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資生堂とマツキヨココカラ＆カンパニーとの共同企画

すっぴん肌のレベルを上げる！
仕上がり透明ファンデシリーズから、待望の UV タイプ新登場！
～2022 年 2 月 21 日（月）数量限定発売～
株式会社資生堂と株式会社マツキヨココカラ＆カンパニーは、資生堂のセルフメイクアップブランド「インテグ
レート」の保湿液ベースの仕上がり透明ファンデーションシリーズから、「インテグレート フラットスキンメーカー
ＵＶ」・「インテグレート フラットスキンメーカー Ｎ」・「インテグレート ファストスキンメーカー Ｎ」【全 3 品 参考
小売価格 1,000 円～1,200 円（税込 1,100 円～1,320 円）*】を共同企画し、2022 年 2 月 21 日（月）に全国のマツ
モトキヨシグループ、ココカラファイングループ（一部店舗を除く）で数量限定発売します。
*価格は参考小売価格です。店舗によって異なる場合があります。

◆仕上がり透明ファンデシリーズは、洗顔後すぐ、うるおい補給しながら毛穴の目立たない美肌を瞬時に叶えるノ
ーカラーファンデーション。発売 7 年目を迎えた人気のフラットスキンメーカーから、愛用者のみなさまの要望
を受け、SPF50+・PA++++の UV カット効果を付与した「フラットスキンメーカー ＵＶ」を新発売します。
◆ノーカラーなのでマスクメイクにもオススメ。1 本で、お出かけ時のライトなベースメイクが完了します。
◆つけたまま寝て OK で、さらさら肌に仕上げるリキッドタイプの「フラットスキンメーカー Ｎ」、もちつる肌※1 に仕
上げるジェルタイプの「ファストスキンメーカー Ｎ」も合わせて発売します。
◆モデルには小松菜奈さんを起用。外出時の日差しの下とおうち時間それぞれで、透明感のあるきれいな肌で
快適に過ごしている様子を表現しています。
※1 もっちりつるん肌

【商品一覧】

全3品
商品名

インテグレート フラットスキンメーカー ＵＶ
【数量限定品】

分類
日中用保湿液・
化粧下地・
ファンデーション

容量
25ml

インテグレート フラットスキンメーカー Ｎ
【数量限定品】

保湿液・
ファンデーション

25ml

インテグレート ファストスキンメーカー Ｎ
【数量限定品】

保湿液・
化粧下地・
ファンデーション

60ｇ

参考小売価格
1,200 円
（税込 1,320 円）
1,000 円
(税込 1,100 円)
1,000 円
(税込 1,100 円)

＊価格は参考小売価格です。（店舗によって価格が異なる場合があります）

このニュースに関するお問い合わせは、下記までお願いします。
資生堂インタラクティブビューティー株式会社 DX 本部 メディア戦略部 ＰＲグループ ＴＥＬ:03-6218-5242（直通）
株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー 広報室 ＴＥＬ：03-6672-7808
※お客さまからのお問い合わせは「資生堂お客さま窓口 フリーダイヤル 0120-81-4710」でお受けしています。

発売背景
「インテグレート フラットスキンメーカー ＵＶ」は、仕上がり透明ファンデシリーズの中でも、根強い人気を誇り、
発売 7 年目を迎える「フラットスキンメーカー Ｎ」をご愛用いただいているお客さまから、「UV カット効果が欲しい」
というお声を頂いておりました。現行でご好評いただいている「フラットスキンメーカー Ｎ」の毛穴のカバー力・さら
さら感・みずみずしく軽い使い心地と、高 SPF の両立にこだわり、この度、新発売いたします。
コロナ禍によるマスク着用の常態化に伴って、肌がべたついて不快に感じたり、より軽い使い心地のベースメイ
クや、肌に負担感のないやさしいベースメイクを使いたいという気持ちも捉えながら、SPF50+・PA++++という高い
UV カット効果もそなえているので、外出時でも安心してお使いいただけるアイテムです。
さらに、おうち時間のライトメイクにもピッタリの、つけたまま寝られるほどやさしい使い心地で、肌をいたわりな
がら毛穴までカバーできる、さらさらリキッドタイプの「フラットスキンメーカー Ｎ」ともちつるジェルタイプの「ファスト
スキンメーカー Ｎ」も同時発売し、あらゆる生活シーンに合わせた、ベースメイクニーズに応えます。

仕上がり透明ファンデシリーズについて
仕上がり透明ファンデシリーズは、「メイクをしていても、していないかのように自然な仕上がりに見せたい」とい
うニーズを捉え、スキンケア感覚で使用できるのに、まるで肌悩みのない美しい素肌のように仕上げるシリーズ。マ
スクにつきにくいノーカラーファンデーションとして、ニューノーマルなベースメイク意識の変化も追い風となり、高い
支持を得ています。
「インテグレート フラットスキンメーカー Ｎ」は 2016 年より、「インテグレート ファストスキンメーカー Ｎ」は 2018
年より、共に毎年数量限定発売、そして 2021 年には「インテグレート フレッシュスキンメーカー」を追加し、シリー
ズ累計 92 万個※2 を販売しました。フラット・ファストは伸びの良い使用感、フレッシュは軽い使用感で、透明なのに
毛穴が隠れ、きめ細かい肌に一瞬で仕上がるという点が支持されています。昨年は「フラットスキンメーカー Ｎ」が、
テカリの気にならない、さらさらな肌になれると、SNS や口コミでも話題になり、特にご好評いただいています。
※2

