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ピュアセサミシリーズをご愛用いただきありがとうございます。暑くなり、マスクによる

肌の不調にお悩みではありませんか？今こそ、肌のバリア機能を高めキレイをキープしましょう♪
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美活誘導
セサミアDX
配合

保湿成分

生搾り
ゴマ油
100%

通常価格：3,800円［税抜］内容量：120㎖

保湿化粧水

深醇浸層化粧水
しん  じゅん  しん    そう

美活誘導
セサミアDX
配合

保湿成分

内容量：80㎖

保湿乳液

深醇保湿乳液
しん  じゅん  

通常価格：4,500円［税抜］

導入美容オイル

深醇浸層オイル
しん  じゅん  しん    そう

内容量：30㎖通常価格：2,800円［税抜］

美肌へ導く
角層奥まで浸透し、
美容成分の通り道を作り、
お肌を柔らかく整えます。

STEP1
潤いで満たす
お肌の潤いを守る9つの
植物成分と、ナノサイズの
コラーゲンとヒアルロン酸が
肌奥※まで浸透します。

STEP2
栄養を与える
お肌にハリとつやを与える
イソフラボンと、
5つのハリ感サポート成分で
肌を内側からふっくらさせます。

STEP3

お問い合わせ・ご注文先

0120-78-2000 受付時間／
AM9:00～PM6:00

919X00-06

肌ヂカラのある健康的な美肌に！

※角層まで

モイスチャープロテクト
潤いを守る9種の植物成分

ナノモイスト成分
ナノサイズだから肌奥まで浸透

イソフラボン
お肌にハリとツヤを与える

ハリ感サポート成分
お肌を内側からふっくらさせる

ゴマからできたゴマからできた ゴマからできたゴマからできた

【ゴマのアミノ酸】美活誘導セサミアDXで
 お肌の潤いの素となる天然保湿因子（NMF）をつくる 

2つのごま成分で
3STEP!   

季節の
美容だより

マスクをすると肌が荒れてしまう原因は、「かぶれ」「ムレ」「摩擦」の主に3つです。
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ウイルスの感染予防対策として、外出
時には欠かせなくなったマスク。でも、

長時間つけていると

肌が荒れてしまうことも。そこで、マスク
に負けない肌を目指す美容法をご紹介

します！
夏もマスクに負けない肌に夏もマスクに負けない肌に

なぜ、マスクをつけると肌荒れするの？

　普段のケアを大切にしましょう。深醇浸層オイルは、マスクの擦
れによって失われた皮脂に代わり、肌本来のバリア機能を高め、
マスク荒れや乾燥から肌を守ってくれます。うるおいケアに重点
を置き、肌の土台をサポートしてあげましょう！

マスクに負けない肌を育むには？

　肌に合わない素材のマスクは、接触皮膚炎を起こしてか
ゆみがでることがあります。かゆみを感じる場合は、不織布
よりも肌に優しいコットン素材のマスクをお試しください。

マスクの素材による かぶれ1

特に、マスクが接触する部分は、皮脂が吸収されることで肌の油分が失われ、
肌のバリア機能が低下してしまいます。そのため、マスク荒れを防ぐには、肌の
バリア機能を高めて、摩擦ダメージから肌を守ることが重要です。

　口を動かすたびにマスクと肌に摩擦が起きます。例え、細かな擦
れでも肌にとっては大きな刺激となり、口やあごに吹き出物、発疹が
出てしまうことがあります。

マスクとお肌の 摩 擦3

　マスクを1日中していると、マスクの中は口の中の水分に
よって高温多湿で雑菌が繁殖しやすい状況になります。特に
夏は、ベタついて不快なだけでなく、雑菌が肌への刺激となり
肌荒れの原因となることがありますので、長時間同じマスク
をつけっぱなしにしないようにしましょう！また、マスクを外す
と水分が一気に蒸発して肌の水分を奪うため、急激に乾燥
が進んでしまいます。マスクに覆われる部分も保湿は心がけ
てくださいね。

