
  
 

 

 

肌あれ・ニキビあとをケアしながら、きれいにカバー 

ｄ プログラム 薬用 美肌ファンデーション誕生。 

資生堂 「ｄ プログラム」より 

薬用ベースメーキャップ 8 品 2012 年 9 月 21 日（金）発売 

 

資生堂は、現代女性特有の生活環境によって「肌スランプ※1」に陥りやすい「ライフスタイル敏

感肌※2」のためのブランド「ｄ プログラム」より、ファンデーションなどのベースメーキャップを強化

し、肌あれやニキビあとなどの肌悩みに対応した薬用ベースメーキャップとして発売します。 

「ｄ プログラム メディケイテッド リキッドファンデーション」をはじめとする新薬用ベースメーキ

ャップ」【（全品医薬部外品＊化粧用具除く）全 8 品目 16 品種／500 円～3,500 円（税込 525 円～

3,675 円）】は 2012 年 9 月 21 日（金）より株式会社資生堂インターナショナルを通じて販売します。 

これまでファンデーションを使うたび、仕上がりへストレスを感じてきた女性たちの悩みに着目、

スキンケア効果となめらかな仕上がりで肌トラブルのない美肌へと導きます。 

 
※1 肌スランプ：睡眠不足やストレス、食生活の乱れなどの生活環境が原因で、肌の調子を崩している状態のことを 

資生堂が名付けた名称 

※2 ライフスタイル敏感肌：従来の敏感肌とは異なり、20～30代の女性に急増している生活環境に敏感に反応し、ト 

ラブルを起こしやすい新たな敏感肌のことを資生堂が名付けた名称 

 

 

 
 

資生堂「ｄ プログラム」ブランドサイト：ｈｔｔｐ：//www.shiseido.co.jp/dp/ 
 

 

 

 

 

※お客さまからのお問い合わせは「資生堂インターナショナルお問い合わせ先 フリーダイヤル ０１２０－３０－４７１０」でお受けしています。 



【商品一覧】                                  

■2012 年 9 月 21 日（金）発売                         ※表示価格は希望小売価格です。 
商品名 分類 容量・色数 価格 

資生堂 ｄ プログラム 

メディケイテッド リキッドファンデーション 

（医薬部外品） 

販売名：d プログラム L ファンデーション 

敏感肌用 

ファンデーション
30g・5 色 

各 3,500 円 

（税込 3,675 円）

資生堂 ｄ プログラム 

メディケイテッド パウダリーファンデーション 

(レフィル)（医薬部外品） 

敏感肌用 

ファンデーション
10.5g・5 色 

各 3,000 円 

（税込 3,150 円）

資生堂 ｄ プログラム 

パウダリーファンデーション ケース 
化粧用具 ＿ 

1,000 円 

（税込 1,050 円）

資生堂 ｄ プログラム 

メディケイテッド コンシーラーベース  

（医薬部外品） 

敏感肌用 

化粧下地 
 25g・1 種 

2,500 円 

（税込 2,625 円）

資生堂 ｄ プログラム 

メディケイテッド エアリースキンヴェール  

（医薬部外品） 

敏感肌用 

おしろい 
10g・1 色 

3,200 円 

（税込 3,360 円）

資生堂 ｄ プログラム 

メディケイテッド エアリースキンヴェール 

（レフィル）（医薬部外品） 

敏感肌用 

おしろい 
10g・1 色 

2,200 円 

（税込 2,310 円）

資生堂 ｄ プログラム 

ファンデーション スポンジ 

（パウダリー・リキッド用） 

化粧用具 
 ＿ 

 

500 円 

（税込 525 円）

資生堂 ｄ プログラム 

メディケイティッド エアリースキンヴェール用 パフ
化粧用具  ＿ 

500 円 

（税込 525 円）

 

ブランド概要 

 

「ｄ プログラム」は、現代のデリケートな肌に向けて、安全性と優れたスキンケア効果を追求し

たブランドとして 1997 年に誕生しました。時代とともに起こる肌悩みに対応し、「バランスケア」、

「アクネケア」、「モイストケア」、「エイジングケア」の 4 プログラムを配置しています。2008 年には

現代女性特有の生活環境によって「肌スランプ※1」に陥りやすい「ライフスタイル敏感肌※2」に着

目、肌状態に合わせた「バランスケア プログラム」「アクネケア プログラム」「モイストケア プロ

グラム」の 3 プログラム、2011 年には「エイジングケア プログラム」の中味機能を進化させ、「医

薬部外品」としてリニューアルしました。 

現在、幅広い多くのお客さまにその高い効果感に満足いただき、堅調に伸長、敏感肌スキン

ケア市場ブランド別金額シェア NO.1※3 を堅持しています。 

ベースメーキャップは、1997 年に無香料・防腐剤（パラベン）・鉱物油・アルコール（エチルアル

コール）無添加のファンデーションを発売、2002 年には中味機能を進化し、d プログラム スキン

ケア愛用者を中心に支持されてきました。 

 
※1 肌スランプ：睡眠不足やストレス、食生活の乱れなどの生活環境が原因で、肌の調子を崩している状態のことを 

資生堂が名付けた名称 

 

