲﾝｼｬﾜｰ

ﾎﾞﾃﾞｨﾛｰｼｮﾝ) 

・ｱｰﾓﾝﾄﾞの持つ力を凝縮して、肌のｴｲｼﾞﾝｸﾞｻｲﾝに働きかける(ﾛｸｼﾀﾝ ｱ

ﾏﾝﾄﾞﾛｲﾔﾙﾎﾞﾃﾞｨｸﾘｰﾑ） 

・ｾﾗﾐﾄﾞを守って洗う（花王 ｷｭﾚﾙ泡ﾎﾞﾃﾞｨｳｫｯｼｭ） 

・大人の肌をｻﾎﾟｰﾄする 16 種類の植物ｵｲﾙやｴｷｽを贅沢に配合したﾎﾞﾀﾆｶ

ﾙﾄｰﾀﾙｹｱﾗｲﾝ（ﾋﾞｰﾊﾞｲｲｰ ﾎﾞﾀﾆｯｼｭｴｰﾙ(ﾌｪｲｽ&ﾎﾞﾃﾞｨｹｱﾗｲﾝ)） 

・ｵﾘｰﾌﾞとﾕｰｶﾘから生まれたﾌﾞﾗｯｸｿｰﾌﾟ。成分の 38%が保湿ｵｲﾙ(ﾛｸｼﾀﾝ ﾊﾞ

ﾗﾝｼﾝｸﾞﾌﾞﾗｯｸﾎﾞﾃﾞｨﾍﾟｰｽﾄ)  

・天然の鉱物から生まれたﾎﾜｲﾄｸﾚｲが肌を傷つけることなく古い角質・

くすみをｸﾘｱに輝くつるつる素肌に導く（ｺｰｾｰ ｻﾎﾞﾝ・ﾄﾞ・ﾌﾞｰｹﾎﾜｲﾄ

ﾎﾞﾃﾞｨｳｫｯｼｭ) 

・ﾐﾈﾗﾙを豊富に含んだﾀﾗｿﾐﾈﾗﾙが肌のくすみを取り除きながら透明感あ

ふれる肌に導く(ｺｰｾｰ ｻﾎﾞﾝ・ﾄﾞ・ﾌﾞｰｹﾎﾜｲﾄﾎﾞﾃﾞｨｳｫｯｼｭ) 

[ﾊﾝﾄﾞｹｱ] 

・ｶﾚﾝﾃﾞｭﾗｵｲﾙが肌を知っとりと保湿・保護して、あなたの手をやさしく

温もりのある手に整える（ﾅﾁｭﾗﾙｱｲﾗﾝﾄﾞ ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ） 

 [ﾈｲﾙ] 

・爪そのものの自然な再生ｻｲｸﾙを尊重し、生命力を保護(ｷｭｱﾊﾞｻﾞｰ ﾈｲ

ﾙｶﾗｰ) 

[小物] 

・皮膚科医発想とｽｲｽの光学技術に基づいて開発された洗顔ﾌﾞﾗｼ(ｸﾘﾆｰｸ 

ｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾋﾟｭﾘﾌｧｲﾝｸﾞｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾌﾞﾗｼ) 

・毛穴ｹｱも、ﾂﾔ＆透明感ｱｯﾌﾟもこの 60 秒から！（ｸﾗﾘｿﾆｯｸ） 

 

 [ﾊﾟﾋｭｰﾑ] 

・こころを動かす、香り(ｱﾕｰﾗ ｵｰﾗｵﾌﾞｱﾕｰﾗ) 

・夢見た頃のときめきがよみがえる香り(ﾛｸｼﾀﾝ ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝﾛｰｽﾞ) 
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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 

・最後まで使いやすいｴｱﾚｽﾎﾞﾄﾙ(ﾚｾﾌﾟﾄⅡｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸﾚｷﾞｭﾗｰｻｲｽﾞｴｱﾚｽ) 

・“炭酸泡”で洗える固形石鹸（SHUAWA ﾐﾈﾗﾙ炭酸せっけん） 

・濃密な泡の引力で、くすみを取る(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) 

・ﾛｰｽﾞﾏﾘｰ､ｶﾐﾂﾚ花、ｷﾀﾞﾁｱﾛｴの天然ﾊｰﾌﾞ使用(ﾚｾﾌﾟﾄⅡｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸﾚｷﾞｭﾗｰｻｲｽﾞｴｱﾚｽ) 

・米ぬかの美肌成分配合(ｲｸﾞﾆｽ ﾌﾞﾗﾝﾐﾙｷｨｿｰﾌﾟ) 

・発酵米ぬかと、生ﾛｰﾔﾙｾﾞﾘｰが肌の奥深くまで作用してくすみを取る（A-NK ﾊﾟｻﾞﾝｺｰﾙｳｫｯｼｭ） 

・100%アミノ酸系洗浄成分使用（CAC ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｫｰﾐﾝｸﾞｳｫｯｼｭ） 

・鉄や亜鉛､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑなど 23 種のﾐﾈﾗﾙ配合（いつかの石けん） 

・贅沢に配合されたﾐﾈﾗﾙ成分やﾐﾂﾛｳが高い保湿力でしっとりと洗い上げる（SHUAWA ﾐﾈﾗﾙ炭酸せっけん） 

・肌の力のために、温泉成分でもち肌に導く（ｸﾘﾌｫｰﾄ ﾓｲｽﾁｬｰﾌｪｲｽﾊﾟｯｸﾌｫｰﾑ） 

・肌の水分を保持する働きのあるｱﾗﾆﾝ、ｾﾘﾝ、ｸﾞﾘｼﾝなどのｱﾐﾉ酸を配合（CAC ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｫｰﾐﾝｸﾞｳｫｯｼｭ） 

・酵素が不要なﾀﾝﾊﾟｸ質を分解することで、汚れや角質を落とすため、肌表面の皮脂を吸着しすぎず、つっ

ぱり感がない(いつかの石けん) 

・溶岩ｸﾚｲが、多孔質の泥で毛穴の奥の汚れまで吸着し洗い流す（SHUAWA ﾐﾈﾗﾙ炭酸せっけん） 

 

・ﾊﾟｯｸもできる洗顔（ｸﾘﾌｫｰﾄ ﾓｲｽﾁｬｰﾌｪｲｽﾊﾟｯｸﾌｫｰﾑ） 

・黒洗顔で毎日ﾊﾟｯｸ効果をもたらす（A-NK ﾊﾟｻﾞﾝｺｰﾙｳｫｯｼｭ） 

・ﾀﾝﾊﾟｸ分解酵素が古くなった角質や毛穴汚れまで根こそぎ除去し、ｷﾒ細やかな肌へ導く（A-NK ﾊﾟｻﾞﾝｺｰﾙｳｫ

ｯｼｭ） 

・いらない汚れは落とすが、潤いは残す（ﾚｾﾌﾟﾄⅡｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾐﾙｸﾚｷﾞｭﾗｰｻｲｽﾞｴｱﾚｽ) 

・肌に不要なものは一切残さず、本当の素肌に戻る（CAC ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｫｰﾐﾝｸﾞｳｫｯｼｭ） 

・肌に負担をかけず、毛穴の奥の汚れや余分な皮脂をしっかり落とし、明るく滑らかな肌へ導く（ｸﾘﾌｫｰﾄ ﾓ

ｲｽﾁｬｰﾌｪｲｽﾊﾟｯｸﾌｫｰﾑ） 

・弾力のある若々しい肌へ導く（CAC ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｫｰﾐﾝｸﾞｳｫｯｼｭ） 

・徐々にｷﾒが整い明るいﾊﾘのある肌に導く(いつかの石けん) 

