ピュアセサミ商品のご案内
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※1

肌のツヤは見た目年齢を変える!?
最近の調査で、
ツヤのある肌は若く、
イキイキとして
幸せそうな印象を与えることが判明しました。

史上最高濃度
ごま100％の
美容オイル

生 搾り
ゴマ 油
10 0%

セ サ ミア 通 信

ピュアセサミオイル

2 0 21
10 月発行

通常価格：2,800円

（税込3,080円）
内 容 量：30㎖

※1 ピュアセサミシリーズ独自処方として

かで
るかない
ツヤがあ
も
こんなに
ます !
り
わ
変
印象が

ゴマからできた

保湿成分
美活
セサミア
配合

うるおい不足の女性に
年齢肌のための
※2
高浸透化粧水
ピュアセサミ化粧水
通常価格：3,800円

（税込4,180円）
内 容 量：120㎖
※2 角層まで

ツヤあり

ツヤなし

ことでキメの整った肌になります。
さらに、
オイルをつけたあとにマッ
サージをすると血流も良くなって、
とても効果的です。毎日のオイ
ルケア+マッサージで、若見え肌を手に入れましょう！
※画像加工でツヤを消しております。

人生の大切な
相棒です！

保湿成分
美活
セサミア
配合

ツヤのある肌になるためには、
まず、
キメを整えることがとても大切。
ピュアセサミオイルでケアを行うと、水分と油分のバランスが整う

ピュアセサミオイルは

ゴマからできた

年齢を重ねた
目元・口元に
結果を出す保湿乳液
ピュアセサミ乳液
通常価格：4,500円

（税込4,950円）
内 容 量：80㎖

魅力的な三浦様。仕事も趣味もスキンケアも

ホームページリニューアルのお知らせ
この度、
ピュアセサミホームページが新しく生まれ変わり
ました。
ピュアセサミシリーズの開発秘話、
セサミア通信の
バックナンバー、商品のこだわりなど様々なコンテンツが
追加されましたので、
ぜひご覧くださいませ。

艶やかな色白肌と輝く瞳。太陽のように明るく
何事も全力で楽しむ三浦様の笑顔の秘訣とは？

編集後記
三 浦 様とのお時 間がとても楽しく、インタ

三浦 法子様
60歳(撮影時)

じっくりお話を伺いました。

素敵なお話をありがとうございました!
また、本号ではパーツごとにユーザーボイス

代引き手数料改定のお知らせ
代引き手数料
2022年1月発送分より

手数料無料

220円（税込）

を取り上げさせていただきました。紹介しきれ
ませんでしたが、
この他にも胸元、
わき、
ひざ
など様々な場所にピュアセサミオイルをお役
立ていただいています。
ホームページでは、
パーツごとのマッサージ方法も紹介している
ので、ぜひご参考ください！

手数料無料の「クレジットカード決済」、
「コンビニ・郵便局後払い」
など他のお支払方法への
変更をぜひご検討ください。
ご希望の方は、
お電話にてお申込みくださいませ。

お問い合わせ・ご注文先

ご愛用歴 6 年

ビューということを忘れてしまうほどでした。

https://www.takemoto-cosmetics.co.jp

いつもピュアセサミシリーズをご愛顧いただき、誠にありが
とうございます。竹本油脂ではこれまで手数料の維持に
努めてまいりましたが、
この度やむを得ず代引き手数料改定
の運びとなりました。昨今の運送業界における全国的な
人手不足、運賃の高騰を受け、現状の維持が大変困難
になりましたこと、
ご理解いただけますと幸いです。

ピュアセサミ

0120-78-2000

製品開発部 小林 美穂

受付時間／
9 : 00〜18 : 00 (土日祝休)

