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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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冬のキーワードは
有効美容成分で乾燥知らず！
　寒さ厳しい冬。みなさま、お元気でお過
ごしでしょうか。キャロリーヌ・コスメコンシェ
ルジュの山﨑です。気温、湿度ともに低く
なるこの時期、みなさまのお肌に関する一
番のお悩みは何でしょうか？ 私はやはり「乾
燥」です。年齢と共に皮脂の分泌量が減っ
てきてしまい、頬のツッパリ・カサカサ、メ
イクのりが悪くなるのが悩みで、以前よりも
「保湿」という言葉に敏感になりました（笑）。
　お肌が乾燥する原因に、肌表面の「バ
リア機能」の低下があげられます。お肌の
表面＝角質層は、角層細胞や細胞間脂質
が整っていることで、肌内側の水分を保っ
ています。でも、睡眠不足や、加齢による
角質層内の天然保湿因子・皮脂の減少、
紫外線などによってこのバリア機能が低下
してしまうと、肌のうるおいに欠かせない大
事な水分が失われてしまいます。
　私は、キャロリーヌ化粧品の『エステリフ
ト セラムB』『エステリフトGE』『エステリフ
トG』の３点を使って、お肌をしっかり保湿し、
健やかに保っています。どんな化粧品なの
か、詳しく紹介しましょう。

　乾燥したお肌にはしっとり、もっちりしたテ
クスチャーのものを乗せたくなると思います
が、乾燥肌でお悩みのお客様にぜひ試し

ていただきたいのは、『エステリフト セラム
B』で洗顔後のお肌にダイレクトに「美肌菌」
を角質に与えることです。「美肌菌」が多
いお肌は、水分を保持する力が強くなると
言われています。常在菌のバランスを整え
ることで、その後に使用する化粧水、クリー
ムの美容効果がググっと UP！　効果をしっ
かり引き出し、ハリ・ツヤ美肌に導きます。
 『エステリフトGE』は、化粧水と美容液の
機能が１つになった浸透型濃厚エッセンス
ローションです。ポイントは、ハリと潤いを隅々
まで届ける素材「ニコソーム」。長年研究
を重ねて開発したメーカー独自の先端浸透
システムで、皮膚への吸着性、密着テクス
チャーはキャロリーヌの美容液史上で最高
峰です。洗顔後、適量を取った手のひらを
肌に密着させると、ぐんぐんと吸い込まれて
いくかのように、ローションが肌に浸透して
いくのがわかります。そして、すぐにもっちり
肌に！　
　エイジングケアクリームの『エステリフト
G』は、キャロリーヌ渾身のハリ特化型８大
美容成分を配合しています。その１つ１つ
が主役級のハリをもたらすスター級の美容
成分。濃密なリッチテクスチャーで、塗った
後はピーンと張ったように肌が引き締まりま
す。一晩経ってもカサつきはなく、翌朝のメ
イクのりもバッチリです。今年の冬は「エス
テリフトシリーズ」の３点セットで乾燥知らず！

朝晩の洗顔後、１～２プッシュを手に取り、手を肌に
密着させるようにしてなじませます。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。

使用方法

朝晩のクレンジング、洗顔後の化粧水で整えたお
肌に、適量を塗布してください。

使用方法

エステリフトGE
100ml  13,200円（税込）

商品の詳しい情報、
ご購入はこちら

商品の詳しい情報、
ご購入はこちら

商品の詳しい情報、
ご購入はこちら

エステリフトG
30g  20,900円（税込）

乾燥からお肌を守る、強い味方

ポリリフト（アーモンドエキス）／オシリフト
（カラスムギ穀粒エキス）／ヒト脂肪細胞順
化培養液エキス／水溶性プロテオグリカン
／ロイファシル／アクアタイド／プラセンタ
エキス／ナイアシンアミド

洗顔後すぐ、化粧水をつける前に、10滴程度を顔
全体に塗布します。目の周り、口元など気になるとこ
ろには重ねづけしてください。

使用方法

ビフィズス菌培養溶解質／加水分解酵母
／α-グルカンオリゴサッカリド／クロレラエ
キス／ヒト脂肪細胞順化培養液エキス／プ
ラセンタエキス／スーパーオキシドジスム
ターゼ／クロノライン