・潤いを守って洗い、ﾊﾟｯｸ後のようなﾌﾟﾘﾌﾟﾘ手触りになる（ｽｷﾝﾋﾟｰｽ ｼﾞｪﾝﾄﾙｸﾘｱﾊﾞﾀｰｿｰﾌﾟ） 

・油による毛穴づまりや刺激による肌への負担、肌のﾀｰﾝｵｰﾊﾞｰを考えて油分を 100%ｶｯﾄ（CAC ﾒﾝﾌﾞﾚﾝﾌｫｰﾐﾝ

ｸﾞｳｫｯｼｭ） 

・発酵米ぬかの美肌作用は、独特なにおいと使用感とともに肌を美しく導く（A-NK ﾊﾟｻﾞﾝｺｰﾙｳｫｯｼｭ） 

・ﾏｯｻｰｼﾞとともに炭酸ｶﾞｽが肌に触れることで血流を促進、肌本来が持つ力を引出し、肌を健康な状態へ導

く（SHUAWA ﾐﾈﾗﾙ炭酸せっけん） 
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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 

・若くみせるより、美しくみせる(ｱﾃﾆｱ ｲﾝﾅｰｴﾌｪｸﾀｰ) 

・朝のﾋﾟｭｱｵｲﾙで気持ちを上げて美肌にする(ｷｰﾙｽﾞ ﾃﾞｲﾘｰﾎﾞﾀﾆｶﾙｺﾝｾﾝﾄﾚｰ

ﾄ) 

・「美肌 印象力」で、端正な肌へ導く(ｲﾝﾌﾟﾚｽ ﾘﾌｧｲﾆﾝｸﾞﾛｰｼｮﾝ) 

・環境ﾀﾞﾒｰｼﾞに負けない、美しく健やかな潔う肌へ導く(ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾜﾝｴｯｾﾝ

ｼｬﾙｼﾃｨﾃﾞｨﾌｪﾝｽ) 

・肌に悪影響を与える外的要因から、長時間しっかりﾃﾞｨﾌｪﾝｽ(ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾜ

ﾝｴｯｾﾝｼｬﾙｼﾃｨﾃﾞｨﾌｪﾝｽ) 

・ﾌｪｰｽﾗｲﾝに若々しい自信をもたらす(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ ﾆｭｰﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄｾﾗ

ﾑ) 

・どのｱﾝｸﾞﾙから見ても、美しいｼｪｰﾌﾟをめざし、首筋滑らか、頬ふっくら、

肌ｷｭｯ！のﾊｰﾄｼｪｰﾌﾟﾌｪｰｽへ導く(ｸﾘﾆｰｸ ｽｶﾙﾌﾟﾄｳｪｱｺﾝﾄｩｰﾘﾝｸﾞﾏｯｻｰｼﾞｸﾘｰﾑ

ﾏｽｸ) 

・浸透力の高いｳｫｰﾀｰ層が素早く角質層まで届き､ｷﾒの乱れやｶｻつきを抑え

る(ﾛｲﾙ ﾌｪｲｽﾐｽﾄ) 

・0.1 ﾐｸﾛﾝのｶﾌﾟｾﾙ、多重層ﾘﾎﾟｿｰﾑが角層深く浸透し、1 日中潤いを続かせ

る(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ 化粧液) 

・乾燥肌のﾊﾞﾘｱ機能を高める(ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ ML ｸﾘｰﾑ) 

・乾燥小じわを目立たなくする(ｸﾘﾆｰｸ ｶｽﾀﾑﾘﾍﾟｱｾﾗﾑ) 

・触れるたびにやわらかく、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） 

・乾燥ﾄﾗﾌﾞﾙを防ぎぷるぷる、うるうるの肌に導く(ｽｷﾝﾋﾟｰｽ ﾓｲｽﾁｬﾗｲﾌﾌｪ

ｲｽﾛｰｼｮﾝ 

・ふっくら、潤してｲｷｲｷ。乾燥小じわの目立たない肌に導く(ｸﾘﾆｰｸ ﾘﾍﾟ

ｱｳｪｱﾚｰｻﾞｰﾌｫｰｶｽ SRC) 

・与えても、潤いが逃げる過酷な季節。深刻な乾燥肌を救う濃厚なﾛｰｼｮﾝ

(ｱﾃﾆｱ ﾌﾟﾘﾏﾓｲｽﾄｴｸｯｽﾄﾗﾓｲｽﾄﾛｰｼｮﾝ) 

・うるおいﾀﾞﾒｰｼﾞにｱﾌﾟﾛｰﾁ、みずみずしさを持続させる保湿ｼﾞｪﾙ（ｱｸﾈｽﾗ

ﾎﾞ ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ HINEGF ｼﾞｪﾙｺﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ) 

・「ふっくら」と「ひきしめ」W のｱﾌﾟﾛｰﾁ。新感覚の引き締まった肌へ導

く(ｽｯｸ ﾓｲｽﾁｭｱｰﾘﾍﾟｱｴｯｾﾝｽ) 

・肌表面のｷﾒを柔らかくととのえながら、肌のより深くまでうるおいを届

ける(ｾﾙﾌｧｰﾏ) 

・瞬時に艶めく、うるおい感じる(ﾛｲﾙ ﾌｪｲｽﾐｽﾄ) 

・新・美容ｵｲﾙが潤いも、しなやかさも、ﾊﾘも、艶も与える(ｸﾘﾆｰｸ ｽﾏｰﾄ

ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｵｲﾙ) 

・｢ﾋﾟﾝとしたﾊﾘ｣、｢ﾘｯﾁな弾力｣。若々しい輝きあふれる印象へ導く(ｽｯｸ 

ﾓｲｽﾁｭｱｰﾘﾍﾟｱｴｯｾﾝｽ) 

・肌に湧き上がるようなﾊﾘ感と輝きを届ける(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾌｫｰｽ C3) 

・ﾊﾘと立体感がつくり出す“3D 美肌”へ。5 年後、10 年後を考えたｴｲｼﾞﾝ

ｸﾞｹｱ(ｱﾃﾆｱ ﾄﾞﾚｽﾘﾌﾄ) 

・ﾊﾞﾈのように弾き返すﾊﾘ肌に導く（ｵﾊﾞｼﾞ ﾀﾞｰﾏﾊﾟﾜｰ X） 

・美しいﾊﾘをあたえる黄金のﾏｽｸ(ﾛｸｼﾀﾝ ﾃﾞｳﾞｧｲﾝｸﾘｰﾑﾏｽｸ) 

・重力に負けない、上向きのﾊﾘ肌へ導く(ｱﾝﾌﾟﾙｰﾙ ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾃﾞｰｴｲｼﾞﾘｼﾞ

ｭﾘｭｰｼｮﾝ V） 

・肌本来の保湿・守る力を目覚めさせる(ｴﾋﾟｵﾝｽ) 

・一人ひとりの素肌型にあわせて、肌本来の美しさを引き出す化粧液

(ｲﾌﾟｻ ME) 

・肌本来の機能に着目したｽｷﾝｹｱ (ﾅｰﾙｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｱｸﾃｨﾌﾞ保湿ｴｯｾﾝｽ) 

・「肌そのものの特性を生かしてｷﾚｲにする」という見地から研究開発

された美肌のための自然派基礎化粧品(ｱｲﾋﾞﾅ ｽｷﾝｽﾊﾟｲｽ) 

・夜眠っている間に行われる肌の再生力に着目。独自の複合成分｢ﾏｻﾞ

ｰﾘﾋﾟｯﾄﾞ｣で肌が本来の力を取り戻す(ｱﾃﾆｱ ｲﾝﾅｰｴﾌｪｸﾀｰ) 

・肌の７割を占めるｺﾗｰｹﾞﾝに着目(ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾜﾝ) 

