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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。

すっかり秋ですね。オイルマッサージをマスターして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

0120-78-2000

受付時間／
9:00～18:00(土日祝休)

919X00-07

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!   

竹本油脂では、感染予防対策として、従業員の検温や

マスク・ゴム手袋の着用、アルコール消毒を毎日実施し

ています。これからも、お客様に安心して商品をお届け

するため、最善を尽くして参ります。

さて、本号では私のお気に入りでもあるオイルマッサージ

をご紹介させていただきました。リラックス効果もあります

ので是非お試しください！

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』の三冠にこの度選ばれました。

お知らせ

営業日変更のお知らせ
竹本油脂お客様センター

※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。

編集後記

安心・安全第一

セサミア通信
広報担当の

小澤 真貴子です。

お電話を受け付けておりますお客様センターの営業日が2020
年9月1日より変更になりました。皆様にはご不便をおかけいた
しますが、どうぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

●2020年8月31日まで … 9:00～18:00

●2020年9月  1日より … 9:00～18:00

年中無休

土日祝休

気のゆるみが
　　　　　顔のた

るみに！！気のゆるみが
　　　　　顔のた

るみに！！

自宅で過ごす時間が増え、他人との距離が遠のいたこの数か月。
そこには、たるみを誘発する落とし穴が隠れていました。
もし、鏡に映る自分の顔が老けて見えたら要注意。
今すぐ手をうって！

おうち時間　  　で、
目元・フェイスラインの

たるみが進行中！

おうち時間　  　で、
目元・フェイスラインの

増加 ここ数ヶ月で老けた、たるんだと感じるのは人前に出なくなっ
た影響が大きいです。以前は朝、洗顔してメイクをする時間
に顔のスイッチが入っていましたが、人に会わないとノーメ
イクでも気にしなくなったり、鏡で顔をしっかり見る機会が
減ります。おのずと、“人前用の顔の筋肉”を使わなくなっ
ているのです。その最も現れる部分が「目元」。 目力を
入れる機会が減ったため、まぶた、頬などの表情筋の動
きが減少し、結果として目元がたるみやすくなっています。

シミやシワなどの肌表面に現れる変化に気を取られがちで
すが、実は見た目年齢を印象づけるのは、「たるみ」。
特に、目元、フェイスラインが整うと年齢にかかわらず若々
しい印象を与えます。

大切なのは、表情筋をまんべんなく使用することと、
顔の筋肉のコリを優しくほぐし、正しい状態に戻して
いくこと。たるみ顔にならないように、深醇浸層オイルを使っ
たマッサージで筋肉を十分にほぐし、弾力のあるハリ肌を
復活させましょう！

季節の
美容だより

出荷担当の西田と山本です。心を込めてお届けします。アルコール消毒を
毎日実施

中心から螺旋を
描くように

額

小鼻のまわりを
指で上下に

鼻

両手で顔の
内側から外側へ、
下から上へ

あご

円を描くように
皮膚が薄いので他の部分
よりもやさしくマッサージ
しましょう

目のまわり

下唇の中心から
円を描き上唇へ

口まわり

深醇浸層オイルを使って
マッサージをしましょう

基本的なフェイスマッサージ
STOP! たるみ

オ
イ
ル
は
3
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が
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す



すこやかな肌になるには
最低3ヶ月必要です。

毎日継続してキレイをキープ
してくださいね♪

深醇浸層オイルは、
全国お取り寄せコスメ
No.1にも選ばれました！

「顔のむくみが気になる。」
「自分で顔のリンパマッサージをやってみたいけど、やり方がわからない。」
「エステサロンに行きたいけど、お金ももったいない。」
そんなお声にお応えして、セルフでできる
基本的な顔のリンパマッサージをご紹介します！

マッサージに深醇浸層オイルを使用するといい理由

正しく効果的なセルフオイルマッサージまるで
 プロ級！？

むくみがスッキリ！ リンパマッサージ

深醇浸層オイルを3プッシュ
手に取り、顔～首になじませます。

Step1

イラストの　 の位置を
指の関節などを使って押しほぐします。

Step2

リンパの流れを考えたマッサージでコリをほぐし
老廃物を流して、むくんでいた顔が明るく健やかに。

1 皮膚との摩擦を和らげるから肌に優しい
2 体内の老廃物が排せつされやすくなる
3リノール酸たっぷりで肌に浸透しやすい（ハリ・つや・たるみに！）

ラメラ構造とは、お肌の角層の水
分と油分でできた構造のことです。
水-油-水-油-水…と規則正しく
交互にミルフィーユのような層に
なっています。このバランスが乱
れると、潤い不足の原因に。化粧
水の前に深醇浸層オイルでお肌
を整えると化粧水が浸透しやすく
なるのはこのためです。

