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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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コスメティックニュース】

そんなサロンのお客様の言

水『薬用コンディショニングローション』。そ

葉が、私たちの背中を押してく

して、皮 膚の常 在 菌に着目して開 発した、

れました。出演できたのは、愛

美肌菌配合の美容液『エステリフト セラム

用いただいているお客様のお
かげです。初出演のときゲスト

B』、お肌のハリに特化して４年間かけて誕
生した『エステリフト G』、化粧水と美容液

の席に座りながら、サロンのお

が１つになった『エステリフト GE』、サロン

客様のお顔を思い浮かべてい
ました。
出 品 する商 品を選 ぶ 際 は、
「他には真似できない商品」と
まず『ホワイトシルキーマスク』
をリクエストいただきました。次
に、ショップチャンネルでは珍し
い、季節の変わり目の肌荒れ、
吹き出物などに対応できる化粧

の毛穴ケアメニューでも使用している『クレ
イマスク』。エステサロンならでは、こだわり
の化粧品６点をピックアップしています。

商品審査の厳しさは業界随一！

大手人気通販番組「ショップチャンネル」
出演エピソード
夏 の日差しが 待ち遠しい 梅 雨 の 季 節、
いか がお過ごしでしょうか？ こんにちは、
キャロリーヌ・コスメコンシェルジュの井上で
す。コスメティックニュース第２号をお届けし
ます。
みなさまは、テレビ番組「ショップチャン
ネル」をご覧になったことはありますか？
24 時間放送の通販専門番組で、私たち
キャロリーヌは、2019 年 10 月に初めて出
演しました。出演のきっかけは、ご縁あって、
ショップチャンネル・コスメジャンルの方が、
キャロリーヌサロンに来店くださったことでし
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た。結果第一主義のコンセプト、一切の妥
協をせず世界中に足を運んで選び抜いた
美 容 成 分に納 得いただき、そして何より、
その効果に感動してくださいました。
30 年以上、エステティシャンの右腕とし
て大切に育んできたキャロリーヌ化粧品を、
全国放送で紹介できるとは夢にも思ってい
ませんでしたが、
「こんなに良い商品をなぜサロン以外でも
お知らせしないの？」
「きれいになりたい全国の女性に届けるべ
き」

お肌が感動する化粧品を全国のお客様に
ショップチャンネルへの口コミや自社オンラ
インショップに喜びのメッセージをたくさん寄
せていただき、ありがとうございます。初出
演以来、全国のお客様に効果を実感して
いただけたことが一番嬉しいです。この感
激と感動は言葉になりません。目の肥えた
ショップチャンネル・キャストの方も、キャロリー
ヌのサロンと化粧品をご愛顧いただき感謝し
ています。
創業から 45 年間、目の前のお客様のお
悩みに、常に全力で向き合ってきたキャロ
リーヌの姿勢。キャロリーヌ化粧品の実力を
証明してくださる、サロンのお客様約 15 万

人の声。全国のショップチャンネルのお客様
に喜んでいただくために、スタジオのセッティ
ングも自分たちで行い、番組を通じて私た
ちの思いをのせてお届けします。
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from

User’sVoice
キャロリーヌさんのおかげで、
今、肌に悩みはありません
このハリのある良い感じを、
ずっと保てたら嬉しいですね
これまで 30 年ほど前から、大手や個人経

Concierge

飯野晴子様

メディアプロデューサー

とがなくなり、もう手放せません。肌の透明感

「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。

夏のお肌の大敵！
紫外線対策
梅雨が明けると、夏到来。
１年のうちで最
も紫外線量の多いこれからの季節は、洗濯
物を干しにベランダに出たり、近所にお買い
物に行く短い時間でも油断大敵です。それ