・乾燥などのﾀﾞﾒｰｼﾞが発信する信号をｷｬｯﾁし、必要な時に必要な部分

へ稼働する(ｸﾘﾆｰｸ ｽﾏｰﾄｶｽﾀﾑﾘﾍﾟｱｾﾗﾑ) 

・大気汚染物質や紫外線などの外的要因が肌に与える影響に着目(ﾃﾞｨ

ｵｰﾙ ﾜﾝｴｯｾﾝｼｬﾙｼﾃｨﾃﾞｨﾌｪﾝｽ) 

・年齢を重ねるほどにﾎﾞﾘｭｰﾑが落ち、ﾌｪｰｽﾗｲﾝの基礎となるﾀﾝﾊﾟｸ質に

着目して、ゆるみがちな肌の印象にｱﾌﾟﾛｰﾁ(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ ﾆｭｰﾃﾞｨﾒﾝｼｮ

ﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄｾﾗﾑ) 

・ﾎﾙﾓﾝﾊﾞﾗﾝｽに着目した本格ｴｲｼﾞﾝｸﾞ(ｱｸﾈｽﾗﾎﾞ ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ HINEGF ｴｯｾﾝｽｺ

ﾝｾﾝﾄﾚｰﾄ) 

・環境ｽﾄﾚｽや年齢により、基礎力の低下した女性の肌本来の力をｻﾎﾟｰ

ﾄする(ｾﾙﾌｧｰﾏ) 

 

・大切な肌のために無添加と機能性の両立に徹底的にこだわった(ｽｷﾝﾋﾟ

ｰｽ) 

・冬虫夏草ｴｷｽ、地黄ｴｷｽ、霊芝ｴｷｽ、ｾﾝﾌﾞﾘｴｷｽの美容成分が織りなす、

凝縮の美容液(ｴｸｻｰｼﾞｭ ﾊﾞｲﾀﾙｼﾞｪﾈﾚｰﾄ) 

・ｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾙﾛｰｽﾞの驚くべきﾊﾟﾜｰの源。ﾃﾞｨｵｰﾙ最先端の抽出方法によりﾌﾟ

ﾚｽﾃｰｼﾞﾗｸﾚｰﾑに高濃度で配合した(ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾗｸﾚｰﾑ) 

・肌のｺﾗｰｹﾞﾝ、ｴﾗｽﾁﾝ､ﾋｰﾄｼｮｯｸﾌﾟﾛﾃｲﾝに着目(ﾅｰﾙｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ｱｸﾃｨﾌﾞ保

湿ｴｯｾﾝｽ) 

・ﾌﾟﾗｾﾝﾀ､ﾋｱﾛﾝｴｷｽを高配合し「金ｲｵﾝ水」を使用(ｱｲﾋﾞﾅ ｽｷﾝｽﾊﾟｲｽ) 

・厳選した 14 種の保湿・美容成分を配合(ﾛｲﾙ ﾌｪｲｽﾐｽﾄ) 

・ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香りによる「癒しの力」とｺﾗｰｹﾞﾝや美容成分による「うる

おいの力」が寝ている間にｱﾌﾟﾛｰﾁする（ｺｰｾｰ ｲﾝｽﾄﾘｰﾑﾅｲﾄｼｰﾙﾄﾞｼﾞｪﾙ） 

・海洋深層水とﾎﾎﾊﾞｵｲﾙが出会い、相乗効果を生み出す(ﾛｲﾙ ﾌｪｲｽﾐｽﾄ) 

・水分と油分両方を簡単に補給できる二層式の新感覚ﾌｪｲｽﾐｽﾄ(ﾛｲﾙ ﾌｪｲ

ｽﾐｽﾄ) 

・新複合成分と濃縮 SK-Ⅱﾋﾟﾃﾗを配合（SKⅡ R.N.A ﾊﾟﾜｰ） 

・m‐ﾄﾗﾈｷｻﾑ酸&ﾚﾁﾉｰﾙ誘導体を配合（ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ﾎﾜｲﾄﾚﾁﾉｴｯｾﾝｽ） 

・厳選された植物由来成分を、肌をつくる層まで届ける浸透技術(ｴﾋﾟｵﾝ

ｽ) 

・ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞにより合成されたﾋﾄ型ﾌﾟﾗｾﾝﾀをはじめ、ﾋﾄの皮膚と同じ遺伝

子構造を持つ５つの厳選されたﾊﾞｲｵﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞをﾅﾉ化して配合し肌のﾊﾘ

感をｻﾎﾟｰﾄする（ﾋｭｰﾏﾅﾉﾌﾟﾗｾﾝ原液） 

・機能の異なる７種のｺﾗｰｹﾞﾝを独自に組み合わせた「複合型ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞｺﾗｰ

ｹﾞﾝ EX」を配合(ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾜﾝ) 

・新開発の｢ｼｪｲﾋﾟﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ｣と独自成分｢ﾌﾟﾛｺﾗｰｹﾞﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ｣を配合(ｴ

ｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ ﾆｭｰﾃﾞｨﾒﾝｼｮﾝｴｷｽﾊﾟｰﾄｾﾗﾑ) 

・ｲﾌﾟｻ独自成分ｱﾙｹﾞﾙﾐﾅ EX 配合(ｲﾌﾟｻ ME)  

・保湿効果などの働きを持ち 30 種類の美容成分を配合(ｴﾑﾃﾞｨﾐｽﾄｸﾘｰﾑ) 

・2 層のﾃｸｽﾁｬｰが混ざり合うと、独自の保湿成分ﾐﾗｸﾙﾌﾞﾛｽの泡が肌を包

む（ﾄﾞｩﾗﾒｰﾙ ｻﾞﾘﾆｭｰｱﾙｵｲﾙ） 

・ﾓｲｽﾁｭｱｰﾎｰﾙﾄﾞ処方を採用し、水分を抱え込む油剤を従来品より多く配

合し、肌表面を覆うﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ効果で肌を守る(ｽｯｸﾓｲｽﾁｭｱｰﾘﾍﾟｱｴｯｾﾝｽ) 

・ﾁｬｰｼﾞﾋﾟｰﾙ成分が大人の肌を潤いに満ちたやわらかなﾊﾘ肌へ導く(ｾﾙﾌｧ

ｰﾏ) 

・母乳にも含まれる、独自の複合成分｢ﾏｻﾞｰﾘﾋﾟｯﾄﾞ｣が、“根源細胞”に

働きかけ、ﾊﾘと輝きに満ちた上向き肌へ導く(ｱﾃﾆｱ ｲﾝﾅｰｴﾌｪｸﾀｰ) 

・天然由来のﾊｯｶ油とｴﾀﾉｰﾙの機能で、すばやく角質層に浸透する(ﾅｰﾙｽﾐ

ﾝﾄﾌﾟﾗｽ) 

・特殊高圧技術により、油分 10%のｸﾘｰﾑを微粒子化することによって、

界面活性剤なしで分離することなくﾐｽﾄ上にする(ｴﾑﾃﾞｨﾐｽﾄｸﾘｰﾑ) 

・それぞれの成分特性に合わせて、肌表面に留めたり、肌の奥まで浸透

させたりと、「選び抜いた成分を適材適所に届ける」技術を採用して

いる(ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾜﾝ) 

・ｵﾊﾞｼﾞ初時間科学美容「ﾀｲﾑｻｲｴﾝｽｼｽﾃﾑ」、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） 
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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 

 ・ﾋﾟﾝ！と弾み返すﾊﾘ！乾燥小じわを目立たなく。ｽｷﾝﾄｰﾝをととのえる(ｸ

ﾘﾆｰｸ ｽﾏｰﾄｶｽﾀﾑﾘﾍﾟｱｱｲﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 

・瞬時に透明感が得られて、やわらかなﾊﾘ感とｷﾒ細い肌に(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) 

