


夏のくすみ※の原因

紫外線や乾燥などダメージを受けやすい夏の肌は、くすみ※などのトラブルをかかえがち。
まずは症状とその原因を知ることで、透明感あふれる肌を目指しましょう！

1

夏に負けない肌づくりをサポート！

美肌効果にすぐれ、肌へのやさしさに満ちた和漢植物。
薬用白肌精は、そんな和漢の薬草から抽出された美容成分をたっぷり使った薬用化粧水です。

和漢植物の力と肌へのやさしさで、暑い夏を乗り切りましょう！

あなたは、いくつ当てはまる！？

夏のくすみ※肌問題

うるおい不足
エアコンの影響や、紫外線ダメージによる

バリア機能の低下で
肌の水分を保持する能力が弱まります。

2
CHECK

肌表面の乱れ
紫外線ダメージなどにより

ターンオーバーが乱れることで、
古い角質が溜まりやすくなります。

1
CHECK

メラニン
紫外線ダメージによりメラニンが
より多く作られやすくなります。

また、古い角質に
残存メラニンがある可能性も。

4
CHECK

血行不良
冷たいものの摂りすぎなどで
身体が冷え、血行不良の原因に。

3
CHECK

日焼けによるほてりを鎮めるために、まずはうるおいを補給。
シミ・そばかすが出来る前に肌を冷やしながら鎮静させることが大切です。

SOS!
「うっかり日焼け！どうしたらいい？」

まずは保水＆保湿！

水分不足の肌は毛穴が開きやすく、化粧崩れの大きな原因に。
メイク前のローションパックで水分を補給し、肌を引き締めましょう。

SOS!
「夏のどろどろ化粧崩れを防ぐには？」

朝も夜も水分をたっぷり補給して！

  

 



薬用白肌
精

2

ほてりが落ち着いたら、攻めの保湿&美白ケアを念入りに。

こんな症状

夕方になるとカサつく

化粧水のなじみが悪い

肌がゴワついている

こんな症状

忙しすぎて肌も不安定

寝不足で肌あれがおこる

ストレスがすぐ肌に出る

こんな症状

ファンデーションの色が合わなくなった

年々隠したいシミが増えてきている

最近肌色がさえない

こんな症状

「疲れている？」と聞かれる

鮮やかな色を着ても元気に見えない

テカリが気になって何度も化粧直し

薬用

ハトムギエキス

トウキエキス

250mL 5,000円（税抜）   医薬部外品
薬用 白肌精  S

ハトムギ茶などで
おなじみのハトムギエキス。
保湿、肌あれ防止などの効果があります。

山間の岩間に自生する
セリ科植物の根から抽出されます。
浴用剤などにもよく使われており、
保湿効果が期待できます。

＊くすみ…乾燥によるもの

夏トラブルの悩みにお答えします！



効果・効能
発毛促進、毛生促進、育毛、養毛、
薄毛、脱毛、フケ・かゆみの予防、病後・
産後の脱毛予防に効果的に働きかけ
ます

髪が細くなったぱさつき

髪がうねる ハリ・コシがない 顔のたるみ 白 髪

その悩みは「頭皮の状態」に原因があるかもしれません、、、

毛母細胞 色素細胞 毛細血管

今や美のプロフェッショナルも大注目のスカルプ（頭皮）ケア。
バイタルショットがあなたの頭皮に活力感を与えます！

11種の保湿成分が
頭皮にうるおいを与えることで
頭皮環境を整えます。

マッサージをすることで
血流の流れを促進。

頭皮と髪に栄養を届ける
サポートをします。

夏トラブルの悩みにお答えします！
SOS!
「朝起きたら寝癖が！暑い日はスタイリング剤でベタベタしたくない・・・」
コットンでピンポイントづけすれば根元からふんわり♪
　　　　　　　　　　　　　　 　　　 寝癖もなかったことに！

SOS!
「汗で頭皮がムレムレ・・・においも気になります」

頭皮は体の中でも皮脂腺が多い場所。
清潔にしてうるおい補給が大切です！

エッセンスの塗布

マッサージ手順

コットンに、500円玉大をとります。

● の位置にエッセンスを塗布

エッセンスがたれないように、
素早く指でなじませます。

リズミカルに 5 指ではじくように
頭皮全体をマッサージし、
エッセンスを行き渡らせます。

4つ折りにします。 寝癖が気になる部分に塗布します。

1 2 3

［左］スカルプ スパ シャンプー
 300mL 1,800円（税抜）
［右］スカルプ スパ ヘアマスク
 250g 1,800円（税抜）

豊かな土壌から栄養が届かなければ
キレイな花が咲かないように、
美しい髪を育むためには頭皮のケアが必要不可欠。
また、頭皮は顔と一枚の皮膚でつながっているため、
顔のシワやたるみにも大きくかかわっているのです。
バイタルショットを使った頭皮マッサージで、
日々のキレイを叶えましょう！