医薬部外品の薬用ホワイトニングシリーズ

営のさまざまなサロンに行きましたが、キャロ

や使用感に大満足の
『ホワイトシルキーマスク』

リーヌさんは特に素晴らしいサロンだと思いま

は、料理や掃除などの時間を利用して頻繁

す。私はいつもフェイシャルとボディの全身フ

に使っています。
『薬用コンディショニングロー

ルコース。一番のお気に入りは脚のマッサー

ション』は最近使いやすいスプレータイプに改

ジで、お手入れ後は驚くほどスッキリして明ら

良されましたが、ショップチャンネルのお客様

紫外線を浴びると肌はメラニンを生成して

かに細く、軽くなっているのがわかります。肌

のご要望がきっかけだったとのこと。お客様の

守ろうとしますが、
このメラニン、
シミ
・そばか

は潤い・ハリ・ツヤ・引き締まりを実感でき、

生の声に真摯に向き合う姿勢も、キャロリーヌ

す・肌荒れの原因になります。お出かけの予

を配合。
メラニンの生成を抑えて紫外線ダ

翌朝の調子も最高。目元の小ジワが目立たな

さんが素晴らしいと思うポイントです。

定がなくても、
「日焼け止め」は必ずつけるよ

メージからあなたのお肌を守るだけでなく、
く

うにするといいですね。そして、
キャロリーヌ

すみ・乾燥・毛穴の黒ずみにも効果を発揮し

化粧品の「薬用ホワイトニングシリーズ」で、

ます。

くなっていて、メイクのノリがとても良くなります。

キャロリーヌ化粧品が、世界で注目のショッ

自宅でもキャロリーヌ化粧品を愛用していま

プチャンネルから認められたのは価値のあるこ

す。お気に入りは『エステリフト GE』『ホワイ

とです。クオリティーの高い化粧品を、あの

トシルキーマスク』
『薬用コンディショニングロー

特別価格で購入できるのは有り難いですね。

ション』
。
『エステリフト GE』のトロっとしたテク

私のブログ読者の方々も楽しみにしているの

スチャーと、浸透した後の肌の感触が絶妙で、

で、出品は是非続けてほしいと思います。

これを使い始めてから肌の調子を心配するこ

は、紫外線にはUVA（肌の奥まで届いて光

は、最強の薬用美白成分

老化の原因になる）、UVB（炎症反応や色

○ メラニンを作らない「トラネキサム酸」

素沈着を引き起こす）
の２種類あるから。

（厚生労働省認可の美白成分）
○ メラニンを増やさない「チオタイン」
○ メラニンを排泄する
「月桃葉エキス」

❷

紫外線による肌トラブルを改善しましょう。
❶

主な
配合成分

● トラネキサム酸
（医薬部外品）

● シロキクラゲ

● チオタイン
（医薬部外品）
● 月桃草エキス
（医薬部外品）
● グリチルリチン
（薬効植物エキス）

● ヒアルロン酸Na
● オリゴヒアロ
● ペリセア

● スウィートマジョラム

飯野晴子：メディアプロデューサー
35歳で離婚後初めて就職、広告代理店営業ウーマンの道を開いた。
ロエベ､フェラガモ､ポルシェな
ど数々のラグジュアリーブランドを担当。退職後は、企業や商品のPRプロデュース、
テレビ番組出演、
セミナー講師、講演活動などさまざまな分野で活動中。
「チーム･ソルトン＆セサミ」
（2008年〜）
の設
立メンバーとしてチャリティ活動も積極的に行っている。
飯野晴子オフィシャルブログ Powered by Ameba (ameblo.jp)
https://ameblo.jp/iino-haruko/
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使用方法
朝晩の洗顔後、
ローションをコットンに適量を含ませて、
お顔全体を軽くパッ
ティングします。
その後、
クリームを３、
４プッシュ手に取り、
お顔全体に塗布し
てください。
❶キャロリーヌ
薬用ホワイトニングローション
（医薬部外品）
120ml 5,940円（税込）

❷キャロリーヌ
薬用ホワイトニングクリーム
（医薬部外品）
30g 7,700円（税込）
Vol.2 / Summer
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Information

C a r o l i n e C o s m e Ta l k
キャロリーヌ コスメトークは、キャロリーヌ化粧品の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。

キャロリーヌ化粧品会員制度
「Caroline cosme premium club」スタート！
キャロリーヌ・オンラインショップでは7月1日から、会員登録していただいたお客様のご利用歴・ご購
入金額に応じた会員ステージ制度「キャロリーヌコスメ プレミアムクラブ」
をスタートします。
バースデー割引、特別ポイントプレゼントなど、特典をたくさん用意していますので、楽しみにお買い
物なさってください。