ナイアシンアミド／アクアタイド／オシリフト
（カラスムギ穀粒エキス）／ロイファシル／プ
ロテオグリカン／ヒト幹細胞培養液／プラセ
ンタ／レチノール

エステリフト セラムB
30ml  14,080円（税込）主な配合成分

主な配合成分

主な配合成分
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「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。

　気温が下がって寒くなってくると、「肌がく
すむ」と感じたことはありませんか？　これは、
体が冷えることによる血行不良が原因です。
気温が下がると肌が冷たくなり、血管が収
縮して血行不良が起こります。肌の色が明
るく見える、血色が良く見えるのは、皮膚
の毛細血管に流れる血液の色が透けて、
ほんのり赤みを感じさせてくれるから。逆に、
血行不良だとお肌は青白く見えたり、まさに
「くすんで」しまうのです。
　今回は、体と皮膚の冷えを改善する、お
すすめの血行アップ方法を２つ紹介します。

from
Concierge

　４年ほど前から、母娘でキャロリーヌ化粧品
ご愛用者の中村美香さんとお母様。
─美香さん　20 年以上同じ化粧品を使ってい
て、変えたくても自分に合う化粧品が分からな
くて悩んでいた頃、キャロリーヌ化粧品と出合
いました。それまでと同じサロン系で価格帯も
近いのに、くすみがちだった肌がみるみる明る
くなって、一緒に使い始めた母の肌も透明感
が出てきて、効果をすぐに感じられたことに驚
きました。以来、母娘でクレンジングからクリー
ムまで、一式全て使っています。
　どれもお気に入りですが、衝撃だったのは『エ
ステリフト セラムB』です。洗顔後に化粧水で
はなく、まずセラム B をつけることで肌荒れが
減り、確実に肌が安定していっているのが分
かりました。「土台美容液ってこういうことなの
か！」と感動して嬉しくなりました。
　マスクで肌が荒れてしまった日は、『ホワイト
シルキーマスク』でパックをして十分な睡眠をと
ると、翌朝はツヤツヤ肌に回復！ 化粧ノリも全
然違います。もう手放せませんね。友だちも繰

 ずっと使い続けたい
そう思える化粧品に出合えて
嬉しいです

中村美香 ： オリジナルブランドCU’s パタンナー
大手アパレルメーカーのレディースパタンナーを経て独立。1999年からフリーのパタン
ナーとして活動するかたわら、アパレル数社のブランド立上げに参加。CU’s（キュズ）で
はデザインも担当している。84歳になるお母様も現役で仕事を続けられている。

り返す肌荒れに悩んでいたのでミニサイズをプ
レゼントしたら、「１回で顔が明るくなった」と、
とても喜んでいました。
　肌が弱くて不安定でしたが、明らかに肌荒
れする頻度が減って、乾燥肌も落ち着いてい
ます。キャロリーヌさんには、いつかファンデー
ションを開発してもらいたいですね。

─お母様　私は、肌なじみの良い『プレミアム
R クリーム』が気に入っています。翌朝のハリ
と潤いにうっとりするほど、効果てきめんのクリー
ムです。『ホワイトシルキーマスク』を１日おきに
使うようになってからは、実年齢よりずっと若く
見られますし、肌を褒められるようになりました。
嬉しいですね。以前、漆に被れてしまった腕
に『クレイマスク』を使い続けてみたら、肌がすっ
かり滑らかになったのも驚きでした。毎日のスキ
ンケアがとっても楽しいですし、効果に大満足
しています。

中村美香様 お母様
オリジナルブランドCU’s

パタンナー

●ホットタオルを顔にあてて温めるだけで、肌の血
流が良くなります。スチーム効果もあって

●寝るとき、密閉できる保存袋
に入れたホットタオルを首に
あてます。自律神経が整っ
て眠りに就きやすくなり、美
肌に必要な良い睡眠が得ら
れます。

体を冷やさないことは、美容にも健康にも大切。湯船にゆっくり浸かったり、生姜など
体を温める食材を使ったりして、体ポカポカ、くすみのない肌で過ごしましょう。

お湯を入れた洗面器などで足浴する
と、足先からじんわりと体全体が温ま
るのを感じられます。皮膚温が上がる
ので、フェイシャルパックしながらがお
すすめ。好きな香り
のアロマオイルを数
滴垂らすとリラック
スできて、より効果
的です。