スカルプ スパシリーズ  3 品共通
グリーンフローラルウッディの香り

〔薬用育毛剤〕
160mL 3,400円（税抜）
 医薬部外品

スカルプ スパ  
バイタルショット

  

 



スカルプスパ

ポン！ポン！

百会

百会のツボ押し（血行促進）
全身のツボの収束点である百会の
ツボを押し、血流の流れを促進します。

 百会の効能…抜け毛、肌荒れ、血行促進

1 血行促進
（血行促進と側頭筋ほぐし）

耳周りに人差し指と中指で V サインを
作り、耳の前後をマッサージします。

3前頭筋のもみほぐし
（帽状腱膜の柔軟性促進）

生え際に4指をおき、外まわし7回、内
まわし 7 回を押しまわすようにほぐし
ます。頭頂部に向かい３～５回に分けて
揉みほぐします。 　※これを２回繰り返します。

2 側頭筋のもみほぐし
（フェイスライン、目元のリフトアップ）

耳上部の髪の生え際に両手の指の腹を
当て、内まわし7回を押しまわします。
※生え際から頭頂部に向けて3～ 5箇所に分け
　同様に押しまわします。

4

ココからスタ
ート！

百会のツボ

｛ ｝セルフ頭皮マッサージ HOW TO

塗布の
ポイント

美しい髪、顔のリフトアップに

効果的なスカルプ（頭皮）マッサージ

4

finドライヤーで
軽くブローで完成!

キレイになりたい女性にこそ、
気になりませんか？ “見た目年齢”

頭皮マッサージが
      オススメです！！
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ミネラルブラック！ そのワケは！？
ミネラルブラック のここがすごい！

夏本番！マリンスポーツやレジャーなど楽しいイベントが盛りだくさん。
軽やかなファッションで、肌を露出する機会も増えるのでは？

しかし、肌にとっては厳しい時期。屋内外の環境の変化により、悪循環に陥りがちです。

夏はミネラルブラックで桐炭ケア！

桐炭の吸着効果

桐炭と他の炭 ［ 孔の形状比較 ］

皮脂吸着効果に優れた桐炭を配合。
毛穴の奥の汚れをキャッチ！

保湿成分たっぷりのねばり気のある泡が
肌に密着。洗顔後もつっぱりません。

硬くなった角質を柔らげ、透明感のある
肌へ導きます。

森林浴の香り「サイプレス」で
心をも解きほぐします。

●桐炭を粉状にすると、細かく均一な微粒子       
　になります。また、カリウム、マグネシウム、
　カルシウム等のミネラルを多く含みます。

ミネラルブラックの2倍量の桐炭
と大小のソフトスクラブが毛穴
の奥の汚れを優しくオフ。頑固
な汚れや、ザラつきが気になる
方にもオススメの１品。

独自の分散技術で桐炭を沈殿
させることなく配合。古い角質の
溜まりやすいひじや膝はクロス
で肌磨きを！背中ニキビが気にな
る方にもオススメの１品。

洗顔クロスって？
超極細繊維（マイクロファイバー）を使ったクリー
ニングクロス。 ミクロの繊維が古くなった角質や
毛穴に詰まった汚れを傷つけずに上手に取り除い
てくれます。ボディにも使用できます。繰り返し使
うことができ、環境にもやさしいアイテムです。

●桐炭には（他の炭と比較して）細かい無数
　の孔があり、皮脂や古い角質をより強力に
　吸着する効果が期待されます。桐炭 竹 炭 薬 用 炭

1
2
3
4アウェイク ミネラルブラック

標準重量100g  2,200円（税抜）

夏のザラザラ・ゴワゴワ選ばれし、実力派洗顔

に

泡パック×洗顔クロスでツルツル肌を手に入れる！！

たっぷりと泡立て（レモン1個分程度）、
顔全体を包み込むように伸ばし、30秒～1分放置して“泡パック”。

洗顔クロスで皮脂の多い小鼻や額を中心にやさしくクルクルと
マッサージするように洗います。
※洗顔クロスは肌状態に合わせご使用ください。

ぬるま湯をパシャパシャとかけるように、よくすすぎます。

毛穴ケアをさらに
徹底したい方へ

ボディケアも
徹底したい方へ

アウェイク
ミネラルブラック
ディープクリア マスク  
100g  2,500円（税抜）

アウェイク
ミネラルブラック ボディウォッシュ
300mL　2,200円（税抜）

モコモコ泡が決め手
！

1
STEP

2
STEP

3
STEP

もっとキレイになれる！桐炭で輝く夏美肌！

屋外では…

気温の上昇とともに皮脂の分泌が増え、
毛穴が詰まりやすくなります。
さらに角質が徐々に溜まり、

ザラザラ肌 に。

屋内では…

  

 



アウェイク

冷房で汗が一気に蒸発すると肌内部の
うるおいも失われ、乾燥が早まります。
水分が奪われた肌は硬くなり、

ゴワゴワ肌 に。

夏の肌の悪循環とは？！

皮脂の詰まった肌 皮脂詰まりのないキレイな肌
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