キャロリーヌ化粧品が
夏の「汗・皮脂・化粧崩れ問題」をサポート！
日に日に日差しが強くなり、夏の訪れまでカウントダウンが始まり

＜キャロリーヌコスメ プレミアムクラブ＞について

ました！楽しい夏の予定を立てている方も多いのでは？
でも、お肌には過酷な季節である「夏」。第２号では「汗・皮脂・
化粧崩れ」によるトラブルを起こしにくくする、
キャロリーヌ化粧
品の珠玉のアイテムを紹介します。

1.

薬用コンディショニングローション

ほてりや肌荒れを防ぎ、水分バランスを整えてく
れる薬用化粧水。キャロリーヌのサロンでは、お
手入れ前やマッサージ後のお肌に実際に使用
している商品です。
8〜10プッシュを清潔なお肌のお顔・首全体に
直接スプレーし馴染ませてください。
噴射時間が長いロングラスティング機能のシル
キーミストノズル採用。肌触りの良さが自慢で
す。

2.

クレイマスク

毎日のスキンケアにプラスすることで、毛穴の汚れを
しっかり除去し、
ミネラル補給してくれるマスク。洗顔後、
適量を手に取り、目の周りをさけてお顔全体に塗布し、
３分〜５分おいた後、洗い
流してください。
週１〜２回の使用でお肌の
皮脂バランスを整え、毛穴
を目立ちにくく、化粧崩れし
にくい肌に！

スキンケアでお肌をしっかり整えることは、
「汗・皮脂・化粧崩れ」でトラブルを起こしにくくす
る上で重要ですが、
さらにその後のメイクのステップでも気をつけたいことがあります。

1.

メイク開始は
「スキンケアの10分後」
！

基礎化粧品がお肌に浸透するまでに
は、最低でも５分〜７分かかります。
できればスキンケア後、10分くらい間
隔をおいてから
メイクにとりかか
るのが理想的。
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2.

下地は適量を
丁寧に塗る！

下地は少なすぎても、多すぎても×
額・頬の上側（目の窪み下側の中央
部分）
・アゴ・鼻筋の順番で、
５つのポ
イントに下地をのせて、放射線状に丁
寧に塗りましょう。
アゴ・鼻は、少なめがGood！

3.

ファンデーションを
塗りすぎない！

「肌を美しく見せたい」
と思って、
ファ
ンデーションを厚塗りにするのはNG。
全体的に薄く伸ばすことがポイントで
す。
特に薄く仕上げたいのは、よく
「動か
す」皮膚の部分。まぶた・目元周辺・
口元周辺・ほうれい線部分など、
ファ
ンデーションが溜まりやすい、よれや
すいと感じる部位は、薄めにファン
デーションを塗ってくださいね。

ステージ

バースデー割引

キャロリーヌ創立記念
ポイントプレゼント
（8月付与）

ご購入商品
口コミ特典※

ダイヤモンド

20% OFF

500P

350P

プラチナ

15% OFF

500P

300P

ゴールド

13% OFF

300P

250P

シルバー

10% OFF

300P

200P

各ステージの有効期間：2022年7月1日〜2023年6月30日
※１商品につき１回

そのほかに、
キャロリーヌ化粧品のプレゼントやキャンペーンも。
会員限定のお得な情報を随時お送りします。

キャロリーヌ化粧品Instagramフォローで
『ホワイトシルキーマスク』
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
（合計30名様）
に、
レチノール配合クリームタイプの美白パック
『ホワイトシルキーマスク』
（ミニサイ
ズ10g、
1,375円相当）
を１個プレゼントいたします。

応募方法
●キャロリーヌ化粧品のInstagramをフォロー
●ダイレクトメッセージにて
「キャロリーヌコスメニュース第2号プレゼント希望」および
「お名前・ご住所・電話番号」
を送信
●応募締め切りは2022年9月30日
（金）
●毎月抽選で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

キャロリーヌ化粧品
Instagram
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