実は、このラメラ構造に着目して
いるのは、深醇浸層オイルだけで
はありません。ピュアセサミシリー
ズの深醇保湿乳液は、このラメラ
構造と同じ構造をしています。ラ
メラ構造で成分を配合している
ので、肌にも馴染みやすく、エイ
ジングケアにも◎なんですよ。

豆知識 ご存知ですか？水と油の新常識
先にオイルを使うと化粧水を弾いてしまうのでは？と
思われがちですが、実は肌の上では水と油は仲良しなんです！

角層を整える「ラメラ構造」

しっとり肌

角層わずか
0.02ミリ！

深醇保湿乳液は乾燥の気になる秋・冬にぜひお試しいただきたい商品です。

日本全国から嬉しいお声が届いています！
ありがとうございます！

とも様富山県

Ｓ.N.様山梨県

みっちゃん様愛知県

プリティウーマン様大阪府I.K.様高知県T.S.様鹿児島県

ユーザーボイス
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リンパ節

リンパ節
顎　下

耳下腺
じ  か せん

リンパ節
後　頭
こう　 とう

リンパ節
上深頸
じょうしんけい

がく　　か

リンパ本幹

　　　に沿って指の腹で軽く圧をかけながら
外側へマッサージします。

Step3

最後に耳の下の上深頸リンパ節から、
 　　  のように下に向かって押し流します。

Step4

S.T.様北海道

いろいろな化粧品を試してきまし
たが、初めて今までと違うという実
感がありました。もう一度使ってみ
たい！と思い注文しました。友達も
一度使っただけなのに頼んでほし
いと。ピュアセサミオイルは魔法で
すね。

でこぽん様秋田県

肌は勿論ですが、ヘアオイルとして
も重宝しています。天然物の中で
も、しっとり感とまとまりの良さは深
醇浸層オイルが良いと実感してい
ます。低温下では固まるものの、寒
冷地でも愛用しています。

K.M.様岡山県

1回目 何かベタベタするな
2回目 あ！そうでもないな
3回目 肌に馴染んでイイ感じ。
化粧水を使っているから
なおさらかも！！

１本目を使い切ったところです。
のびのび吸い込まれさっぱりした
使い心地にびっくりしました。
口の周りのシワが少しでもうすくな
ればと次をお願いしました。75才
の肌、どんな変化をみせますやら。
どうぞよろしくお願いいたします。

どれだけ高い化粧水を使っても、
思っていたような効果は出ず…。
オイルは、お試しで使い始めました
が、朝洗顔した後の肌があきらか
に違い、期待以上の使い心地と効
果に、日々大満足しています。これ
はすごいオイルですよ！

使い始めてすぐしっとりスベスベの
肌を実感！！すっかりとりこになり、
手はもちろん、首、デコルテにマッ
サージしながら、その効果に驚い
ています。まだ1ヶ月足らずですが、
化粧のりが良く、くずれにくくなり、
夕方まできれいです。

美に関する商品が多く出ている世
の中で、深醇浸層オイルは自然の
素材をつかっているので何よりも
安心して使用しています。とにかく
一つの商品を永く使用する事で結
果が出てきて嬉しいです。

3月頃から新型コロナウイルスによ
り、世界中で不安な毎日が続いて
います。マスクがいつも必要で口の
まわりが乾燥していました。夜しっ
かりオイルをつけて保湿していた
ら、知らないうちに、小じわも目だ
たなくなりました。

リンパマッサージ実践中の竹本油脂社員

気持ちいい
ココ！ココ！ 毎日続けたい

癒
さ
れ
る

オイルは
3プッシュが
適量です今ちょうど乾燥の気になる季節な

のでオイルを手のひらにもしっかり
のばし、その手で顔を包むようにし
てまんべんなくつけています。
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