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www.***.com 2つの「層」が肌を守る

しかし本当は!!!
⽪膚は1枚の膜と思いがち

表⽪・真⽪・⽪下組織 の３つの層でできています。



⾓質層
厚さ わずか

0.02mm

ナント 肌の⽣産⼯場

⼀番下の基底層で⽣まれた表⽪細
胞が、細胞分裂を繰り返しながら、
⾓質細胞になるための準備をして
いる。

ラップと
同じぐらいの薄さ

表⽪

⾓質層以下の表⽪



真⽪真⽪

●エラスチン

● ヒアルロン酸

コラーゲンを繋ぐ繊維
真⽪の約5％を占める

シワやたるみはエラスチンの減少
によっても起きる

● コラーゲン
真⽪の約70%

網⽬状を作ることで 弾⼒をキープ
シワやたるみはコラーゲン
の減少や変性が原因

コラーゲンやエラスチンの
隙間を埋めるゼリー
⽔分維持のとても⼤切な成分



若々しいお肌を保つには!!
⽪膚のターンオーバー=⽣まれ変わり

⾚ちゃん
10代
20代〜

約14⽇
約28⽇

年齢＋10⽇

ターンオーバー周期⽬安

あなたは何⽇?

⼤切!



最近こんなこと感じませんか??

乾燥して粉が吹いている

シワが⽬⽴つようになった

くすみがとれない

ファンデーションがキレイにのらない



素肌美を守る5ヶ条

1.

2.

3.4.

5.

に保湿
に睡眠
がなくて
にUVカット



1番⼤事なポイント
それは･･･ 保湿

肌に保湿⼒がないと起こるトラブル 1･2･3

シワ・シミ・たるみ
⽼化とは!!

「細胞の保⽔⼒が低下する」こと



特に!ちりめんジワ

保湿 が効果的

肌が乾燥すると、薄く硬くなった肌の表⾯がひび割れて、
細かなしわになりやすくなる原因

対策 とにかく保湿を!
毎⽇しっかりと保湿をし、肌を柔らかくする。

これが1番⼤事です

悪化すると

カラスの⾜跡

これには



試してみてください。
下を向いて鏡を⾒ると･･･5年後の⾃分

上を向いて鏡を⾒ると･･･5年前の⾃分



保湿⼒がたりない
ち
り
め
ん
シ
ワ
が
出
来
て
く
る

深
く
⼤
き
な
シ
ワ
に
な
る

細胞に元気がない

コラーゲン・エラスチンが
作られない

たるむ
⽑⽳が⽬⽴ち法令線が濃くなる

ターンオーバーが遅くなる

くすみがとれない

紫外線で攻撃された
しみの元が上がっていかない

しみが消えない
さらに濃くなる



⼥性はもともと乾燥しやすい!?

それは 筋⾁が少なく脂肪が多い から

便秘

冷え 肥満

⼥性の3重苦が細胞を弱らせ
乾燥を促進させる

脂肪が冷えを促進させ
冷えが循環を悪くさせ便秘になり、

冷えが原因で代謝低下と便秘で肥満になる



さらに!! 乾燥を招く要因が!!!

●洗いすぎ

●塗りすぎ

●マッサージのしすぎ

洗顔のしすぎで肌の潤い成分まで取り去ってしまう。
朝は洗顔料を使⽤せず、ぬるま湯で寝ている間に分泌
された⽪脂を洗い流すだけで充分。

メイクやクリームの塗りすぎ→洗顔でサッパリ(洗いすぎ)
→洗いすぎで乾燥→シワや乾燥が⽬⽴つ→塗りすぎる

この悪循環に陥る⼈が多い

間違ったマッサージは⽪膚に過剰な刺激となり、シワやシミ
などのトラブルの原因に。



⾓質層へ保湿成分を⼊れ込み
肌の保湿⼒を⾼めましょう

⼀般的な保湿成分

ヒアルロン酸・コラーゲン・エラスチン・
グリセリン・セラミド など

最近注⽬度が⾼いのが!!!

カタツムリエキス



IKKOさんもオススメ

韓国でも話題の

カタツムリエキス

とおっしゃっていました。

これから１番⼤切なのは保湿美容よ
某TV番組で

カタツムリのネバネバ成分が保湿美容にピッタリ



カタツムリエキスといっても
2種類の原産地があるんですよ
フランス産 コロンビア産・チリ産

フランス産は!!

カタツムリに含まれている成分
までしっかり研究。保湿効果も
しっかり検証されている。

抽出⽅法や⽪膚実験での
効果で勝負

なんといっても化粧品の原点はフランスなんといっても化粧品の原点はフランス



コロンビア産のカタツムリは･･･

あれも!

これも!!

それも!

韓国製でよく使⽤されています。
価格も3,000円前後

たくさん配合と記載されているのにこの価格って!?



