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NISSHA 株式会社 

マイクロニードル化粧品ブランド「SHOT MODE」 

ダメージに負けないゆるぎない肌を目指した「アクティブセラム」新発売 

2021 年 7月 16日公式オンラインサイトにて販売開始  

 

美容医療発想のマイクロニードル化粧品ブランド「SHOT MODE」から、年齢を重ねてもダメージに負けずに自分ら

しく輝きたい女性たちの肌悩みに寄り添う新提案として、マイクロニードルを貼る前の肌を整える化粧液「ショット

モード アクティブセラム」を 2021 年 7 月 16 日から公式オンラインサイトにて販売開始いたします。これに先立っ

て、7 月 2 日より SHOT MODE GINZA SIX 店*1 にて先行販売予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 7 月 16 日（金）全国発売（公式オンラインサイトにて販売開始） 

※2021 年 7 月 2 日（金）SHOT MODE GINZA SIX 店*1にて先行発売 

ショットモード アクティブセラム 80ｍL 6,600 円（税込） 

 

「SHOT MODE」は、現代女性の肌悩みに寄り添うなかで、角層細胞が生まれる角層最深部に着目。美しくゆるぎな

い肌を目指す、肌の“土台作り”のために重要となる角層最深部への効率的なアプローチをかなえるため、美容成分を

ダイレクトに届ける*2 針状(マイクロニードル)美容液パッチに加え、角層の理想の状態に着目した「アクティブセラ

ム」がラインナップに加わります。 

 

「アクティブセラム」は毎日のスキンケアに使えるみずみずしくお肌になじみやすいテクスチャーの化粧液であり、

洗顔後の肌に溶け込むようになじんですみずみまで浸透*2。充実感のあるうるおいで満たされた肌は針状美容液パッ

チの密着を高め、寝ている間に美を育む上質な湿潤ドームを形成します。 

この湿潤ドームの形成こそが、湿潤ケア発想の“アクティブ・インキュベーション美容”。この新しい美容を実現する

化粧液として、角層の最深部にアプローチする成分を厳選配合し、湿潤環境を整え、理想を目指すことをコンセプト

に「アクティブセラム」は誕生。マイクロニードル化粧品ブランドならではの新提案であるドームケアで、うるおい

に満ちた滑らかでゆるぎない肌を目指します。 



ドームケアのキー成分としてエグゾシン*3 と POs-Ca®*4 を、美肌効果に着目し高濃度*5 のコラーゲン*6、ミネラルが

豊富な温泉水*6 などを配合。週 1～2 回のスペシャルケアであるマイクロニードルを貼る前のスキンケアとして、ま

た日々のスキンケアに取り入れることで、ハリ感のあるいきいきとしたツヤ肌へと導きます。 

*1 現在オープン中のポップアップストアであり、2021 年 7 月 29 日（木）までの期間限定店舗となります。 

営業時間等は GINZA SIX の営業時間に準じますので、詳しくは GINZA SIX 公式 web サイトをご確認ください。 

*2 角層まで *3 ビブリオアルギノリチクス培養液 (保湿成分) 

*4 ホスホリルオリゴ糖 Ca（保湿成分）（『POs-Ca』は江崎グリコ株式会社の登録商標です） 

*5 自社製品と比較して 

*6 保湿成分 

 

▼製品情報 

 【販売名】ショットモード▲アクティブセラム（▲全角アキ） 

【種別】化粧液 

【容量】80ｍL 

【販売価格】6,600 円（税込） 

【発売日】2021 年 7 月 16 日（金） 

 ※SHOT MODE GINZA SIX 店にて 7 月 2 日（金）より先行販売 

【販路】公式オンラインサイト https://www.shotmode.jp/ 

♦パッチテスト済み (全ての方に肌トラブルが起こらないというわけではありません) 

 

⚫ お手入れステップ 

洗顔後の清潔な肌に、3-5 プッシュをコットンまたは手に取り、手のひらで包み込むようにして顔全体になじま

せてください。肌になじんだ後、気になるパーツに針状美容液パッチを貼りつけ、密着させます。その後、針状

美容液パッチを避けて、頬や額などにお手持ちのクリームまたは乳液を塗布し、そのままお休みください。針状

美容液パッチをご使用にならない時も、導入化粧水や化粧水の代わりに朝晩のスキンケアでご使用いただけます。 

 

＜週 1～2 回のスペシャルケア【夜】＞ 

洗顔▶アクティブセラム▶針状美容液パッチ（GF3/BT-X/C6）▶クリーム・乳液 

 

 

 

 

＜デイリーケア【朝・夜】＞ 

洗顔▶アクティブセラム▶クリーム・乳液 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shotmode.jp/


▼コンセプト：アクティブ・インキュベーション美容 

マイクロニードルを貼る前に使用できる化粧液のニーズを受け、湿潤ケア発想をヒントに、マイクロニードルを基盤とし

たブランドだからこそできることを追求しました。化粧液とマイクロニードルで角層の“湿潤状態”を維持する「湿潤ドー

ム」を形成し、ダメージに負けないゆるぎない肌を目指した新しい美容メソッドを提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