細胞に必要な酸素や栄養素を運んでくれる
血液の流れを良くして、明るくて健康的な
肌色を取り戻してください。

User’s Voice
体が冷えると、肌がくすむ？！

ホットタオル美容 フットバス1 2
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空気の乾燥も肌が乾燥する要因の一つ。特に乾燥
しやすい今の季節は、濡れた加湿器などを活用しな
がら室内の湿度をキープ
して、肌から水分が蒸発す
るのを防ぎましょう。
室内の湿度は40％を切ら
ないように、60％を目標に
設定してみてください！

美しい肌を保つために重要な「保湿」。日々のスキンケアの
中で行っている「保湿」ですが、何気なく肌に良いと思って
やっていることが、実はやってはいけないことである可能性も！
今回は、そんな「保湿」のNG 行動５選を紹介します。

キャロリーヌ化粧品Instagramフォローで
『エステリフトGE』トライアルサイズを毎月10名様にプレゼント！

ショップチャンネル、次回オンエア日時のお知らせ
バレエダンサー 中村祥子様ご出演決定！

友だち登録で「500円クーポン」プレゼント！
キャロリーヌ化粧品LINE公式アカウント

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。

意外と知らない？！
「保湿」のNG行動    選

Information

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

ミストスプレーをかけた瞬間は肌が
潤ったように感じますが、実は、肌が
潤うのはたった一瞬だけ！ミストスプ
レーの保湿力は弱く、元々ある水分
まで奪って蒸発してしまうので、より
乾燥を進めてしまいます。

日中ミストスプレーで保湿

NG行動５選、いかがでしたか？ 
毎日の「保湿」について、今一
度見直してみてくださいね。

室内の湿度が低い

肌の保湿には一定量の化粧品が必要です。量が少
な過ぎると十分に保湿されないばかりか、肌をこすっ
てしまってダメージになること
も！　逆に量が多いと、酸化に
よって毛穴が詰まり、肌トラブ
ルを起こすこともあるんです。

化粧品の使用量が守られていない

肌に潤いをプラスしてくれるシートマス
ク。長時間つけるほど肌に潤いを与え
てくれる、なんて思っていませんか？　
シートマスクの美容成分が乾き始める
と、同時に肌の水分も奪われて乾燥し
てしまうのです。商品に記載されている、指定の着用
時間を守って使用しましょう！

シートパックを長時間つける

肌の保湿のために、体の内側
から水分補給をすることも重要！
水分を補うことで老廃物や毒
素が排出され、肌の新陳代謝
が改善されます。でも、コーヒー
は利尿作用で乾燥を引き起こす可能性もあるので、
できれば常温のミネラルウォーターやハーブティー、
フルーツウォーターだとなおGOODです！

肌の保湿のために、体の内側
から水分補給をすることも重要！
水分を補うことで老廃物や毒
素が排出され、肌の新陳代謝
が改善されます。でも、コーヒー
は利尿作用で乾燥を引き起こす可能性もあるので、
できれば常温のミネラルウォーターやハーブティー、
フルーツウォーターだとなおGOODです！

水分を取らない

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、乾燥による小ジワを目立たなくする『エステリフトGE』（トライアルサイズ10ml、
1,625円相当）を１点プレゼントいたします

●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ティックニュース第4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2023年3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

応募方法

2023年2月15日（水）朝8：00～、人気通販専門番組「ショップ
チャンネル」でキャロリーヌ化粧品６製品を特別価格で紹介します。
9月の放送に続き、日本を代表するバレエダンサー、中村祥子様
が生出演してくださいます。是非ご覧ください。

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
しました。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。今、友だち登録いた
だくと、オンラインショップで使える「500円クーポン」をプレゼ
ント♪ この機会に是非、登録をお願いします。

キャロリーヌ化粧品
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