・健やかでみずみずしく輝く肌へ導く(ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾜﾝ) 

・すみずみまで満ち足りた、真珠の輝きへ導く(ﾐｷﾓﾄ ﾊﾟｰﾙｴｯｾﾝｽﾘｷｯﾄﾞｸﾘ

ｽﾀﾙ) 

・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) 

・澄み切った透明感、内からつややかに輝く肌へ導く(ｸﾘﾆｰｸ ｲｰﾌﾞﾝﾍﾞﾀｰ

ｴｯｾﾝｽﾛｰｼｮﾝ) 

・透明感が純粋な美しさを生み出す(ｱｲﾋﾞﾅ ｽｷﾝｽﾊﾟｲｽ) 

・角層衰弱の肌にｱﾌﾟﾛｰﾁし、一瞬で“肌印象”を高め、“肌質感”まで美

しくｹｱする(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) 

・角層を湿潤化し、ｷﾒを整えて、抜けるような透明感ともちもちとした肌

感触へ導く(ｲﾌﾟｻ ME) 

・ﾐｽﾄ上の美肌成分が均一の広がり、角質層全体に広がり、一瞬で美肌ｹｱ

ができる(ｴﾑﾃﾞｨﾐｽﾄｸﾘｰﾑ) 

・べたつきのないさらりとした感触で、化粧水が角層まで浸透しやすいや

わらかな肌へ導く(ｲﾝﾌﾟﾚｽ ﾘﾊﾞｲﾀﾗｲｼﾞﾝｸﾞｿﾌﾆﾝｸﾞｵｲﾙ) 

・肌にﾊﾘ感！本気のｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ（ﾋｭｰﾏﾅﾉﾌﾟﾗｾﾝ原液） 

・生命力に満ちたｸﾞﾗﾝｳﾞｨﾙﾛｰｽﾞのﾊﾟﾜｰでﾃﾞﾘｹｰﾄな肌のためのﾌﾟﾚﾐｱﾑｴｲｼﾞﾝ

ｸﾞｹｱ(ﾃﾞｨｵｰﾙ ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞﾗｸﾚｰﾑ) 

・頬に湧き上がるようなﾊﾘ感。ｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱは 4D 美容液（ｺｽﾒﾃﾞｺﾙﾃ AQMW ﾚ

ﾌﾟﾘｼｮﾝ） 

・肌のﾊﾘや弾力、ﾂﾔなどを保つ、新たなｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ(ﾅｰﾙｽﾐﾝﾄﾌﾟﾗｽ) 

・使い始めてすぐに気付く、肌年齢は重ねない実感(ｴﾋﾟｵﾝｽ) 

・ﾋﾟﾝとしたはりと明るい印象を届ける美白美貌液(ﾍﾞﾈﾌｨｰｸ ﾎﾜｲﾄﾚﾁﾉｴｯｾ

ﾝｽ) 

・潤い補給＆収れん効果で毛穴の気にならないｻﾗすべ肌に導く（ｽｷﾝﾋﾟｰｽ 

ｽﾑｰｽﾎﾜｲﾄﾐｽﾄ） 

・翌朝、毛穴の気にならない、弾むようなﾊﾘﾂﾔ肌へ導く SKⅡ R.N.A ﾊﾟﾜ

ｰｴｯｾﾝｽ） 

 [まつ毛ｹｱ] 

・すっぴんでも自信が持てるｸﾘｱﾏｽｶﾗﾀｲﾌﾟの新まつ毛美容液(ﾐｼｪﾌﾞﾙｰﾐﾝ ｶ

ｰﾙｷｰﾋﾟｱｲﾗｯｼｭｾﾗﾑ) 

 

 

 [目元ｽｷﾝｹｱ] 

・ｶｸﾃﾙ配合したﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞがﾀﾞｲﾚｸﾄに相乗的に細胞に働きかける（2428 ﾌ

ｫﾗｲｽﾞ(目もと専用美容液)） 
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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 

・肌を補正しながらなめらかにし、しっとり感にこだわった製法で乾燥く

ずれを防ぎ、美しい仕上がりが持続する(ｴｽﾄﾓｲｽﾄﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾍﾞｰｽ) 

・うるおい皮膜の化粧下地がｶﾊﾞｰ&ﾅﾁｭﾗﾙ仕上げを両立させる（四季彩 ｴｸ

ｽﾄﾗﾌｨｯﾄｴｯｾﾝｽﾍﾞｰｽ） 
・透明感を美しく引き出す化粧下地(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ｳﾞｫﾜｰﾙﾄﾗﾝｽﾊﾟﾗﾝ) 
・素肌とﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝを輝きでつなぎ、肌表面を整え、肌の内側から輝くよ

うな美しさに導く(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ｳﾞｫﾜｰﾙﾄﾗﾝｽﾊﾟﾗﾝﾌﾟﾚﾒｰｷｬｯﾌﾟ) 

・素肌に足りない光を補い透明感を高め、光を透過拡散し自然な仕上がり

に導く(ｲﾌﾟｻ ｺﾝﾄﾛｰﾙﾍﾞｲｽ) 
・目もとのｸﾏをｶﾊﾞｰし、明るくうるおいを与える(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) 
 

 

 ・冬虫夏草､ｲﾝﾃﾞｨｱﾝﾂﾘｰｴｷｽ､ﾁｼﾏｻﾞｻ水の 3 種のｽｷﾝｹｱ成分で、潤い、ﾊﾘ、

ﾂﾔを与える(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) 

・ｱｶｼｱ由来のﾐｸﾛﾊﾟｰﾙが小じわや毛穴、細かな凹凸を埋めてふっくらと

見せ、滑らかな印象に補正する(ｸﾗﾗﾝｽ ｲﾝｽﾀﾝﾄｽﾑｰｽﾗｲﾝｺﾚｸﾀｰ(ｺﾝｼｰﾗ

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 

・その仕上がり、別格(ｶﾈﾎﾞｳ ﾌｪｰｽｱｯﾌﾟﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・石鹸で落ちる国産ﾐﾈﾗﾙﾌｧﾝﾃﾞ(ｳﾞｧﾝﾄﾙﾃ ﾐﾈﾗﾙｼﾙｸﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・ﾐﾈﾗﾙﾊﾟｳﾀﾞｰを植物美容液だけで固めた BB ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ（MiMC ﾐﾈﾗﾙﾌﾟﾚｽ

ﾄﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・肌・からだ・心から前向きなｵｰﾗ生まれる(ｱﾕｰﾗ ﾒﾙﾃｨﾌｪｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・ｼﾙｸのようなﾘｯﾁなｸﾘｰﾑでいつでも写真映えする顔に(ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ｼﾙｸｸﾘｰ

ﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝﾓｲｽﾁｬﾗｲｼﾞﾝｸﾞ) 

・羽のように軽く、驚きの一体感。新世代のﾘｷｯﾄﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ(ｲｳﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾀ

ﾝｱﾝｸﾙﾄﾞﾎﾟｰ) 

・素肌でいるような軽さ。なめらかで艶のある肌が午後までつづく（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） 

・化粧直し不要のﾛﾝｸﾞﾗｽﾃｨﾝｸﾞﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ｴｽﾃｨﾛｰﾀﾞｰ ﾀﾞﾌﾞﾙｳｪｱｽﾃｲｲﾝﾌﾟﾚ

ｲｽﾒｰｸｱｯﾌﾟ) 

・8 時間後、明るい肌色がまるで朝のまま(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) 