919X00-13

身体も心も肌も疲れきっていた6年前。
6年前、
日々、家族の世話や仕事に加え、娘達の

ずっと感じていましたので、
「水分を浸透※させる

出産育児のフォローなど、
多忙を極めておりました。

ためのオイル」
というコンセプトにはとても共感

久しぶりに会った友人から
「どうしたの!?その肌！」 しました。
どこの化粧品も美容成分をたくさん
と言われるくらい肌の状態もひどかったんです。

配合していることを謳っていますが、
理にかなった

そんな中、
ピュアセサミオイルに出逢いました。

化粧品にはあまり出逢ったことがありませんで

オイルはスキンケアの一番最後に乾燥を防ぐ

した。
だから、
ピュアセサミオイルの
「油分と水分の

ために使うものと思っていましたが、
ピュアセサミ

バランスを整えることで、乾燥が改善され、
シワも

オイルはスキンケアの一番最初。
まず、
その使用

目立たなくなる。」
という説明は理にかなっている

順序に驚いたのを覚えています。
肌の水分不足は

と思い、使ってみたいと思いました。
※角層まで

使用した翌日に
「あれっ? 」
という変化が。
オイルを初めて使用した日の翌朝、洗顔をしたときに、

乾燥がなくなるだけでなく、
シワが目立たなくなり、
キメが

肌の感触が「あれっ？」
と思うくらい違っていたんです。

整って肌のトーンが明るくなったのです。私の肌を知り

すべすべして、
手に跳ね返ってくるような弾力があって。
うる

尽くしているサロンの先生からも、
「肌の調子が良いけど、

おいが入っていって抜けていない感じです。
まさか、
たった

化粧品を変えたの？」
と聞かれました。周りの人から気

1日でこんなに変わるとは思っていませんでしたので、
度肝

づかれるくらい肌の変化があったのだと思うととても嬉し

を抜かれました。思わず友人たちに
「ピュアセサミオイル、

かったです。私と同じような、
キメが細かく乾燥小ジワが

これすごいよ！」
と電話をかけてしまうほどでした。

目立つ肌質の人は、
すぐに変化がわかると思います！

さらに、
しばらくしてから、乾燥に悩んでいた私の肌が、

365日欠かさずオイルを使用しています。
ピュアセサミオイルに出逢ってからは、
6年間毎日欠かさず

今も昔と同じように、
仕事や5人の孫たちのお世話もあり、

ピュアセサミオイルを使用しています。
ピュアセサミオイル

忙しい日々を送っておりますが、
その中でも楽しくきれい

でのケアを継続できている理由は、効果を自分の肌で

をキープできているのはピュアセサミオイルのおかげ。

実感できているから。
そして、
竹本油脂さんを信頼している

本当に出逢えて良かったと思える商品です。
ピュアセサミ

から。
日差しを長く浴びた後など、肌に負担をかけてし

オイルはこれからも続く人生の大切な相棒です！

まったと思う日は、
オイルの使用量をいつもより増やして、
ダメージをケアしています。家事でひび割れがひどかった
私の手指がもちもちになったのもピュアセサミオイルを
塗っているからだと思います。
私のおすすめ使用方法はこれ！

鏡の前でオイル+マッサージ
オイルをただ塗るだけじゃなく、
筋肉を意識してマッサージをしな
がら塗ると効果が全然違います。
マッサージをすることで、
オイルも
肌に浸透※するし、肌の代謝も上
がってキメも整います。
自分の肌と
向き合う時間にもなり、楽しくケア
できるのでオススメですよ。
※角層まで

輝きの秘訣は
「楽しむ気持ち」。
きらきらと輝いている人って、
内面の強さや美しさを持っている人だと思うんです。
私自身、
人生の中で、
もう二度と戻りたくないと思うような苦しい日々もありました。
でも
「負けない
ぞ！」
と思い、
それを乗り越えたからこそ今があります。
友人を見ていても、
逆境を跳ね返す
たくましさを持って、色々なことに挑戦している人はキラキラと輝いていると感じますし、
私も色々なことに挑戦して、吸収していきたいと思っています。
そのためには、
どんなこともまず
「やってみる」
、
そして、
「楽しむ気持ち」
が大切。
仕事も家事も
運動もお手入れもどんな場面でも
「楽しい！」
と思うことがないと続かないですし、
楽しむこと
で効果も1.2倍くらいになるような気がします。
最近は、
運動教室、
読書、
夫とのウォーキング
など、家事も仕事もおしゃれに楽しみながら、忙しくも充実した日々を過ごしています♪

の
お客様
声
お

ピュアセサミオイルで

全身嬉しい効果を
実感しています！

ひろちゃん様

Pe-ku様

朝晩欠かさずピュアセサミオイルを使用しています。
マスクからのぞく
目元がすっきりしたので、
人から褒められます。
もう手放せません！

パサパサ髪に少し塗るだけで、
髪のツヤがはっきりと出ます。

ちゃびこ様

でこぽん様

お試し感覚でピュアセサミオイルを使用し、
とても気に入りました！
ですが、
別の化粧品が余っていたので、
そちらを優先的に使うよう
にしたら、肌のシワが気になるように。
ピュアセサミオイルのほうが
よかったなと思い、
また使い始めたら明らかに目尻のシワが改善
されました。

目元
口元

eyes
mouth

毎日肌の手入れをしているので、年齢より若く
見えると思っていたのですが、ある時鏡を見て
がっかり。ほうれい線が目立っていたのです。
ある
雑誌でピュアセサミオイルを見かけて、
「ごま油なら
体に良いし。
」
と、
すぐに注文しました。
3カ月使って
みて、私にとってかかせないものになっています。

K.I.様

この1年ピュアセサミオイルを使用
していなかったところ、
乾燥して、
特に
口元がシワシワに！慌ててピュア
セサミオイルを使用したとこ
ろ、
スーッと肌に浸透して
朝にはしっとり肌に！
1日での変 化に
びっくりです。

heels

ユッキー様

ガサガサだったかかとに塗って
みましたが 、つるつるになり
びっくりです。
今は母にも勧めて
一緒に使っています！

hair

neck

まめ式部様

かかと

肌にはもちろん、ヘアオイルと
しても重宝しています。髪がしっ
とりとし、
まとまりがよくなります。

髪

首元

M.H.様

気になる首元がしっとりと
してきて年齢を感じさせ
なくなってきて嬉しいです。

S.Y.様

特に首のシワに効 果が
あるように思います。
これ
からも使い続けたいです。

N.H.様

使 用 歴 は 短 いですが 、
首のシワが浅くなってきた
ように思います。

N.S.様

hands

手

顔につけて残ったピュアセサミオイルを最後に手に塗っていたから
か、最近、手の甲のシミが薄くなっているのに気が付きました。

K.N.様

爪へのピュアセサミオイルの効果、抜群です。冬から春先にかけて
毎年、二枚爪となり爪を伸ばすことができず、切っても割れて困って
いました。
それが今年は初めて爪の悩みを忘れていることに気が
付きました。他のオイルも試してみたのですが、使用中にまた爪が
割れてきて…。
ピュアセサミオイルに戻したら、
すぐに回復しました。

