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キャロリーヌの化粧品は日本国内で製造されています
キャロリーヌの化粧品は、国内外の原料から厳選した成分を使用し、
日本国内の工場で製造しています。
オリジナル化粧品の製造をお願いしているのは、神奈川県横浜市に
本社を構える株式会社コア。開発から生産、充填まで一貫して製造
が可能な設備・体制のもと、バイオ容器やフェアトレード原料の使用
など、環境に配慮した商品製造を行っています。私たちは、厳しい品
質管理の工場から化粧品をお届けします。

発行元：株式会社イノス・ジャポン 化粧品事業部
〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-2-13 新宿TRビル3F
TEL：0120-094-587
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【キャロリーヌ コスメティックニュース】

はじめまして！
素 肌のクリニックキャロリーヌです
今年、創業45周年を迎える 素肌のクリニックキャロリーヌ から「キャロ
リーヌ・コスメティックニュース」の創刊です。
美容のプロ、
キャロリーヌのコスメコンシェルジュが、
オリジナル化粧品の紹
介、お肌のお悩みを解決するアドバイス、
ご自宅でのケアなど「素肌美」のた
めのさまざまな情報をお届けします。季節毎に発行するコスメティックニュー
スを、
どうぞお楽しみください。
キャロリーヌは、30年ほど前からオリジナル化粧品の開発に取り組んできま
した。創業当時はエステティックサロンが少なく、納得できる業務用化粧品に
出合えませんでした。
しかし、お客様のお悩みに応え、美しい肌へと導くに
は、施術で使用する化粧品も大事な要素。
キャロリーヌの独自技術の施術効
果を高めるためにも、
オリジナル化粧品の開発は自然な流れでした。
その後、
ご自宅でも施術効果を維持していただけるよう、ホームケア用化

エステティシャン歴 2 5 年 以 上
私たち美 容の専 門 家が 、
あなたの「 素 肌 美 づくり」をお 手 伝いします
こんにちは。私たち、キャロリーヌのコ
スメコンシェルジュです。
全員がエステティシャンとして25 年以上

イベントでのセミナー講師として、
リンパマッ

の経験を持つベテランの美容専門家で、

サージによるむくみケアなど、美容と健康

る化粧品と全く同じ基材、美容成分を配合しているので、
セルフケアでもしっ

長年お客様のお肌と向き合ってきた経験

のためのセルフケアをお伝えする活動を

と深い知識に加え、日本化粧品検定の１

10 年以上行っています。

かりと効果を実感していただけます。

級を取得し所定の認定プログラムを修了

粧品の製品化・販売を始めました。ホームケア用と言っても、サロンで使用す

した、コスメが読める美容の専門家「コ

そんな私たちキャロリーヌのコスメコン
シェルジュが、みなさまの「素肌美づくり」

研究・開発の進歩が目覚ましい美容の世界。私たちは日々情報収集に努

スメコンシェルジュ」の資格を持ち、キャ

のために、季節に合わせた情報・アドバ

め、
ご満足いただける商品を提供し続けることを目標に、
日頃からお客様とエ

ロリーヌのオリジナル化粧品の企画・開

イスをお届けしていきますので楽しみにし

発に携わっています。

ていてください。

ステティシャンへのヒアリングを行い、研究・改良を重ねています。
これからも
進化し続けるキャロリーヌの化粧品にご期待ください。

株式会社イノス・ジャポン
代表取締役社長
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康 管 理 能 力 検 定１級」も取 得し、カル
チャーセンター・大手結婚相談所・美容

松浦真須美

また、「健康管理士一般指導員」「健

井上香保里

中川由美

どうぞよろしくお願いいたします。

丸山正美

山﨑亜紀
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from

Concierge

「from Concierge」では、確かな知識を持つキャロリーヌの
コスメコンシェルジュが、季節によって変化するお肌のお悩みに
最適なスキンケア化粧品、セルフケアの方法を紹介します。