・肌表面を埋めずに汗を逃しながら皮脂にｱﾌﾟﾛｰﾁし、10 時間崩れにくい

状態が持続する(ｵﾝﾘｰﾐﾈﾗﾙ ﾐﾈﾗﾙｴｱｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・全く新しい透明感。光の層を肌が纏う(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ﾀﾝﾌﾟｰﾄﾞﾙｴｸﾗﾌｧﾝﾃﾞｰｼ

ｮﾝ) 

・無重力級の軽さ、光を操る透明感。かつてない圧倒的な毛穴ﾚｽ肌へ(ｵ

ﾝﾘｰﾐﾈﾗﾙ ﾐﾈﾗﾙｴｱｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・内なるすべての光を、美しさに変えて新次元のｵｰﾗ艶肌へ(ﾗﾝｺﾑ ﾀﾝﾐﾗ

ｸﾘｷｯﾄﾞ) 

・光を纏ったかのようにﾂﾔめくﾇｰﾃﾞｨｰｽｷﾝ、洗練された立体的なﾒﾘﾊﾘ美

肌が手軽にかなう(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ﾙｰｾﾝﾄﾏｼﾞｯｸｸｯｼｮﾝﾙﾐｴｰﾙ) 

・見たこともないつや肌。あふれるほどの艶やかさを、光の層で肌に実

現(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ﾀﾝﾌﾘｭｲﾄﾞｴｸﾗﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・肌作りはしっとりと息づく、艶肌で惹きつける（ｱﾃﾞｨｸｼｮﾝ ｽｷﾝｹｱﾌｧﾝ

ﾃﾞｰｼｮﾝ） 

・ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝの実力は冬の午後に試される。うるおい艶肌、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） 

 

・ﾄﾘﾌﾟﾙﾌﾞﾛｯｸ技術で化粧くずれにつながる皮脂をしっかりﾌﾞﾛｯｸする(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) 

・無添加＆ﾉﾝｹﾐｶﾙで肌にやさしい(ｳﾞｧﾝﾄﾙﾃ ﾐﾈﾗﾙｼﾙｸﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・美容液成分ﾋｱﾙﾛﾝ酸、ｱｽﾅﾛｴｷｽが溶け込んでいる（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） 

・肌表面の輝き、肌の内から輝くような潤い効果がｱｯﾌﾟする(ﾗﾝｺﾑ ﾀﾝﾐ

ﾗｸｺﾝﾊﾟｸﾄ) 

・ﾏﾘﾝﾐﾈﾗﾙや植物ｴｷｽなどの美容成分でﾒｲｸしながらﾊﾘとうるおいに満ち

た美肌へ導く(ｵﾝﾘｰﾐﾈﾗﾙ ﾐﾈﾗﾙｴｱｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・ｼﾙｸが高い保湿力により、乾燥から肌を守り、潤いのある透明な肌へ

導く(ｳﾞｧﾝﾄﾙﾃ ﾐﾈﾗﾙｼﾙｸﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・美容ｵｲﾙのような感触のﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ。ｶﾊﾞｰ効果とﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ効果がｱｯﾌﾟし

た(ｱﾙﾋﾞｵﾝ ｵｲﾙｾﾗﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・美容液成分がたっぷり溶け込んだｸﾘｰﾑがｶｻつきがちな肌にもしっとり

なじむ(ｴｽﾄ ｸﾘｰﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾈｯｾﾝｽﾓｲｽﾄ) 

・素肌の上に素肌を重ねたような肌色補正にこだわり、高いｽｷﾝｹｱ効果

を持たせる(ﾎﾞﾋﾞｨﾌﾞﾗｳﾝ ｲﾝﾃﾝｼﾌﾞｽｷﾝｾﾗﾑﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・肌を引き締める美容液｢ｽｷﾝｷｬﾋﾞｱ｣の美容成分を配合したｺﾝｼｰﾗｰ付きﾌｧ

ﾝﾃﾞｰｼｮﾝ(ﾗﾌﾟﾚﾘｰ SC ｺﾝｼｰﾗｰﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・なめらか艶肌仕上げのﾋﾐﾂは、素肌のよう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) 

・ﾊﾟｳﾀﾞｰがなめらかなｵｲﾙ状へ変化し、肌へ溶け込むようにﾌｨｯﾄする(ｱﾕ

ｰﾗ ﾒﾙﾃｨﾌｪｰｽﾊﾟｳﾀﾞｰ) 

・ｲﾝｸのようにｽｯとしみこんで肌になじみ、色素だけがきれいに残る“ｲ

ﾝｸ発想”で開発(ｲｳﾞｻﾝﾛｰﾗﾝ ﾀﾝｱﾝｸﾙﾄﾞﾎﾟｰ) 

・ﾏﾝｺﾞｰ種子ﾊﾞﾀｰ､ｱﾙｶﾞﾝｵｲﾙなどのﾌﾙｰﾂ由来成分で固執して艶めく頬を作

る（MIMC ﾐﾈﾗﾙｸﾘｰﾐｰﾁｰｸ） 

・血色感とみずみずしいつやを演出する(ｱﾕｰﾗ ﾒﾙﾃｨﾁｰｸ) 

・3 色をﾌﾞﾚﾝﾄﾞすることで内側からふわっと上気したような自然な血色

を演出する(ﾙﾅｿﾙ ｶﾗｰﾘﾝｸﾞﾁｰｸｽ) 

・頬の色に自然となじむ 2 色のｶﾗｰで、あたたかみのある表情を作る(ｴｳﾞ

ｨﾃﾞﾝｽ ﾏｰﾌﾞﾙﾁｰｸ) 

・肌を引き締めながら洗練された質感を作り上げる(ﾗﾌﾟﾚﾘｰ SC ｺﾝｼｰﾗｰ

ﾌｧﾝﾃﾞｰｼｮﾝ) 

・限りなくなめらかなﾀｯﾁで透明感あふれる肌へ仕上げる（ｲﾝﾌﾟﾚｽ ﾐﾗﾉ

ｺﾚｸｼｮﾝﾌｪｰｽｱｯﾌﾟﾊﾟｳﾀﾞｰ） 

・毛穴やﾆｷﾋﾞ跡、くすみをしっかりｶﾊﾞｰする(ｳﾞｧﾝﾄﾙﾃ ﾐﾈﾗﾙｼﾙｸﾌｧﾝﾃﾞｰｼ

ｮﾝ) 

・ｺﾝｼｰﾗｰとしても使える 2-in-1 でｶﾊﾞｰ効果がある(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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１５/秋冬 ⑤ 
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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 

・魅惑浄化(ﾙﾅｿﾙ ｼｮｺﾗｱｲｽﾞ&ﾘｯﾌﾟｽ) 

・甘美に煌めく冬の時間(ｼﾞﾊﾞﾝｼｰ ｸﾘｽﾏｽｺﾚｸｼｮﾝ) 

・ｵｰｶﾞﾆｯｸｶﾗｰでなりたい顔、自由自在（Dr.ﾊｳｼｭｶ） 

・この冬、ｵｰﾙｲﾝﾜﾝでｷﾚｲは完璧(ｸﾘﾆｰｸ ﾎﾘﾃﾞｨﾒｰｸｱｯﾌﾟｺﾝﾊﾟｸﾄ) 

・かけひきﾒｰｸで、いつものふりして、色っぽい(ﾏｷｱｰｼﾞｭ) 

・加齢で神秘的な色と輝き、魅惑の限定ﾒｰｷｬｯﾌﾟ(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ｺﾌﾚﾄﾞｸﾙｰﾙ) 

・あなたらしさが咲き誇る｡ﾎﾘﾃﾞｰｼｰｽﾞﾝを華やかに彩るﾒｰｷｬｯﾌﾟﾊﾟﾚｯﾄ

(資生堂 ﾌｪｼﾃｨﾌﾞｶﾒﾘｱ(ﾌｪｰｽｶﾗｰ､ｱｲｶﾗｰ)) 