エステ発祥の地でもあるフランス

フランス18世紀 1700年代
マリーアントワネットの時代に発祥したと⾔われています。

⽇本でエステが始まったのが1970年代
約200年の差があるんです。

歴史がある分こだわりが強いのが

フランス



フランス産カタツムリ成分の特徴
なんと⾔っても保湿⼒

⾮常に⾼い保湿⼒を有し、塗布した約1時間後には+60％、5時間後も
+45％を維持できている。(最⼤で15時間維持することが可能)



その他 フランス産カタツムリ粘液が肌に良い理由

その1

その2

その3

その4

殻を変える時に必要な酵素。
このアラントインが持つ抗酸化作⽤が、肌年齢を若返ら
せるよう働きます。

⾼い保湿効果を付与し、シミやシワにも効果的に作⽤します。

保護効果や栄養分の付与、そして抗刺激効果があります。

肌の針や弾⼒に⾮常に効果的に働き案ス。

アラントイン

グリコール酸

ビタミンA,C,E

コラーゲン＆エラスチン



新・保湿成分

⽉下⾹(げっかこう）と呼ばれる⼣⽅から夜にかけて⾹りが強くなり
⾍を誘い出すとされる誘惑の花。

その⽩い花びらから⽣み出される⽔溶性多糖体。

チューベロース多糖体

ヒアルロン酸は

1gで6L
⽔分を抱え込むのに対し

チューベロース多糖体は

なんと
1gで24L

4倍もの⼒があるんです。



強⼒な保湿剤を組み合わせてできたのが!!

もちろん!

フランス産
カタツムリ成分を使⽤

素肌美⼈

NET40g/15,000円+税

さらに!!肌のことを考え「アスタキサンチン」も⼀緒に配合。
カタツムリエキスと「アスタキサンチン」を⼀緒に配合しているのは

保湿美⼈ だけ★



アスタキサンチン

ビタミンEの

約550倍〜1000倍
抗酸化⼒が

●⾼い抗酸化作⽤
●お肌の⽼化を防ぐ
●しわやメラニンの⽣成の抑制効果も期待
●コラーゲンなどのお肌の健康を保つ助ける働きがある
●⾮常に⾼いアンチエイジング効果が期待

エビやカニの⾚い⾊はアスタキサンチンを⾷べているから

アスタキサンチのチカラ



アスタキサンチンには2種類あるってご存知ですか?

オキアミ ヘマトコッカス藻
アスタキサンチン含有量

3〜4mg/100g 1000mg〜3000mg/100g

⽣産⽅法

天然 ⼤量⽣産
アスタキサンチンを蓄積したヘマト
コッカス微細藻（バイオマス）を⽣産
し、これを原料として超臨界炭酸ガス

抽出法で製造

緑藻からアスタキサンチンを得る培養
⽣産で抽出される

アスタキサンチンの含有量はヘマトコッカス藻のほうが多いか
もしれないですが、お肌に優しい天然にこだわったので

「保湿美⼈」はオキアミを使⽤しました。



さらに!さらに!!

防腐剤でよく使われる「パラベン」を使⽤せず

ワサビとダイコンから抽出されるエキスを配合

無駄な成分は配合せず保湿のみを⽬的とした
シンプルで効果的な化粧品

⾃然派にこだわったお肌に優しい処⽅です。



① ⽔ ･･････････････････････････････････････ 基剤
② グリセリン ･･････････････････････････････ 湿潤剤
③ BG ･････････････････････････････････････ 湿潤剤

④ (PEG-240/デシルテトラデセス-20/
HDl)コポリマー ･････････ ジェリー成分

⑤ 乳酸桿菌/ワサビ根発酵エキス ･･････････････ 防腐剤
⑥ ムコ多糖(MAX）･･････････････････････････ カタツムリエキス
⑦ アスタキサンチン ････････････････････････ 抗酸化
⑧ チューベロース多糖体 ････････････････････ 保湿剤
⑨ レウコノストック/ダイコン根発酵液 ･･･････ 防腐剤
⑩ トリ(カプリル酸/カプリン酸)グリセリル ･･･ エモリエント剤
⑪ ジグリセリン ････････････････････････････ 湿潤剤
⑫ トコフェロール ･･････････････････････････ ビタミンE・抗酸化
⑬ ノバラ油 ････････････････････････････････ エッセンシャルオイル
⑭ PEG-60⽔添ヒマシ油 ････････････････････ 可溶化剤
⑮ PG ･････････････････････････････････････ カタツムリエキス含有成分

お使いの化粧品と⽐べてみてください。
こんなにシンプルなのにこんなに実感できる化粧品ありますか。

※ 太字が有効成分です。

保 湿 美 ⼈ 配合成分



×

化粧⽔ 美容液 栄養クリーム乳液

洗顔後はこれ 1本

いらない

触った感触は富⼠フィルムのアスタリフトとソックリ!

松⽥聖⼦さんがCMしている
化粧品ですよ



保 湿 美 ⼈ アスタリフトジェリー

容量

価格

特徴

40g 40g

15,000円(税別) 9,000円(税別)

アスタキサンチンとカタツムリエ
キスを⼀緒に配合した業界初の
商品。ﾉﾝﾊﾟﾗﾍﾞﾝ・合成⾊素不使
⽤・天然⾹料使⽤・弱酸性
保湿にこだわり天然成分を配合し
たお肌に優しい処⽅。
40年化粧品を作りつづけてきたノ
ウハウを使⽤しできた化粧品。

アスタキサンチンのナノ化にこ
だわり、保湿や肌荒れ防⽌、美⽩
などまんべんなく対応できる処⽅
に仕上げた。
富⼠フィルムの技術を化粧品に応
⽤してできた化粧品。



★ご使⽤⽅法★

いつ塗るの?

●お⾵呂上り

●朝の化粧前
お化粧よれの気になる⽅は夜の分より少し
少なめに塗ってください。

特に乾燥の気になる⽅は

ジェルを塗ったあと、ラップを貼って1分密封してください。
保湿⼒がUPします。



⼥性はいくつになっても⼥性です
キレイになれば嬉しいですよね

この化粧品がキレイへの
１歩につながれば嬉しいです。





保湿美人 使用経過



保湿美人 使用経過