マスクの中の ム レ2 マスクの摩擦ダメージを受けた肌 正常な肌
皮脂バリアにより

摩擦や有害物質をブロック
マスクによる摩擦+皮脂吸着で

バリア機能が低下摩擦や
有害物質

水分保持水分保持
角質層が
乱れて乾燥
角質層が
乱れて乾燥

水分水分 水分 水分

皮脂バリア

2次バリア（細胞間脂質）2次バリア（細胞間脂質）

マスクによる「摩擦」が起きると？

うるおいを
閉じ込める
うるおいを
閉じ込める

摩擦から肌を守るバリアベールバリアベール
ピュアセサミシリーズの賢い使い方
美の専門家が答える

洗顔は泡をたっぷりと使い、肌への摩擦を最小限にするように心がけてください。
その後、オイルをなじませ、優しくプレスします。特にマスクに触れる部分は念入りに。
マスクによる肌荒れ防止のためにも朝晩２プッシュずつを続けてくださいね。

編集後記

暑い日が続きますね。蒲郡は海に面した
街で、徒歩で海に行くこともできます。
遠出はなかなかできませんが、貝殻拾い
をしてお出かけ気分を味わっています。
若見えパーツケアもご紹介させていただ
きましたので、ぜひお試しください！

深醇浸層オイルは肌のすべりを良くし、マッサージを
しやすくしてくれます。滑りが良くなることで、
マッサージの際、肌にも摩擦がかかりにくくなりますよ♪

お出かけ気分
セサミア通信
広報担当の

小澤 真貴子です。

日本マーケティングリサーチ機構調べ　調査概要：2020年4月期（※1）、5月期（※2） サイトのイメージ調査

皆様にご愛用いただいています深醇浸層オイルが、『全国お取り寄せ
コスメNo.1』『毎日のスキンケアに使いたい無添加コスメNo.1』『美容
関係者 オススメの天然オイル No.1』の3冠にこの度選ばれました。

お知らせ

リンパを流してキレイへ

デコルテ

プッシュ
2

人差し指と中指に
オイルをとり、
デコルテ（鎖骨）に
沿って下に流します。

メイクではカバーできない

下あご

プッシュ
1

オイルを手のひらで下あご・
首全体になじませ、
リフトアップするように
両手で引き上げます。

若見え
パーツケア
若見え
パーツケア
とっておきの使い方をご紹介します！

※お買い上げ5,000円（税抜）未満の場合、送料700円（税抜）をご負担いただきます。北海道、沖縄県は送料1,500円（税抜）となります。



エアコンを使う季節になるとひどい
乾燥が気になりましたが、オイルの
おかげでしっとり感が持続している
のは嬉しいですね。使ったあとのベ
タベタ感もなく満足しています。

ペンネーム：T.U様（60代／愛知）

今年の夏はとても暑いです。顔もたく
さん汗…とても辛いです。でもオイル
のおかげで一日の疲れた肌が潤い
ます。水分が出てしまって本当だっ
たら乾燥してしまいがちですが、朝と
夜の深醇浸層オイルで一日しっとり
として夏を乗りこえています！

ペンネーム：N.S様（60代／山梨）

時間が経ってもお肌がしっとりして
満足です。ついでに首すじ肩にも
マッサージしています。とても気持
ちよく、癒されますよ。

ペンネーム：S.M様（70代／東京）

顔だけでなく、首にも使用しています
が良好です。良いオイルを使ってい
ると実感。ありがとうございます！！

ペンネーム：N.A様（50代／大阪）

USER 'S VOICE

夏は紫外線が強いですが、
肌に直につけても大丈夫で
すか？心配です。

ペンネーム：まめ式部様（70代／愛知）

ご質問ありがとうござ
います。深醇浸層オイ

ルが原因で日焼けしやすく
なることはありませんし、抗酸
化力の高いオイルですので、
安心して夏もお使いくださ
い。UVケアも一緒にされるこ
とをお勧めいたします。

夏は、エアコンで肌の水分はどんどん逃げやすい状態に、
そして隠れ乾燥肌になってしまう季節です。汗をかくため、
肌のベタつきを潤いと錯覚しがちですが、水分も皮脂も不
足していますので、しっかりと補ってあげてくださいね。

