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「いつまでも輝く」大切なお客様へ

Ⓡ

セサミア 通信Ⓡ

導入美容液としてオイルを使用するの！？と驚かれるかもしれません。
しかし、ピュアセサミオイルは浸透力が高く、さらに肌を柔らかくほぐして
くれるため、洗顔後一番の使用が最も効果的。その後の化粧水の浸透※

や肌の柔らかさが変わってきますので、必ずスキンケアの一番最初に
ピュアセサミオイルをお使いくださいね。

化粧水の前、
洗顔後一番にご使用ください。

こんにちは。製品開発部の小林 美穂です。コスメスタッフと
なって早1年。ピュアセサミ製品の良さを日々、肌で実感する
毎日です。しかし、そんな私も以前は「ピュアセサミの製品って
すっごく良いけど…先輩方ほど肌がきれいにならないのは
どうして？」と疑問を持っていました。そこで肌がきれいな先輩に

尋ねてみると、「小林さん、使用方法はちゃんと守っている？」
と一言。そう、その頃の私は適当に使っていたから効果が
半減していたのです。お客様には私と同じ失敗・後悔をして
ほしくない！その想いで、本号では肌の嬉しい変化を実感
できる「正しい使用方法」をご紹介します！

私たちはお客様に「肌が変わったと実感できる」
製品をお届けしたいという想いから、パッケージ
などの外観ではなく、製品の中身そのものにお金
をかけています。発売以来「オイルと併せて使うと
もっとハリが出た!」「毛穴が目立たなくなった」と
大変ご好評いただいているピュアセサミ化粧水
と乳液も、そんな想いが詰まった製品です。
開発時、厳選した美容成分とごま由来の美肌

育成成分を効果が実感できるようにと高濃度に
配合したため、他の会社だと1万円以上で販売
するような商品ができてしまいました。しかし、企業
努力により、中身を変えることなく、現在の価格で
の販売を実現しました。
これからもピュアセサミは中身にお金をかけ、効果
の実感にこだわった製品をあなた様にお届け
してまいります。

新米社員・小林 美穂のトホホな失敗談…

スキンケアの
順番を守るべし！

うるおい150％UPの
使い方

1
美肌への近道

オイルは最後という固定概念があったため、ピュアセサミオイルも一番
最後に使っていました。しかし、ブースターとして化粧水の前に使って
みたら肌の変化に衝撃。明らかに肌が柔らかくなって、潤ってる!と
感じました。今では、化粧水の前にピュアセサミオイルを塗らないなんて
考えられません。

オイルはスキンケアの最後と
思い込んでいました…。トホホ な

オイルが
一番最初！

美容オイルは数々のものを試して
きましたが、どれも化粧水の後や
お手入れの最後に少しだけなど
で効果を実感できないものが
多かったです。ピュアセサミオイル
は洗顔後すぐの使用でぐんぐん
浸透していくのがわかり、気に
入りました。美容オイル部門で
No.1です。

T.Y.様
お風呂上りに即３プッシュ。とても幸せな
気分になります。オイルを使い始めてから
肌の調子が最高に良くなりました。もっと
早くオイルの存在を知っていたら乾燥肌に
悩むこともなかったのにと思います。これか
らもずっと使い続けたいと思っております。

あずき大好き様

オイルでマッサージをすると、その後
の化粧水がぐんぐん浸透していき
ます。お肌にハリ・ツヤが出るのも
本当でした。

おみみ様

はじめの頃はベタつくと思い、勝手に
1プッシュにしていましたが、問い合わせの
アドバイスで推奨の使用量に増やした
ところ、肌が柔らかくなりました。友達は
肌の事にはふれませんが、明らかに良く
見ているのがわかります。小ジワが少ない
気がします。

まあ様

夏にオイルを顔に使うなんて…とはじめは思っ
ていましたが、夏もケアを続けました。オイルの
後にパックをして肌の調子は良好でした。

Y.I.様

ピュアセサミオイルを使用して1年2カ月が経過
しました。今ではオイルでのマッサージを朝・
晩実施することが習慣となり、お肌のしっとり
感を実感しています。化粧ノリがよく、化粧崩れ
が少なくなってきたのは、朝の洗顔後のオイル
マッサージを続けてきた結果ではないかと
実感しています。夏の暑さでも化粧崩れがなく、
またクーラーでのお肌の乾燥もなく過ごせま
した。これからもさらにていねいにお手入れ
していきたいです。

ヨッシー様

ピュアセサミからあなた様へのお約束

容器より、中身にお金をかけます

美活
セサミア®
配合

保湿成分
ゴマからできたゴマからできた

ピュアセサミオイル

内  容  量：30㎖（約1ヵ月分）
通常価格：2,800円（税込3,080円）

※1 ピュアセサミシリーズ独自処方として

生搾り
ゴマ油
100%

史上最高濃度
ごま100％の美容オイル

※1

ピュアセサミ商品のご案内

◆定期コース価格
2,520円(税込2,772円)

10%
割引

１回３プッシュ

ピュアセサミ化粧水

内  容  量：120㎖（約1ヵ月分）
通常価格：3,800円（税込4,180円）

※2 角層まで

うるおい不足の女性に
年齢肌のための
高浸透化粧水

※2

◆定期コース価格
3,420円(税込3,762円)

10%
割引

１回500円玉大 美活
セサミア®
配合

保湿成分
ゴマからできたゴマからできた

ピュアセサミ乳液

内  容  量：80㎖（約1ヵ月分）
通常価格：4,500円（税込4,950円）

年齢を重ねた
目元・口元に結果を出す
保湿乳液

◆定期コース価格
4,050円(税込4,455円)

10%
割引

１回３プッシュ

※1回のご購入金額が3,000円(税込3,300円)以上で送料無料。
1回のご購入金額が3,000円(税込3,300円)未満の場合、送料700円
(税込770円)がかかります。北海道、沖縄県は送料1,500円(税込1,650円)。
※定期コースご利用中の製品以外は通常価格となりますので、ご了承ください。

「ピュアセサミ定期コース」なら一番お得にご購入いただけます!