 

・肌への優しさを考えて天然由来の素材と、こだわりの製法で作ってい

る（24h ｺｽﾒ） 

 

・溶け込むようになじんで、内側からにじみ出るようなﾂﾔと血色を演出

するｸﾘｰﾑﾀｲﾌﾟのﾁｰｸ&ﾘｯﾌﾟ(ﾙﾅｿﾙ ｸﾘｰﾐｨﾁｰｸｽ&ﾘｯﾌﾟｽ) 

 

 

 
 

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 

 

[全体] 

・ｻﾗｯとのせたﾗｲﾝ、繊細に飾られたまつ毛、さりげないのに惹きつけられ

る一度会ったら忘れられない、魅惑的な目元(ﾛﾚｱﾙﾊﾟﾘ ﾌｫｸｼｰﾙﾊﾟﾋﾟﾖﾝ、

ﾗﾊﾟﾚｯﾄﾇｰﾄﾞ、ｽｰﾊﾟｰﾗｲﾅｰ V-ｽｶﾙﾌﾟﾀｰ) 

・月光の輝き、伏せ目の艶やか(ｴｳﾞｨﾃﾞﾝｽ) 

 [ｱｲｼｬﾄﾞｳ] 

・まるでｷｬﾝﾄﾞﾙの光に照らし出されたような柔らかな輝きが肌に生まれる

（ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ｱｲ&ﾊｲﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰﾊﾟﾚｯﾄ） 

・ｸﾞﾘｯﾀｰが煌めくﾄﾞﾗﾏﾃｨｯｸｱｲを演出するｱｲﾊﾟﾚｯﾄ(ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ｱｲｸﾛﾑ) 

 

[ｱｲﾗｲﾅｰ] 

・ひと筆で、狙い通りの目ﾁﾞｶﾗへ(ｸﾘﾆｰｸ ﾌﾟﾘﾃｨｲｰｼﾞｰﾘｷｯﾄﾞｱｲﾗｲﾆﾝｸﾞﾍﾟﾝ) 

[ﾏｽｶﾗ] 

・ﾘｯﾁな発色で、極太まつげ。“太っちょ”が今新鮮(ｸﾘﾆｰｸ ﾁｬﾋﾞｰﾗｯｼｭﾌｧｯ

ﾄﾆﾝｸﾞﾏｽｶﾗ) 

・鮮やかな黒を極め、「繊細な存在感」をまつ毛にもたらす(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ 

ﾗｯｼｭｸｲｰﾝｸﾘｰﾝﾎﾞﾘｭｰﾑﾌﾞﾗｯｸ) 

・まつ毛の女王、ﾗｯｼｭｸｲｰﾝｼﾘｰｽﾞより初めてのぬるま湯でｵﾌﾀｲﾌﾟ登場(ﾍﾚﾅﾙ

ﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾗｯｼｭｸｲｰﾝｸﾘｰﾝﾎﾞﾘｭｰﾑﾌﾞﾗｯｸ) 

[眉] 

・ｻｯと美眉へｽﾀｲﾘﾝｸﾞ(ｸﾘﾆｰｸ ｼﾞｬｽﾄﾌﾞﾛｰｼﾞﾝｸﾞﾌﾞﾗｯｼｭｵﾝｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾑｰｽ) 

・美を知る、美眉で変わる。凛と(ｱﾅｽﾀｼｱ ｱｲﾌﾞﾛｳﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 

[ｱｲｼｬﾄﾞｳ] 

・化学成分不使用。自然素材だけでｶﾗﾌﾙにする(ﾅﾁｭﾗｸﾞﾗｯｾ ﾌﾟﾁﾌｰﾙｱｲ

ｽﾞ) 

・ｱｻｲﾔｼ果実油､ﾛｰｽﾞﾋｯﾌﾟ油などのｽｰﾊﾟｰﾌﾙｰﾂ由来のｵｲﾙで潤いながら輝

く（MIMC ﾋﾞｵﾓｲｽﾁｭｱｼｬﾄﾞｰ） 

[ｱｲﾗｲﾅｰ] 

・とろけるようなﾃｸｽﾁｬｰで繊細な線をｽﾑｰｽﾞに描ける極細ﾍﾟﾝｼﾙﾀｲﾌﾟの

ｱｲﾗｲﾅｰ(ｽｯｸ ｼﾞｪﾙｱｲﾗｲﾅｰﾍﾟﾝｼﾙ) 

 [ﾏｽｶﾗ] 

・滲みにくく、ぬるま湯でｵﾌできる(ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾗｯｼｭｸｲｰﾝｸﾘｰﾝﾎﾞﾘｭ

ｰﾑﾌﾞﾗｯｸ) 

 

[ｱｲｼｬﾄﾞｳ] 

・ｱﾝﾃｨｰｸﾊﾟｰﾙ配合で、洗練された美しさを演出する(ｽｯｸ ﾌﾞﾚﾝﾄﾞｶﾗｰｱｲ

ｼｬﾄﾞｳ) 

・気分に合わせてﾊｲﾗｲﾄやﾗｲﾝ、ｱｸｾﾝﾄに使える(ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ｷｬﾋﾞｱｽﾃｨｯｸｱｲ

ｶﾗｰ) 

・ﾏｯﾄ､ｼﾏｰ､ｽﾊﾟｰｸﾙ、３つの異なる質感で、より存在感のある目元を引き

立てる(ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ｸﾞﾚｰｼﾞｭｱｲﾊﾟﾚｯﾄ) 

・ｸﾘｰﾑとﾊﾟｳﾀﾞｰを重ねることで、存在感のある目元をつくる 2 色ｾｯﾄ（RMK 

ｺﾞｰﾙﾄﾞｲﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝｱｲｽﾞ） 

・深みのあるｶﾗｰと繊細な輝きが重なり合うことで､ｺﾝﾄﾗｽﾄの効いた大人

のまなざしに導く（ﾙﾅｿﾙ ﾃﾞｨｰﾌﾟｺﾝﾄﾗｽﾃｨﾝｸﾞｱｲｽﾞ） 

・透明感を残したまま目元の立体感を自然な陰影で引出し､ﾐｽﾃﾘｱｽでｾﾝ

ｼｭｱﾙな印象を作り出す(ｽﾘｰ 4D ﾌﾟﾗｽｱｲﾊﾟﾚｯﾄ) 

[ｱｲﾗｲﾅｰ] 

・濃密な発色とﾂﾔ感で、印象的な目元をつくる(ｽｯｸ ｼﾞｪﾙｱｲﾗｲﾅｰﾍﾟﾝｼﾙ) 

・濃厚な発色のﾌﾟﾚｽﾄﾀｲﾌﾟのﾊﾟｳﾀﾞｰｱｲﾗｲﾅｰ(ﾎﾞﾋﾞｰﾌﾞﾗｳﾝ ｲﾝﾃﾝｽﾋﾟｸﾞﾒﾝﾄﾗ

ｰﾅｰ) 

・ほどよい赤みのあるﾎﾞﾙﾄﾞｰが、まなざしに女性らしいﾆｭｱﾝｽを与える

(ﾙﾅｿﾙ ｽﾀｲﾘﾝｸﾞｼﾞｪﾙｱｲﾗｲﾅｰ) 

[ﾏｽｶﾗ] 