皮膚科学×プロバイオティクス研究をもとに開発
ブースターとは、洗顔後に使用する「お

マスク肌のお悩みを解決

お肌の土台を整えてバリア機能を保護

肌の美しさの土台を整える」美容液です。

し、安定した美肌を保ちます。さらに！

洗顔の後すぐのお肌につけることで皮膚

ヒト脂肪細胞順化培養エキス・高圧抽

の表面を柔らかくし、その後に使用する

出プラセンタエキスがハリのあるお肌へと

化粧水や美容液の浸透を助けます。

導くので、エイジングケア にも最適です。

すっかり定着したマスクをつけての生

『エステリフト セラム B』は、角質層の

『エステリフト セラム B 』を使って化粧水

活。みなさまは、肌荒れやニキビ・かゆみと

常在菌を健やかに整える「美肌菌 *」
＝ビ

や美容液の浸透を良くし、マスクによる

いった「マスク肌」でお困りではありませ

フィズス菌培養溶解質・SOD・加水分

肌ストレスに負けない、健やかなお肌を

んか？

解酵母・ 加水分解酵母エキス配合で、

手に入れてください。

ウイルスや花粉対策のためではあって

*キャロリーヌの定義による

も、
できれば長時間マスクを着けているこ
とによる肌ストレスは避けたいですよね。

主な配合成分

特に春は、朝晩の気温差が大きく空気が
乾燥していて水分と油分のバランスが崩

ビフィズス菌培養溶解質

れるため、肌のバリア機能が低下してしま

加水分解酵母

い、お肌が１年で一番不安定になる季節

α−グルカンオリゴサッカリド

でもあります。
そんなトラブルを招きやすい

クロレラエキス

マスク肌に必要なのは、
ズバリ
「保湿」！
しかし、乾燥や表皮のターンオーバー

キャロリーヌ
エステリフト セラムB
30ml 14,080円
（税込）

ヒト脂肪細胞順化培養エキス
プラセンタエキス

の乱れによってお肌の表面がゴワついて
いたり、固くなったりしていると、せっかくの

SOD（スーパーオキシドジスムターゼ）

保湿化粧水や美容液が角質層に浸透し

クロノライン

ません。
そこでオススメするのが、
キャロリーヌ
化粧品のブースター
『エステリフト セラム
B』
です。
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使用方法

商品の詳しい情報、
ご購入はこちら

朝晩の洗顔後すぐ、化粧水をつけ
る前に適量
（約10滴程度）
を顔全
体に直接塗布します。目や口の周
り、頬・額など気になる箇所には重
ねてお使いください。
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C a r o l i n e C o s m e Ta l k

User’sVoice
肌の美しさと、女性らしさを
引き出してくれるのが、
キャロリーヌ
友人のダンサーに何年ぶりかで会ったとき、

キャロリーヌ コスメトークは、キャロリーヌ化粧品のInstagramスタッフがお届け
する、美容や健康に関するトピックスをお伝えするコラムです。

ヘアメイクさんに聞く！
リモートワーク向け映えメイク
中村 祥 子 様
バレエダンサー

昨今、ビジネスシーンでもプライベートでも
オンラインミーティングの機会が増えた方も
多いのでは？ そこで、少し手を加えるだけ

たような肌に驚きます。夜寝る前につけた、

であっという間に「オンラインで映える！簡

以前よりとっても綺麗になっていたお肌に目が

美容液とクリームの効果ですよね。舞台化粧

単メイクテクニック」をご紹介！

釘付けになりました。その彼女が通っている

のドーランのせいか、吹き出物ができやすくて

エステティックサロンが、キャロリーヌでした。

悩んでいました。でも、
『薬用コンディショニン

「私も行きたい！」と、すぐに紹介してもらって
以来、ずっとキャロリーヌのファンです。
ロリーヌ化粧品を愛用しています。朝はいつ

り、肌のコンディションを整えてくれるローション

も、洗顔後に感じる滑らかなベールに包まれ

なんです。

モニターを通した顔は影ができやすく、肌の
調子が悪く映ってしまうことも。だからスキン
ケアは、いつも以上にしっかりと。キャロリーヌ
化粧品のハリ特化型スキンケア『エステリフ
トシリーズ』のブースター・美容液・クリームで
保湿し、
ググッとお肌を持ち上げましょう！

2.