※2 ライフスタイル敏感肌：従来の敏感肌とは異なり、20～30代の女性に急増している生活環境に敏感に反応し、ト 

ラブルを起こしやすい新たな敏感肌のことを資生堂が名付けた名称 

 

※3 出典：インテージ SRI 敏感肌スキンケア市場（敏感肌/アンチエイジング＋敏感/美白+敏感/敏感+アクネ トータル） 

ブランド別金額シェア（2011 年 4 月‐2012 年 3 月） 

 

 

 

 

 

 

 



ベースメーキャップに関する意識調査 

 

資生堂が行った敏感肌女性たちのファンデーション意識調査（20～30 代 501 名/2011 年 2 月）

によると「ファンデーションは肌のあらを隠すために使う」が６１％と多く、そのときの不満として 

「１位 くずれやすい・もちが悪い（34％）」、「２位 肌に負担をかけそう （30％）」 「３位 カバー

力が足りない（29％）」が挙がりました。具体的には「肌あれ・ニキビが気になるときほど隠したい

のにうまくカバーできず、化粧がくずれる」、しかも「ファンデーションをつけることで悪化していそ

う」といった声がありました。また、「平日メークで覆われている肌を休日は休めたい」と、平日のメ

ークとは異なり、休日にはライトなメークを求めていることがわかりました。（20～30 代 18 名敏感

肌対象グループインタビュー／2011 年 2 月） 

 
                         

新製品概要 

 

今回発売する「ｄ プログラム新ベースメーキャップ」では、肌あれ・ニキビが気になる女性たち

の肌悩みに着目、薬用スキンケア効果とメーキャップ効果、低刺激設計の３つを追求しました。 

全品医薬部外品（化粧用具を除く）として、ニキビ・肌あれの予防効果があり「d プログラム ス

キンケア」に使用されている医薬部外品主剤「有効成分トラネキサム酸」や「有効成分グリチルリ

チン酸塩※4」をベースメーキャップにも採用、スキンケアの薬用効果で日中もケアし続けることで、

肌トラブルを予防し、素肌から美しい肌へと導きます。 

またメーキャップ効果では、美しい仕上がりを追求し、今回、敏感肌特有のファンデーションの

つき方とくずれ方を検証。肌あれやニキビあとなどの凹凸部位では、粉末がひっかかり、ムラづき

しやすいことがわかりました。さらに時間とともにファンデーションがうすれ、「ついていない部位」

と「多量に留まっている部位」に差がでてしまい、肌あれ・ニキビあとを目立たせてしまうこともわ

かりました。d プログラムでは製品タイプに合わせ独自の「密着処方」を開発し、凹凸部位にも密

着し均一にフィット、なめらかな美しい仕上がりを実現します。 

  また、「d プログラム スキンケア」同様、デリケートな肌に塗布することを考慮した低刺激設

計で、化粧用具にも肌あたりのよい心地よさを追求しました。 

 
※4 メディケイテッド リキッドファンデーション、メディケイテッド コンシーラーベースに配合 

 

 

＜以下 余白＞ 

 

 

 

 

 



【商品概要】 

■2012 年 9 月 21 日発売                          ※表示価格は希望小売価格です。 

商品名 商品特長・使用法 

資生堂 ｄ プログラム 

メディケイテッド 

リキッドファンデーション 

（医薬部外品） 
販売名：d プログラム L ファンデーション 

 

敏感肌用ファンデーション 

各 30ｇ 5 色 

各 3,500 円（税込 3,675 円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ニキビ跡や肌あれなどで化粧のりが悪いときでも、しっか

りフィットして化粧くずれしにくく、きちんとカバーし続けま

す。 

○しっとりつややか仕上がり 

○低刺激設計＊ 

 

＜使用法＞ 

●化粧水や乳液、化粧下地などで肌を整えてからお使いください。 

●専用スポンジまたは指先にとり、ほおや額などの広い部分から顔全

体にのばします。 

●とくにデリケートな部分にお使いになるときは、肌を強くこすらず、ス

ーッと軽くすべらすようにのばします。 

資生堂 ｄ プログラム 

メディケイテッド 

パウダリーファンデーション 

（レフィル） 

（医薬部外品） 

 

敏感肌用ファンデーション 

各 10.5ｇ 5 色 

各 3,000 円（税込 3,150 円） 

＊ケース別売り 

 

 

 

 
 

 

つけていることで、肌あれを整えて、 

ニキビを感じさせない、なめらかな美肌に導く、 

薬用パウダリーファンデーション 

 