＜SHOT MODE マイクロニードル＞ 美容施術は、まだいらない。「貼る」美肌アプリ。 

次世代のスキンケア開発の大きなヒントとなったのは、キレイの近道ともいえる最新の美容施術。かの有名な施術と

同じように、角層への「直接補給」がかなう設計なら、より確実に角層の保水環境を高められるかもしれない---。そ

んな発想から誕生したのが「SHOT MODE」の針状美容液パッチです。 

肌へのやさしさにも妥協せず開発された化粧品用ニードル形状は、長年培った高精度の精密成形技術を持つ京都のテ

クノロジー企業 NISSHA だからこそ。高分子で肌に浸透しづらいといわれるヒアルロン酸*7、ペプチド*7 など豊富な美

容成分をダイレクトに補給する*8 ことができます。 

新しい生活様式のなかでも自分らしく輝きたい女性たちの肌悩みに寄り添った形状・成分別の針状美容液パッチを「眠

る前に気になるパーツに貼って朝はがす」を続けるだけ。まるで施術帰りのような充実感に満ちたプレステージなス

キンケア習慣をご提案いたします。                          *7 保湿成分 *8 角層まで 

 印象が変わりやすい目もとや口もとに 
ショットモード▲GF3 （ジーエフスリー/▲=全角スペース） 
4 回分 8 枚入（2 枚/袋） 11,000 円（税込） 
〔ニードル本数 3600 ショット/1 回分 2 枚あたり〕 
 
皮膚が薄く、動かすことが多い目のまわりや口もとにハリを与える、針状美容液パッチ。美

容施術でも採用されている注目成分の高分子ペプチド*9 や、角層の保水環境を高める美容成

分が、みずみずしい輝きをもたらします。 

 表情まで変わる顔のセンターラインケア 
ショットモード▲BT-X （ビーティーエックス/▲=全角スペース） 
4 回分 4 枚入（1 枚/袋） 13,200 円（税込） 
〔ニードル本数 5000 ショット/1 回分 1 枚あたり〕 
 
つい眉間に力が入りやすい時や、小鼻のザラつき*10 に。3 種類の高分子ペプチド*9 や、肌

を引き締めるアルジルリン®*11 を配合したパッチが、顔のセンターラインを美しく整えま

す。表情の変化をお楽しみください。 

 消えない悩みをピンポイントケア 
ショットモード▲C6 （シーシックス/▲=全角スペース） 
4 回分 16 枚入（4 枚/袋） 13,200 円（税込） 
〔ニードル本数 2800 ショット/1 回分 4 枚あたり〕 
 
いつもより日焼けした日や、乾燥によるくすみが気になる日に。自由に貼れるポイントケ

アタイプです。贅沢に配合したビタミン C*12 をはじめとする、高濃度*13 の美容成分が角層

に浸透。肌あれを防ぎます。 

 

 

 

 

 

気になるケア 3 種すべてを 1 回ずつ 

ショットモード▲ファーストトライアル b（▲=全角スペース） 
9,350 円（税込） 

ショットモード GF3＜1 回分（2 枚）/袋＞、ショットモード BT-X＜1 回分（1
枚）/袋＞、ショットモード C6＜1 回分（4 枚）/袋＞ 
 
精密成形技術×美容医療発想で開発されたマイクロニードル化粧品ブランド「SHOT 

MODE」の針状美容液パッチ 3 種を 1 回分ずつお試しいただけるトライアルセットです。 



*9 ヒトオリゴペプチド-1、ヒトオリゴペプチド-13、ヒトオリゴペプチド-5 (すべて保湿成分) *10 古い角質による  

*11 アセチルヘキサペプチド-8 (保湿成分) *12 リン酸アスコルビル Mg (製品の抗酸化剤) *13 NISSHA において 

 

＜公式オンラインサイト・SNS＞ 

公式オンラインサイト： https://www.shotmode.jp/ 

Instagram： https://www.instagram.com/shotmode_official/ 

LINE：    https://lin.ee/mWJOi1x 

        

 

＜NISSHA 株式会社＞ 

90 年を超える歴史を持つ京都のテクノロジー企業です。 

高級美術印刷を祖業とし、印刷から派生した固有のコア技術で多くのイノベーションを生み出し、医療機器、医薬品、化粧

品、スマートフォン・タブレット用タッチパネルなどグローバルに事業を展開しています。   

コーポレート Web サイト： https://www.nissha.com 

 

【製品紹介時のクレジット表記】 

ブランド名：SHOT△MODE（△半角アキ） 

※カタカナ表記の場合「ショットモード」でお願いします。 

お客さまお問い合わせ先：SHOT MODE お問い合わせ窓口 TEL0120-707-822 ブランド公式サイト: https://www.shotmode.jp/ 

【本件に関するメディアお問い合わせ先】 

株式会社ザ・ゴールソリューション部 PR 森花織・太田麻菜美 

〒104-0061 中央区銀座六丁目 8 番 7 号交詢ビルディング 6 階 

MAIL: shotmode_pr@thegoal.jp 
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