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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。

キャロリーヌの化粧品は日本国内で製造されています
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【キャロリーヌ コスメティックニュース】



　濃厚・濃密・多機能のクリームタイプの
パック『ホワイトシルキーマスク』は、エイ
ジング成分であるレチノール、クロノライン
をはじめ 35 種類の美容成分を 97.5％配合。
年齢を重ねたお肌にハリ・うるおいを与え、
透明感のあるお肌に導きます。

　ご愛用のお客様からは、
「素人の私でも簡単にエステのパックができ
で、ちょっと贅沢な気分です」「本当に透
明感が出てしっとりツルツル肌が続いていま
す。パックだけでこんなに変わるのは初め
てです！」「パック後の肌のなめからさと透
明感に感動してリピートしています」「紫外
線を浴びた後すぐにすると、肌が蘇る感じ。
季節を問わず必需品です」と、嬉しい感
想をたくさんいただいています。

美容のプロに認められたパック

エステセレクション2022
金賞受賞！

　私たちの競争相手と言ってもいい、美容
業界を牽引する美容家や熟練エステティ
シャンの方々に認めていただいたことは、
大きな意味があると思っています。改めて、
自分たちの商品への大きな自信につながり
ました。今まで支えてくださったお客様にも
心より感謝申し上げます。
　これを機に、より多くのお客様に『ホワイ
トシルキーマスク』の手応えと感動をお届け
していきたいと思います。これからも「素肌
のクリニック」と謳うエステティックサロンとし
てお客様第一主義を貫き、お客様の声に
寄り添った商品を開発してまいります。

　みなさま、こんにちは。キャロリーヌ・コ
スメコンシェルジュの中川です。朝晩はだ
いぶ涼しくなってきましたね。
　今回お届けするコスメティックニュース第
３号では、とても嬉しい報告があります。
　それは…
誕生から25年のロングセラー美容パック『ホ
ワイトシルキーマスク』が、エステセレクショ
ン2022において金賞を受賞しました！

　今年で６回目を迎えるエステセレクション

は、株式会社美容経済新聞社発行のサロ
ン経営者向け専門情報誌「エステティック
通信」が実施しているアワードです。
　エステサロンで使用される製品・機器及
びホームケア用製品・機器が対象で、エ
ステティック業界を牽引する美容家や熟練
のエステティシャンなど美のプロが厳しく審
査し、「サロンにおきたい製品か？」「お客
様にお勧めできるか？」を基準に、お客様
に安心してお勧めできる「真のクオリティ」
が認められた製品が選出、表彰されます。

 『ホワイトシルキーマスク』は、濃密で密
着度が高い、肌に塗りやすい、毎日使え
る大容量のパックとして高く評価していただ
きました。審査員の方々のコメントを一部紹
介します。
 「洗い流した後、肌に透明感が出ている

のがすぐにわかりました」「濃密で密着度
がとても高く、肌に塗りやすい」「洗い流す
パックなので摩擦が少なく、手軽にお手入
れできました」「パックしている間、香りがと
ても良かった」

『ホワイトシルキーマスク』

キャロリーヌ 
ホワイトシルキーマスク
100g　9,900円（税込）

“ ”ホワイトシルキーマスク の
詳しい情報、ご購入はこちら

「ショップチャンネル」オンエア決定！
10月7日（金）17時～

『ホワイトシルキーマスク』を特別
価格にてご用意いたします。
どうぞお楽しみに♪

緊急告知
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まずはお肌表面の汚れを落とします。

『コントロールクレンジング』

「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。

　厳しい暑さの夏が終わり、日に日に気温と
湿度が下がり始めて過ごしやすくなる秋。
毛穴のたるみや乾燥、くすみなど気になっ
ていませんか？　秋は夏の紫外線ダメージ
が表面化してお肌に現れる季節で、この時
期のお手入れで肌老化のスピードが決まる
と言われています。１年で一番適切なホー
ムケアが必要な今、洗顔からパック、仕上
げまでしっかりトータルでお手入れすることが
大事です。でも、「普段のお手入れに何を