オールシーズン用・水なし使用 

SPF16・PA++（紫外線吸収剤不使用） 

専用スポンジ付き 

  

○ニキビ跡や肌あれなどで化粧のりが悪いときでも、しっか

りフィットして化粧くずれしにくく、きちんとカバーし続けま

す。 

○ふんわりなめらか仕上がり 

○低刺激設計＊ 

 

＜使用法＞ 

●化粧水や乳液、化粧下地などで肌を整えてからお使いください。 

●専用スポンジにとり、顔の中心から外側に向けてのばします。 

●とくにデリケートな部分にお使いになるときは、肌を強くこすらず、ス

ーッと軽くすべらすようにのばします。 

●スポンジは水にぬらさずにお使いください。 

                                

オールシーズン用 

SPF20・PA++（紫外線吸収剤不使用） 

専用スポンジ付き 

 

つけていることで、ニキビや肌あれを防ぎ、 

なめらかな美肌に導く、薬用リキッドファンデーション 



商品名 商品特長・使用法 

資生堂 ｄ プログラム 

パウダリーファンデーション 

ケース 

 

＜化粧用具＞ 

1,000 円（税込 1,050 円） 

 

 

 

スリムで携帯しやすい鏡つき 

 ｄ プログラム メディケイテッド  

パウダリーファンデーション用のケース 

  

 

資生堂 ｄ プログラム 

ファンデーション スポンジ 

（パウダリー・リキッド用） 

 

＜化粧用具＞ 

500 円（税込 525 円） 

 

   

 

 

 

 

 

＜使用法＞ 

●水にぬらさずにお使いください。 

 

資生堂 ｄ プログラム 

メディケイテッド 

コンシーラーベース 

（医薬部外品） 

 

敏感肌用化粧下地 

25ｇ 1 種 

2,500 円（税込 2,625 円） 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○コンシーラー効果も併せもち、ニキビ跡、肌あれ、くま、シ

ミなどの色ムラもしっかりカバーします。 

○赤みなどの色ムラを補正するライトイエローカラー 

○低刺激設計＊ 

 

＜使用法＞ 

●化粧水や乳液などで肌を整えてからお使いください。 

●とくにデリケートな部分にお使いになるときは、肌を強くこすらず、ス

ーッと軽くすべらすようにのばします。 

●化粧下地として使用する場合、指先に適量をとり、顔全体にムラなく

のばします。 

●コンシーラーとして使用する場合、ニキビ跡、肌あれ、くま、シミなど

の色ムラ部分には、指先に少量ずつとり、軽いタッチでそっとたたく

ようになじませます。 

肌あたりのやわらかなスポンジ 

化粧のりや化粧もちを高めながら、 

 

オールシーズン用 

SPF16・PA++（紫外線吸収剤不使用） 

つけていることでニキビや肌あれを防ぐ 

薬用化粧下地 

ｄ プログラムのパウダリーファンデーションと    

リキッドファンデーションの両方に使える、 

 



商品名 商品特長・使用法 

資生堂 ｄ プログラム 

メディケイテッド 

エアリースキンヴェール 

（医薬部外品） 

 

敏感肌用おしろい 

10ｇ 1 色 

3,200 円（税込 3,360 円） 

 

 

 

つけていることで、肌あれを整えて、 

ニキビを感じさせない、なめらかな美肌に導く、 

薬用パウダー 

 

オールシーズン用・専用パフ付き 

 

○軽いつけ心地で、気になるニキビ跡や肌あれを目立たな

くし、素肌感覚で肌をきれいに見せます。 

○低刺激設計＊ 

 

＜使用法＞ 

●化粧水や乳液、化粧下地などで肌を整えてからお使いください。 

●専用パフに適量をとり、顔全体に軽くのせるようにつけたあと、肌

にパフをやさしくすべらせるようにしてなじませます。 

資生堂 ｄ プログラム 

メディケイテッド 

エアリースキンヴェール（レフィル） 

（医薬部外品） 

 

敏感肌用おしろい 

10ｇ 1 色 

2,200 円（税込 2,310 円） 

 

 

つけていることで、肌あれを整えて、 

ニキビを感じさせない、なめらかな美肌に導く、 

薬用パウダーのレフィル 

  

 

 

資生堂 ｄ プログラム 

メディケイテッド 

エアリースキンヴェール用 パフ 

500 円（税込 525 円） 

 

＜化粧用具＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メディケイテッド エアリースキンヴェール専用の 

ふんわり心地よいパフ 

＊低刺激設計 

○デリケート肌でも使える、厳選された成分を使用 

○無香料 

○パラベン（防腐剤）無添加 

○アルコール（エチルアルコール）無添加 

○鉱物油無添加 

・敏感肌の方のご協力によるパッチテスト済み 

・アレルギーテスト済み 

・ニキビのもとになりにくい処方 

 （すべての方にアレルギーや皮ふ刺激が起きない、またニキビができないわけではありません。） 