お得
通常価格より
毎回10％割引 便利

その都度注文しなくても
定期的にお届け 安心

２回目のお届け分から
いつでも中止・再開OK

User’s Voice
ユーザーボイス

正しい使い方で嬉しい変化がありました！

※角層まで

ちょっと待ってください！

私と同じ後悔をしていただきたくない!
嬉しい変化を実感できる「正しい使用方法」を
ご紹介します。



洗顔後の肌は、うるおいを守る皮脂や
保湿物質を失った無防備な状態。うる
おいが流出しやすく危険な状態です。
そのまま放置しておくと約10分で、洗顔
する前以上に乾燥した状態になることも
実証されています。うるおいをキープする
ために、洗顔後はすぐにオイルを塗って
くださいね。

もともとリビングでテレビを見ながら、スキン
ケアをしていた私。テレビに夢中になりすぎ
て、ついスキンケアを後回しにしていました。
まさか、保湿はスピード勝負だったなんて
…！今は、ピュアセサミシリーズを洗面所に
おいて、洗顔後はすぐにオイルを塗っています。

両手ですり合わせることで、肌への
伸びも良くなり、べたつきも感じにくく
なります。さらに温めることで浸透力
もUP！

これが適量！

すぐの保湿が
美肌のカギです。 洗顔後の保湿を

後回しにしていました…。

洗顔後、
３プッシュを手に取り
すり合わせる

1.

顔全体になじませて、
オイルを押し込む
ようにハンドプレス

2.

1年ぶりに会った母。
私の素肌に驚く。

ピュアセサミオイルの
正しい使い方

トホホ な

以前は、スキンケアに時間をかけたくなくて、
オイルを塗った後すぐに化粧水を塗っていま
した。しかし、先輩に教えてもらった通り、1分間
待ってから化粧水を塗ったら、しみこみ方
の違いにびっくり！触ってみると肌がしっとり
でもちもち。その後のメイクノリも最高です。
今では、どんなに急いでいても必ずオイルを
肌になじませたら1分待って、化粧水を塗って
います。

時短命ですぐに化粧水！

トホホ な

たくさんオイルを使うのはもったいないと思って少なめの量を使っていま
した。特に夏は、「肌はあまり乾燥していないかな？」と１、2プッシュだけ。
しかし、この量では十分にオイルを浸透させることができず、広げるときの
摩擦で肌への刺激になっていたと思うと…。なんとか刺激を与えていた
日 を々取り返そうと、３プッシュを厳守する日々です（泣）。

夏は控えめにしていた…。

トホホ な

使用量が少ないと、摩擦が刺激になり肌にダメージを与えてしまい、乾燥や
シワの原因となってしまいます。季節を問わず、必ず使用量はお守りください！
一年中うるおいある肌をキープでき、美肌への近道になりますよ。

朝晩３プッシュを毎日お使いいただく
と、約1カ月で１本使い切ります。余ってしまう
という方は使用量が少ないのかも！?

ピュアセサミオイルを
ちょっとしか使わないのはNG。

時間がないと、スキンケアは時短になり
がち。特にバタバタする朝は1分も惜しい！
と思ってしまうもの。でも、その1分はオイル
が浸透※して真の効果を発揮するために
とても大切。たったひと手間で肌は大きく
変わります。自分の肌とは一生ものの
付き合いだから丁寧にお手入れして
あげましょう。

たったひと手間。
でも肌は変わります。

使用方法をおさらい！

効果倍増
POINT！

両手ですり
合わせて温める

1分間待つことで、オイルが角層の
隅 ま々で浸透。肌を柔らかくほぐし
て、次のスキンケアの浸透※を良く
してくれます。

効果倍増
POINT！１分間待つ

先日静岡に住む母に1年ぶりに会うことが
できました。母の第一声は、「どうしたの！?
あんなにカサカサの肌だったのにきれいに
なってる！」でした。アトピーでいつも顔や
身体のカサつきに悩んでいた私の肌をずっと
見てきたからこそ、心の底から驚いたみたい
です（笑）。ピュアセサミってほんとにすごいん
ですよ。これからも大好きなピュアセサミの
魅力をお伝えできるように精進して参ります！

編集後記

製品開発部  小林 美穂

洗顔後すぐに
オイルを塗るべし！

洗顔後の肌は
無防備

2
美肌への近道

必ず1分間
待つべし！
待つ時間が
美肌を育む

4
美肌への近道

正しい使用量を
守るべし！
少なくするほど、効果は

減っていく

3
美肌への近道

スピ
ードが大切です！

簡単そう！

逆にもったいな
い
…

（原寸）
直径2.5cm

朝も夏も使用量は
変わらない！

※角層まで

※角層まで
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