・美容液成分を贅沢に配合でｶｰﾙｷｰﾌﾟ&ﾛﾝｸﾞｱｯﾌﾟ効果をもたらす（ﾐｼｪﾌﾞ

ﾙｰﾐﾝ） 

・ﾀﾞﾏになりにくいﾎﾞﾘｭｰﾑとしなやかにｾﾊﾟﾚｰﾄする（ﾍﾚﾅﾙﾋﾞﾝｽﾀｲﾝ ﾗｯｼ

ｭｸｲｰﾝｸﾘｰﾝﾎﾞﾘｭｰﾑﾌﾞﾗｯｸ) 

 

 

 

２０１５/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 

・思わずｷｽしたくなる唇へ(ｸﾘﾆｰｸ ﾎﾟｯﾌﾟ) 

・深みと抜け感をあわせ持ち、ﾓﾀﾞﾝな女性らしさを演出する（ｽｯｸ ｸﾘｰ

ﾐｨｸﾞﾛｳﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸﾓｲｽﾄ) 

・ｽｳｨｰﾂのように魅力的な唇に彩る、ｼﾞｭｰｼｰなﾘｯﾌﾟｶﾗｰ(ﾛｰﾗﾒﾙｼｴ ﾘｯﾌﾟﾊﾟ

ﾙﾌｪｸﾘｰﾐｨｶﾗｰﾊﾞｰﾑ) 

・品のいいﾂﾔ感で、唇がﾄﾞﾚｽをまとったよう(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾙｰｼﾞｭﾏｲﾄﾞﾚｽ) 

・まるでｼｮｺﾗが溶け出すように伸びて、唇にﾌｨｯﾄ(ﾙﾅｿﾙ ﾌﾙｸﾞﾗﾏｰﾘｯﾌﾟｽ) 

・ｼﾞｪﾙの輝きとうるおい、唇にﾌﾟﾗｲﾄﾞをのせる（ﾃﾞｨｵｰﾙ ｱﾃﾞｨｸﾄﾘｯﾌﾟｽﾃ

ｨｯｸ） 

・ﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾑのような高保湿、高密着のﾘｯﾌﾟ(ｽｯｸ ｸﾘｰﾐｨｸﾞﾛｳﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ

ﾓｲｽﾄ) 

・ふっくらとしたﾊﾘとﾂﾔ感を与え、唇そのものが美しく見えるように

仕上げる(ｽｯｸ ﾌﾟﾗﾝﾌﾟﾘｯﾌﾟｽﾃｨｯｸ) 

・ｲﾝｶｲﾝﾁなどの天然成分をたっぷり使用し、ﾊﾘ､ﾂﾔ潤いを与える（MiMC

ﾐﾈﾗﾙﾙｰｼﾞｭ） 

・ｸﾘｰﾐｰなﾀｯﾁで唇にとろけ、ﾘｯﾁな潤いを与える(ｼﾞﾙｽﾁｭｱｰﾄ ﾙｰｼﾞｭﾏｲ

ﾄﾞﾚｽ) 

・荒れを防ぎながら血色ｱｯﾌﾟ､ﾌﾟﾙﾝと艶めく唇に導く(ｽｷﾝﾋﾟｰｽ ﾓｲｽﾄﾄ

ﾘｰﾄﾒﾝﾄｸﾞﾛｽ) 

 

 

・ﾄｰﾝｵﾝﾄｰﾝ配色で口もとを優しい印象に仕上げる(ﾃﾞｨｵｰﾙ ｱﾃﾞｨｸﾄﾘｯﾌﾟ

ｽﾃｨｯｸ) 

・まろやかで繊細な輝き。つけたての美しさが持続する(資生堂 ｳﾞｪｰ

ﾙﾄﾞﾙｰｼﾞｭ) 

・鮮やかな色、輝くつやで、唇に立体感を出す（資生堂 ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾙｰｼﾞ

ｭ） 

・たっぷりのﾊﾟｰﾙで、ｸﾞﾗﾏﾗｽにゆらめくふっくらﾂﾔのある唇に(ﾛｰﾗﾒﾙｼ

ｴﾘｯﾌﾟｸﾞﾗｯｾ) 

・夜空に浮かぶ月のように、内側から発光しているような明るさを広げ

る(ｽﾘｰ ｼﾏﾘﾝｸﾞﾘｯﾌﾟｼﾞｬﾑ) 

・甘すぎないｶﾗｰととろけるようなﾂﾔが魅惑的な大人の唇を演出する(ﾙ

ﾅｿﾙ ﾌﾙｸﾞﾗﾏｰﾘｯﾌﾟｽ) 
 

 

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 

・「巡りｹｱ」という新発想（ｱｼﾞｴﾝｽﾒｸﾞﾘ） 

・すこやかな髪は、美しいﾍｱｽﾀｲﾙのﾍﾞｰｽです(ｵﾌﾞｺｽﾒﾃｨｯｸｽ) 

・暑さは一段落。しかし、髪には紫外線乾燥によるﾀﾞﾒｰｼﾞが残されてい

ます！(ﾘｸｲｰﾙ) 

・髪の 1 本 1 本を､ｼﾙｷｰな美しさへ(ｽﾘｰ ｽｷｬﾙﾌﾟ&ﾍｱﾘﾌｧｲﾆﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ&ｺﾝﾃﾞ

ｨｼｮﾅｰ) 

・根元からふんわり、量感の美しい髪へ(ｽﾘｰ ｽｷｬﾙﾌﾟ&ﾍｱﾘｲﾝﾌｫｰｼﾝｸﾞｼｬﾝ

ﾌﾟｰ&ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ) 

・使ったその日から実感、髪のｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ(ｻｸﾗ ﾘﾑｰﾌﾞｼｬﾝﾌﾟｰ) 

・幾重にも花びらを重ねる、八重の花のように、豊かで美しい髪へ(ﾔｴｶ 

ｼｬﾝﾌﾟｰ) 

・ｼｬﾝﾌﾟｰ前の新習慣！ｶﾞﾝｺな脂､ｽﾎﾟｯと取れる(石澤 植物生まれの地肌

ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ) 

・ｼｬﾝﾌﾟｰ前にもっちり炭酸泡の頭皮ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ（ﾓﾙﾃｨ ｽｶﾙﾌﾟｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ） 

・「魅せ美髪ｵｲﾙﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ」ｼﾘｰｽﾞ誕生(ﾙｼｰﾄﾞｴﾙ ｵｲﾙﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 

・高濃度ｵﾒｶﾞの力が、あなたを美髪の新次元へ導く(ｲﾝｶｼｰｸﾚｯﾄｵｲﾙ) 

・髪は「水」を必要としています(ｵｰﾌﾞｽﾌﾟﾘｽﾃｨｰﾝﾌﾟﾗｽｶﾐﾐｽﾄ) 

 

・ｼｬﾝﾌﾟｰに 20 種類、ﾍｱｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ(ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ)に 25 種類のｵｰｶﾞﾆｯｸ成分をﾌﾟ

ﾚﾐｱﾑ処方している(ｵﾙﾓﾆｶｽｶﾙﾌﾟｹｱｵｰｶﾞﾆｯｸｼｬﾝﾌﾟｰ&ﾍｱｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ) 

・石油系洗浄成分を使わずｵﾚﾝｼﾞﾊﾟﾜｰで毛穴の汚れを落とす(石澤 植

物生まれの地肌ｼｬﾝﾌﾟｰ) 

・ﾍｱﾄﾗﾌﾞﾙの原因である頭皮の皮脂汚れを乳化成分で溶かす(ﾍﾙｼﾝｷﾌｫｰ

ﾐｭﾗ 薬用ｽｶﾙﾌﾟｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ) 

・洗浄ｺﾊｸ酸が髪内部にたまった不要なｶﾙｼｳﾑを洗い出す(ﾒｸﾞﾘ ｲﾝﾅｰｸ

ﾚﾝｼﾞﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ) 