from
Concierge

　長年『ホワイトシルキーマスク』を使い続け
ているからか、現在 64 歳ですがシワ・シミ・
たるみといった肌の悩みはありません。マスク
は毎朝、顔と首につけて、そのまま掃除機を
かけています。ショップチャンネルでお得に買え
るようになってから１回の使用量を増やしてみた
ところ、今まで以上に翌朝のモッチリした肌に
驚きました。たっぷり使うと効果も上がるんです
ね。
　紫外線吸収剤が苦手で市販の日焼け止め
が使えなくて、この夏は結構日に焼けてしまい
ました。でも、『薬用コンディショニングローション』
と『ホワイトシルキーマスク』の集中ケアのおか
げで紫外線ダメージを受けた肌が回復して、
白くなってきて嬉しいです。実は、サロンでは
ボディケアだけでフェイシャルケアは受けていな
いんですよ。キャロリーヌ化粧品を使えばサロ
ンと同じケアが自宅でできますし、その効果に
十分満足しています。

　キャロリーヌのサロンには、もう 17 年通って
います。入会した当時は別のサロンにも通って
いたのですが、「素肌のクリニック」という名前

サロン仕様の
キャロリーヌ化粧品
セルフケアだけで十分
満足できます

の通り、技術と商品に対するこだわりが他とは
違うと感じました。それまで最大手のサロンな
どたくさんのエステを経験しましたが、すっかり
キャロリーヌの技術に惚れ込んでしまい、以来
一筋です。
　技術だけでなく、お客を緊張させないアット
ホームな雰囲気もいいですね。「ただいま」と
帰りたくなるサロンなんて、なかなかないと思い
ます。安心して気取ることなく通えて、元気を
もらえるキャロリーヌ。このままずっと変わらない
でいてほしいです。

永岡真理子様
体操指導員

洋楽POPダンス講師

キャロリーヌ化粧品 トライアルセット
2,280円（税込）

永岡様、スタッフだけでなくサロンのお花にも
気を配ってくださり、ありがとうございます。

お肌に負担をかけずにメイク
や皮脂汚れをしっかり落とす、
ミルクタイプのクレンジング

『トライアルセット』は専用ポーチに入っているので旅行にも
便利です。手軽に試せるトータルケアセットで紫外線ダメージ
を回復し、乾燥する季節に備えましょう。

STEP1
古い角質や余分な皮脂、
汗を落とします。

『エステ マディ』
低刺激で汚れを取り除き、さっ
ぱりと、しっとりと洗い上げるク
レイ洗顔フォーム

STEP 2
さらに毛根の油脂、タンパク質を
取り除きます。

『クレイマスク』
ミネラル含有の海泥が
毛穴に吸着して、毛根
の汚れまですっきり落とすマスク

STEP 3

たっぷり美容成分を与えて、
ダメージ肌を回復させましょう。

『ホワイトシルキーマスク』

美 肌

キメを整え、ハリ美肌を実
現する、クリームタイプのエ
イジングケアマスク

STEP 4
お肌の大敵“乾燥”を防ぎ、
ハリを与えます。

『エステリフトGE』
うるおい・ハリを速効チャージ
する、最新浸透システム処
方濃厚エッセンスローション

STEP 5
紫外線によって緩んだお肌にハリを
与え、引き締めます。

『エステリフトG』
お肌の内側から弾むよう
な美肌に導く、ハリに特
化した美容クリーム

STEP 6

加えたらいいのか分からない」「全部揃える
のは大変」と言う方もいらっしゃるかもしれま
せん。そこでオススメなのが、クレンジング・
洗顔からパック、仕上げのクリームまで６点
揃った新発売の『トライアルセット』です。
　トータルケアのステップとセットの中身を紹
介しましょう。

クレンジング 洗 顔 毛穴洗浄

保 湿 仕上げ

商品の詳しい情報、ご購入はこちら

User’s Voice
夏の終わりは、トータルケアで
疲れたお肌を回復
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潤いあふれる
透明感のある
お肌へ