21 年 12 月時点（シリーズ累計）

【商品概要】

＊価格は参考小売価格です。店舗によって異なる場合があります。

商品名・容量・価格

商品特長
洗顔のあとこれ１本で、うるおい補給と UV カット！

インテグレート
フラットスキンメーカー ＵＶ

素肌を守りながら、毛穴の見えない、さらさら肌に瞬間チェンジ。
つけたての仕上がりが続く※ 、

＜日中用保湿液・化粧下地・

保湿液ベースの仕上がり透明ファンデーション

ファンデーション＞
25ml

1種

参考小売価格 1,200 円
(税込 1,320 円 )
【数量限定品】

パッケージ

※12 時間仕上がり持続テスト済み（資生堂調べ、効果には個人差があります。)

ニキビのもとになりにくい処方・アレルギーテスト済み※２
※２全てのかたにニキビができない・アレルギーが起きないというわけではありません。

〇毛穴カバー・オールインワン・長時間化粧持ち
〇SPF50+・PA++++
〇外出時に加え、自宅で過ごす際の窓やカーテンの隙間からふりそそぐ
紫外線からも肌を守ります。
○保湿液効果：乾燥を防いで、肌にうるおいを与えます。
〇高美容保湿液成分（保湿）配合。

本体

〇美肌仕上げ効果：毛穴カバー＆凹凸補正効果で、
キメ細かいさらさら肌に仕上げます。
ー微細ミネラルパール&凹凸補正パウダー配合
〇肌に負担をかけない使い心地で、つけた瞬間から肌を守ります。
ー肌あれ防止イオンミネラルパウダー※3 配合
※3 硫酸 Ba

○無香料
色調

透明（リキッドタイプ）

＜使用法＞
●2 層タイプなので、よく振ってからお使いください。
●洗顔後、手のひらに 1 円硬貨大よりやや大きめの量をとり、
顔全体になじませます。
●落とすときは、普段お使いの洗顔料で落とせます。
●使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。

インテグレート
洗顔のあとこれ１本で、うるおい補給しながら、

フラットスキンメーカー Ｎ

毛穴の見えない、さらさら肌に瞬間チェンジ。

＜保湿液・ファンデーション＞
25ml

保湿液ベースの仕上がり透明ファンデーション

1種

参考小売価格 1,000 円
(税込 1,100 円 )
【数量限定品】

パッケージ

ニキビのもとになりにくい処方・アレルギーテスト済み※
※全てのかたにニキビができない・アレルギーが起きないというわけではありません。

○毛穴カバー・オールインワン・つけたまま寝てＯＫ
○保湿液効果：乾燥を防いで、肌にうるおいを与えます。
〇高美容保湿液成分（保湿）配合。
〇美肌仕上げ効果：毛穴カバー＆凹凸補正効果で、
キメ細かいさらさら肌に仕上げます。
ー微細ミネラルパール&凹凸補正パウダー配合
○無香料

本体

色調

透明（リキッドタイプ）

＜使用法＞
●洗顔後、手のひらに 1 円硬貨大よりやや大きめの量をとり、顔全体にや
さしい力でなじませます。
※補正成分を配合しているため、強くこすると、まれにポロポロと小さな
固まりがでる場合がありますが、品質に問題ありませんのでそのままお
使いください。
●落とすときは、普段お使いの洗顔料で落とせます。

インテグレート

洗顔のあとこれ１本で、うるおい補給しながら、

ファストスキンメーカー Ｎ

毛穴の見えない、もちつる肌に瞬間チェンジ。

＜保湿液・化粧下地・ファンデーシ

保湿液ベースの仕上がり透明ファンデーション

ョン＞
60g

コットンで拭き取り使用すると、
1種

不要な皮脂はすっきり落として、気になる毛穴もつるん！

参考小売価格 1,000 円
(税込 1,100 円 )
【数量限定品】

ニキビのもとになりにくい処方・アレルギーテスト済み※
※全てのかたにニキビができない・アレルギーが起きないというわけではありません。

パッケージ

○毛穴カバー・オールインワン・つけたまま寝てＯＫ
○保湿液効果：乾燥を防いで、肌にみずみずしいうるおいを与えます。
－アロエベラエキス、アンズエキス、ローヤルゼリーエキス、
オレンジ油、レモンエキス、グリセリン（保湿）
〇高美容保湿液成分（保湿）配合。
〇美肌仕上げ効果：毛穴カバー＆トーンアップ効果で、
キメ細かいもちつる肌に仕上げます。
ー微細ミネラルパール&トーンアップパウダー配合

本体

○リフレッシュシトラスの香り
色調

透明（ジェルタイプ）

＜使用法＞
●洗顔後、手のひらにパール粒 1 コ分よりやや大きめの量をとり、
顔全体にやさしい力でなじませます。
※補正成分を配合しているため、強くこすると、まれにポロポロと小さな
固まりがでる場合がありますが、品質に問題ありませんのでそのまま
お使いください。
●落とすときは、普段お使いの洗顔料で落とせます。
・拭き取り使用の場合
●毛穴&肌クリア効果：コットンに 1 円硬貨大を目安にとり、
顔の中央から外側へすべらせ、
小鼻や毛穴が気になる部分はくるくるとやさしく
拭き取ることで、汚れや不要な皮脂を除去します。
すっきり清涼感のある使い心地です。
-毛穴＆肌クリア成分配合
■インテグレート ブランドサイト

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