素敵な使い方を教えていただき、ありがとうございます！
１プッシュで下あご、首筋、デコルテまでケアできるので、
皆さまもぜひお試しください！引き締まって、たるみのない
首筋は魅力的ですよね。

ユーザーボイス

ピュアセサミストを
ご紹介します！

コスメ係が推薦
　　　　　２０１６年以来、ずっとオイルをご愛用いただき、
お届けのたびにお葉書でご感想を送ってくださる町田様。
季節ごとに届くお葉書はコスメ係の元気の源です。
電話インタビューでは「続けることの大切さ」を
改めて教えていただきました！

コスメ係
推薦文
コスメ係
推薦文

　数十年来、竹本油脂のごま油を愛用していたので、
深醇浸層オイルの記事を見つけた時、目に留まるもの
がありました。真面目な会社の製品だから間違いないと
信じ今日に至っています。
　はじめは、「ごま油を顔に？」と驚きましたが、使用
し始めてからずっと肌がふっくらしています。丸顔で
太っているからではありませんよ。仕事場の若い方々
から「70代とは思えないパワー」、それと「肌が明るく

てキレイ」とほめられますが「ごま油のおかげよ」とケム
にまいてゴマかしています。
　このオイルと出逢ってから、オイルだけは忘れずに
使用しています。ほうれい線は年相応だと思いますが、
肌のキメや目尻のハリは今も保てていると感じます。
おでこのシワもないんですよ。
　使い方のコツは、オイルを塗ってマッサージしてか
らしばらく置くこと。そして夏も冬もお手入れは変えず、
朝は1.5プッシュ、夜は２プッシュで使い続けています。
オイルのおかげで今の肌があると思っていますので、
これからも一生使い続けます。良い品と出逢えて本
当によかったです。

2020年 夏のピュアセサミスト

町田 竹世 さま
72歳　使用歴4年

愛知県

竹本油脂の別の一面を
社員がご紹介！

夏の竹島

こんにちは、
　　竹本油脂です

私たちの会社紹介

研究開発部
小林 美穂さん

医療現場にも? 竹本油脂

　新型コロナウイルスの流行で大変な日々が続きま
したね…。皆様は最近医療現場で大活躍している
フェイスシールドはご存知でしょうか?フェイスシール
ドは飛沫を防ぐことでウイルスの感染拡大に効果があ
る製品として注目されています。このフェイスシールドに
も実は竹本油脂の製品が使われているんです…!

　蒸気を下から当てて、実際にどれくらい曇り具合に
違いがあるか見てみましょう。

　この技術はフェイスシールドだけでなく、お惣菜の食
品パック、魚・肉の包装など皆様のより身近なところに
も使われています。スーパーなどに立ち寄られたときは
ぜひぜひ、注目してみてくださいね!

曇り止め評価▶
塗ってあるもの（左）
塗ってないもの（右）

フェイスシールド着用▶

竹本油脂製品の効果を見てみよう!

開発現場をチラ見せ!

　一つの製品を世に出すまでには、数百、数千の
検討、実験が必要です。竹本油脂の研究開発部で
は、より良い製品をお届けしたい！という気持ちで試
行錯誤を繰り返しながら実験を行っています。だから
こそ出来上がった製品には自信をもっています。
　深醇浸層オイルも自信をもってお届けしている製
品です。皆様のお肌が、そして毎日がより輝くための
手助けになれば幸いです。

研究開発部の思い

実際に

フェイスシールドには
①人の咳やクシャミなどの飛沫が目や鼻、口に入らない
②透明であること(曇りにくさ)
の主に二つの性能が必要であり、竹本油脂の技術は
「曇りにくさ」に使われています。

評価サンプル
調合

評 価
これを何度も繰り返して
竹本油脂の製品は
作られています。

塗 布

これだけ違いが
あります!

私がつけているのが
フェイスシールドです

目の粘膜に
ウィルスが入り込む
ことを防ぐために

使います