・高濃度に配合されたﾍﾏﾁﾝが髪をｹｱし、ﾊﾘ､ｺｼのある健康な髪に導く(ｻ

ｸﾗ ﾘﾑｰﾌﾞｼｬﾝﾌﾟｰ) 

・柔軟化ｺﾊｸ酸が髪内部を解きほぐし、健やかな状態に保つ(ｱｼﾞｴﾝｽﾒｸﾞ

ﾘ 濃密ｼﾞｭﾚ) 

・濡れるとますます指通りの悪くなるﾀﾞﾒｰｼﾞﾍｱをﾘｯﾁな泡が指通りよく

導いて頭皮や髪の隅々まで滑らかに洗い上げる(ｽﾘｰ ｽｷｬﾙﾌﾟ&ﾍｱﾘﾌｧ

ｲﾆﾝｸﾞｼｬﾝﾌﾟｰ) 

・爽やかな精油の香りがﾀﾊﾞｺのにおいから髪を守る(石澤 植物生まれ

の地肌ｴｯｾﾝｽ) 

・髪の内部にぐんぐん入り込み､ﾊﾟｻつきやｺﾞﾜつきを改善。枝毛切れ毛

をしっかり補修する(ｽﾘｰ ｽｷｬﾙﾌﾟ&ﾍｱﾘﾌｧｲﾆﾝｸﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ) 

・ﾊﾞﾗﾝｽよく配合された保湿成分と保水成分がﾀﾞﾒｰｼﾞにより失われた髪

の水分、油分を補給しﾊﾞﾗﾝｽを整える(ｻｸﾗ ｽﾘｰｸﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 

・すべてのﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄに毛髪内部補修成分を配合(ﾘｸｲｰﾙ) 

・濃密なｸﾘｰﾑが髪 1 本 1 本に浸透。髪の芯まで美容成分で満たす(ｱｼﾞ

ｴﾝｽﾒｸﾞﾘ ｲﾝﾅｰｻﾌﾟﾗｲﾍｱﾊﾟｯｸ) 

・３つの美容液成分を贅沢に配合し髪をｹｱしながら思いのままのｽﾀｲﾘ

ﾝｸﾞを決める(ﾗｯｸｽ ｽﾀｲﾘﾝｸﾞﾌｫｰﾑ) 

・ｽｯｷﾘなのにきしまず驚くほど指通りがよい(ｵﾙﾓﾆｶｽｶﾙﾌﾟｹｱｵｰｶﾞﾆｯｸｼｬﾝ

ﾌﾟｰ) 

・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 ﾎﾞﾘｭｰﾏｲｻﾞｰ) 

・毎日のｼｬﾝﾌﾟｰでｻﾛﾝで染めたｷﾚｲなｶﾗｰをｷｰﾌﾟ(ﾛｲﾄﾞｶﾗｰｼｬﾝﾌﾟｰ) 

・しなやかなｺｼを与えて、髪の 1 本 1 本を根元からふんわり立ち上げる

(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) 

・うるおいたっぷりに仕上げる果汁たっぷりのﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ(石澤 植物生ま

れの果汁ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ) 

・艶やかに輝きｵｲﾙとは思えない軽さの美髪ｵｲﾙ（ﾙｼｰﾄﾞｴﾙ ｵｲﾙﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ

EX ﾍｱｵｲﾙ） 

・艶めく泡でﾊﾟｻつき、広がりを抑えしっとりまとまる髪へ（ﾓﾙﾃｨ 泡

のﾍｱｵｲﾙ） 
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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] 

・わたしの五感を優しく奏でる(ｽﾊﾟﾅﾁｭｰﾙ ﾎﾞﾃﾞｨﾐﾙｸ&ﾎﾞﾃﾞｨｵｲﾙ) 

・心とからだを、美しく整える(ｱﾕｰﾗ ｳｪﾙﾌｨｯﾄﾎﾞﾃﾞｨｰﾒﾝﾃﾅﾝｽｵｲﾙ) 

・ｺﾞｰｼﾞｬｽな輝きを纏ってﾎﾞﾃﾞｨｰの肌もﾄﾞﾚｽｱｯﾌﾟ(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ﾌﾟｰﾄﾞﾙﾌﾟｰﾙ

ﾙｺｰﾙ) 

・ﾊﾘと弾力のある肌を目指す、ﾎﾞﾃﾞｨのｴｲｼﾞﾝｸﾞｹｱ（ｴﾋﾟｵﾝｽ ﾘﾆｭｰｱﾙｴﾝﾘ

ｯﾁﾄﾎﾞﾃﾞｨﾛｰｼｮﾝ） 

・うっとりするほど、もっちり艶肌ｵｲﾙ（ｸﾘﾆｰｸ ﾃﾞｨｰﾌﾟｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾞﾃﾞｨｵｲ

ﾙ） 

・ほんのり甘い香りに包まれて､ﾎﾞﾃﾞｨを磨くときめきを贈る(ｲｸﾞﾆｽ ﾎﾞ

ﾃﾞｨｿｰﾌﾟ､ﾎﾞﾃﾞｨｸﾘｰﾑ) 

 [ﾈｲﾙ] 

・ﾐｽﾃﾘｱｽな輝きを指先にも(ｸﾚﾄﾞﾎﾟｰ ｳﾞｪﾙﾆｱｵﾝｸﾞﾙﾄﾘｵ) 

[ﾊﾟﾋｭｰﾑ] 

・ひと吹きで心が駆け上がるｻﾌﾟﾗｲｽﾞ。あなたのすべてをｽｳｨｰﾄに(ﾛｸｼﾀ

ﾝ ｼﾞｬｽﾐﾝｲﾓｰﾃﾙﾈﾛﾘｵｰﾄﾞﾄﾜﾚ) 

[ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ] 

・皮膚の乾燥を防ぎ、全身の肌を引き締めてﾊﾘと弾力をもたらすｴﾋﾟｵﾝ

ｽ ﾘﾆｭｰｱﾙｴﾝﾘｯﾁﾄﾎﾞﾃﾞｨﾛｰｼｮﾝ） 

・ｺﾙｼｶ島産ｲﾓｰﾃﾙのｽｷﾝｹｱ成分をﾎﾞﾃﾞｨｹｱに採用(ﾛｸｼﾀﾝ ｼﾞｬｽﾐﾝｲﾓｰﾃﾙﾈﾛﾘ

ﾎﾞﾃﾞｨﾐﾙｸ) 

・ｼｱﾊﾞﾀｰ配合の潤いﾎﾞﾃﾞｨｸﾘｰﾑ（ｸﾘﾆｰｸ ﾃﾞｨｰﾌﾟｺﾝﾌｫｰﾄﾎﾞﾃﾞｨﾊﾞﾀｰ） 

・ｵｰｶﾞﾆｯｸｱﾛｴﾍﾞﾗｼﾞｭｰｽ+ｶｶﾄﾞｩﾌﾟﾗﾑｴｷｽで肌ｹｱしながらﾃﾞｵﾄﾞﾗﾝﾄする(ﾒｲﾄﾞ

ｵﾌﾞｵｰｶﾞﾆｸｽｯﾃﾞﾛｰﾙｵﾝ（ﾜｷ用ﾃﾞｵﾄﾞﾗﾝﾄ）) 

 

[ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ] 

・ﾚﾝｺﾝ採用で、ｷﾒを整えて潤いのある素肌へと導く(ｴｺｯﾄｺｽﾒ ﾎﾞﾃﾞｨｹｱ

ｼﾘｰｽﾞ) 

[ﾈｲﾙ] 

・さまざまな月の表情を、大胆な色彩と輝きに映したﾈｲﾙﾎﾟﾘｯｼｭ(ｽﾘｰ ﾈ

ｲﾙﾎﾟﾘｯｼｭ) 
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