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キレイに清掃された工場内の床

2020年12月発行

いつも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。

1年の中で最も肌の乾燥が気になる冬。深醇浸層オイルを使って、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］

ごま100%オイルが、
肌の奥※1まで浸透。
肌を柔らかくほぐして、
ハリ、うるおい成分を
届けます。

ほぐすSTEP1
オイルで浸透力が高まった肌に、
すーっとうるおいが引き込まれ、
しっとりぷるんと
弾力ある肌に導きます。

潤すSTEP2
水と油の透明なヴェールが
肌にピタッと密着。
ハリ、うるおい成分を閉じ込めて、
ふっくら滑らか肌へと育みます。

育むSTEP3

お問い合わせ・ご注文先

0120-78-2000 受付時間／
9:00～18:00(土日祝休)

919X00-08

※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※1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

目元のシワ、下あごに　　  　ハリ!ほぐす・潤す・育むの3STEPケアで

本号では工場を見学し、オイルができるまでをお伝えしま

した。見学してみて、衛生環境、原料、製造工程など様々

なところから「深醇浸層オイルへの一貫したこだわり」を

強く感じました。このこだわりが皆様のお肌の良い変化

につながっていれば嬉しいです!

※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。

※1 角層まで
※2 乾燥小じわを
　　目立たなくする
　　 (効能評価試験済み)
※3 年齢に応じた
　　お手入れ

編集後記

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
より平日のみに変更になりました。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。

0120-78-2000
平日9:00～18:00 土日祝休

営業日変更のお知らせ竹本油脂お客様センター

手がカサつく、ひび割れる、あかぎれで水仕事がつらい…。
手は冬に乾燥する場所No.1とも言われますが、それはなぜでしょうか？
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す コスメ係   小林 美穂

ゴマの一粒も
落ちていなかった！

深醇浸層オイルは肌のすべりを良くし、マッサージを
しやすくしてくれます。すべりが良くなることで、
マッサージの際、肌にも摩擦がかかりにくくなりますよ♪

プッシュ

オイルは

2～3
深醇浸層オイル2～3プッシュを
手のひらで顔全体になじませます。

若見え
パーツケア
若見え
パーツケア
ほうれい線のケアをご紹介します！

見た目年齢が変わる？！

ほうれい線のケア

1

AからBまで1ヶ所につき
3秒程度親指で押す。
※痛気持ちいいくらいの強さで押してください

2

親指で
3秒ずつ
押す

手や顔など肌が露出している部分は、角層の水分が
常に蒸発しています。しかも、湿度が50％を下回ると
肌の水分は、急激に蒸発しやすくなって外気に奪わ
れます。特に空気が乾燥する冬は、手の水分量が低く
なって乾燥してしまうのです。

　オイルで乾燥に負けない　を！オイルで乾燥に負けない　を！

角層

皮脂膜

表皮

正常な肌 皮脂膜が落ち乾燥した肌

手洗いなどの刺激

真皮

かくそう

水分

水分

水分

1 角層からの水分の蒸発が多いから
手が乾燥しやすい理由

肌の表面にある皮脂膜は、角層からの水分の蒸発を防
いで、外の刺激から守る潤いバリアの働きをしています。
しかし、手の皮脂膜は薄く、せっけんや洗剤、お湯などで
簡単に落とされてしまいます。冬は水仕事でお湯を使っ
たり、さらに風邪予防で手洗いや消毒も増えるため、手荒
れリスクが一層高くなるのです。

2 手は日常的に多くの刺激を受けているから
手が乾燥しやすい理由

季節の
美容だより

そんな手をケアするには保湿が一番大事。オススメなのは深醇浸層オイルを使ったオイルマッサージです。
手がしっとりするだけでなく、ハンドマッサージは身体の不調を取り除く効果もあります！