3.

みも解決し、生理など体調によって肌の状態
が変化することも少なくなりました。名前の通

洗顔・保湿をしっかり！

ベースに「光」をしこむ

ファンデーションを塗る前にクリームやリキッドのハ

グローション』を使うようになってからはその悩

サロンでのお手入れ以外に、自宅でもキャ

1.

イライトを。目元や鼻筋・眉下・あごにツヤが増すこ
とで光を集め、顔を立体的に見せてくれます。

血色感が大事！

顔色が悪く映りやすいオンラインミーティング
では
「血色感」
が重要です。
頬やこめかみ上、
あご先など、太い血管が走
る部分に明るいカラーを乗せましょう！

舞台後に必ず使うのが、
『ホワイトシルキー

4.

マスク』。火照った肌の熱を取ってくれて、洗
い流した後はキメが整っているのが分かりま

なりたいイメージで
カラートーンを揃える

アイシャドウのカラーを決めたら、眉毛やリップも近
い色味を選ぶことで洗練されたオシャレ顔に！
また、いつもより少し濃いめを意識すると映えます。

す。効果が実感できるだけでなく、リラックス
できる香りも気に入っている理由です。
バレエダンサーは体が資本なので、食事と

参考になったテクニックはありましたか？
是非試してみてくださいね。

睡眠を大事にしていますが、キャロリーヌ化
粧品でのお手入れも、私には欠かせないメン
テナンスの一つです。

中村祥子：バレエダンサー
佐賀県出身。6歳からバレエを始める。1996年ローザンヌ国際バレコンクールにてスカラーシップ賞、
テレビ視聴者賞を受賞。同年から1998年までジョン・クランコ・スクールに留学。
シュツットガルト・バレ
エ、
ウィーン国立歌劇場バレエで活躍後、2006年ベルリン国立バレエに移籍、2007年プリンシパル
に昇格。2013年ハンガリー国立バレエにプリンシパルとして移籍。2015年から日本に拠点を移し、
K
バレエカンパニーのゲスト・プリンシパルとして活躍中。
主な受賞歴：2016年第66回芸術選奨文部科学大臣賞
（舞踊部門）
、
第47回舞踊批評家協会賞、
2018年第39回橘秋子賞優秀賞、
2020年第34回服部智恵子賞
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Information

キャロリーヌ化粧品Instagramフォローで
『バイオセル フェイスマスク』
を毎月10名様にプレゼント
キャロリーヌ化粧品のInstagram
応募方法
をフォローしていただいたお客様
の中から抽選で、毎月10名の方 ●キャロリーヌ化粧品のInstagramをフォロー ●ダイレ
（合計30名様）
に、美容液25ml クトメッセージにて「キャロリーヌコスメニュース創刊号
を
の潤い・ハリ・ツヤを与える高機 プレゼント希望」および「お名前・ご住所・電話番号」
（木）
●毎月抽
能シートマスク
『バイオセル フェイ 送信 ●応募締め切りは2022年6月30日
スマスク』
（2,200円相当）
を１枚 選で10名様、合計30名様にプレゼント●当選者の発
表は賞品の発送をもって代えさせていただきます
プレゼントいたします。

キャロリーヌ化粧品
Instagram

4月19日
（火）18：00〜
人気通販専門番組
「ショップチャンネル」
にキャロリーヌ化粧品
6製品が登場します。
是非ご覧ください。
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