抗炎症作用で
お肌を

クールダウン

ぷるぷるひんやり
気持ちいい
ジェル

お肌の鎮静・うるおい補給に効果的な「フェイスマスク」。短
時間でお肌に必要な潤いを届け、肌を望ましい状態に導いて
くれます。フェイスマスクには「洗い流すクリームタイプ」と「シー
トタイプ」の２種類ありますが、それぞれのメリットは？

キャロリーヌ化粧品
LINE公式アカウント開設！

バレエダンサー 中村祥子様
ショップチャンネルご出演レポート

10月からキャロリーヌ化粧品のLINE公式アカウントがスタートしま
す。お得なキャンペーンや新商品など、キャロリーヌ化粧品に関する
情報をいち早くお届けします。是非友だち登録をお願いします。 キャロリーヌ化粧品

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。

肌に美容液成分を集中的に
届けてくれる

エステ後のようなつるっと感、ツ
ヤ、うるおいに感動。スキンケアの
浸透率がUP！ 毛穴も目立たなくな
りました。

たった５gでうるおい、モチモチ、透
明感がすごい。翌日の化粧ノリが
とにかく良いです！

キャロリーヌ化粧品では、濃厚な潤いと
ハリ・ツヤ・透明感で人気の『ホワイトシ
ルキーマスク』、毛穴の汚れを吸着して
肌のキメを整える『クレイマスク』の２つ
のクリームマスクと、「ヒト脂肪細胞順化
培養液エキス」を25mlも含んだシートタ
イプの『バイオセルフェイスマスク』をご
用意！
求める効果や、お好みのテクスチャーで
選んでみてくださいね！

「シートマスク」と「クリームマスク」、
あなたはどちらでケアをする？

スキンケア前のうるおいチャージ『モイストマスク』
お客様の熱いご要望に応えて限定復活！

Information

C a r o l i n e C o sm e Ta l k

厚みのあるテクスチャーは蒸
発しにくく、肌に長く美容成分
が留まる

使いたい量を調節できるので、
部分的に小鼻の周りや首など
部分的なケアもしっかりできる

クリームタイプ

1
メリット

2
メリット

3
メリット

とにかく手軽！ お肌に直接
シートを乗せるので、袋から
開けてすぐに使用できる

美容液などの水分が多く
含まれており、速攻で潤い
を与えたいときにピッタリ

熱った肌の鎮静にも

1
メリット

2
メリット

3
メリット

お客様の嬉しい声

しっかり保湿で、季節の変わり目の乾燥対策!

シートタイプ

おすすめしたい     つのポイント3

【30代／女性】

【20代／女性】

まる

1 2 3

　去る9月5日（月）に放映されたショップ
チャンネルのキャロリーヌ化粧品の番組に、
日本を代表するバレエダンサーの中村祥子
様が、『ホワイトシルキーマスク』エステセレ
クション2022金賞受賞のお祝いに、特別
ゲストとして番組に出演してくださいました。

のような物。皆様に
も是非自宅で体感できるサロン級のお手
入れを試して、日々楽しく、幸せに過ごしても
らいたいです」と話されていました。お忙しい
中ご出演いただいた中村様には、スタッフ
一同心より感謝申し上げます。
　また、放送後には、「マスクをしながらスト
レッチや家事をされていると聞き、私にもで
きる！ と早速購入しました」「自信に満ちたお
姿と美肌を見て、キャロリーヌ化粧品はすご
い！ と思いました」など多くの反響がありまし
た。
　番組をご覧いただいたみなさま、ご購入く
ださったお客様、どうもありがとうございまし
た。これからもキャロリーヌ化粧品をよろしく
お願いいたします。

　番組内で中村様は、「キャロリーヌに出
会えたことは人生の宝。パックが終わって
『ホワイトシルキーマスク』を取る瞬間から肌
が滑らかになっているのが分かり、１回で透
明感を実感できてやみつきになります。肌
がきれいだとそれだけで自信になりますよね。
このパックは心も体も幸せになれるお守り

@Masa
to

sh
i Y

am
as
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ro

商品ご注文の際、備考欄に「LINE登録済」と入力していただいた方に
『バイオセルフェイスマスク』（2,200円相当）をプレゼントいたします。
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