リラックスタイムに取り入れて、1日頑張った手をいたわってあげましょう。
STEP

1
STEP

2
STEP

3
STEP

4深醇浸層オイル
2プッシュを
手になじませる

手の甲を軽くつかみ、
円を描くようにさする

5本すべての指を
マッサージする

手の甲の間を上下に
さすったあと
手の平に円を
描くようにさする

綿の手袋をつけて就寝すると翌朝しっとり！

深醇浸層オイルを使ったハンドマッサージ

により、常に手は乾燥しやすい
過酷な状況にさらされているのです！

手の潤いバリアが
落とされやすい 空気の乾燥

つまり、冬の時期は

らせんを描
くように、

指を上下に
マッサージ

（×3回）

最後に
指先を押す

マッサージ後は

ピーンと

自然由来のローズの香り

ハリ・弾力UP、うるおいUP効果

香り自然由来のローズの香り

ハリ・弾力UP、うるおい・ツヤUP
べたつかないのにしっとり

効果

香り
小じわが目立たなくなる※2、
うるおいを引き込む、エイジングケア※3

効果

ゴマのアミノ酸「美活誘導セサミアDX」が、年齢とともに低下するうるおい保持成分を補います。



磁力選別の実際の様子

オイルについて
何でも知っていて
とっても優しい方
でした！

小林　こんなに見た目
が変わるんですね！
岩﨑　きれいでしょう？
じっくりと圧搾すること
で得られた『年齢肌に

とって必要なゴマの美容成分』
はそのままに、不要な臭いや色
を取り除いているんです。

オイル、化粧水、乳液の3点セットは私
にしっとり感を与えてくれる最高の美容
液です。エステへ行った時、「お肌がつる
つるで80歳とは思えない！」と言われ、
お世辞と思いつつ、内心ピュアセサミ
シリーズのお陰と思い嬉しかったです。
ありがとうございます。

はじめはマッサージ程度にと思って、オイルを使って
みたら、翌日肌がふっくらしているのにびっくり。ハンド

プレスすると、吸いつくようで、この年齢
で信じられない位の若肌に。料理店と
小さなお宿を営んでいますが、お客様
からも若いといわれ、ますます自信に。
お客様と接するから、『いつも元気で、
きれいに、おしゃれに』を心がけてい
ます。これからも宜しく。

いつも指先のあかぎれが当たり前にで
きていました。とくに親指の先はよく切れ
てしまって…。それが深醇浸層オイルを
使い出してから2ヶ月くらい経った頃に
「あ、切れてない」と気付きました。肌荒
れもおさまり、ダブルのうれしさでした！
これはずっと使うべきですね！
もう、あかぎれがこわくありません！

友人から深醇浸層オイルをいただいたの
がきっかけで使い始めました。ひと月もた
たないうちに目の下のシワがわかりにく
くなり、肌が明るい感じに見える様にな
りました。化粧水、乳液も手頃な価格なの
で現在使用中のメーカーから変え
てみようかなと思案中です。

4年間ずっとオイルをご愛用いただき、お葉書にて
ご感想やオイルの新しい使い方を送ってくださる森下様。
電話インタビューでは「深醇浸層オイルを
使ったキレイのキープ方法」を教えて
いただきました!

USER'S VOICE ユーザーボイス

ピュアセサミストを
ご紹介します！

コスメ係が推薦
コスメ係
推薦文
コスメ係
推薦文

　もともと乾燥肌で皮膚が弱く、悩んでいました。
そんな中、新聞で目に入ったのがこの深醇浸層オイル
でした。竹本油脂という老舗のごま油の会社に信頼
感があったことと、無添加天然素材のオイルという
ことが決め手になり購入しました。初めて深醇浸層
オイルをつけたときには、本当に驚きました。スーッと
肌に染み込んで、1日中肌がしっとりとして！このオイル
に出会ってから朝・夕のケアに必ず使っています。

朝は少し控えめに、夜はたっぷりとつけてマッサージ
することで、悩んでいた乾燥肌が解消され、小じわも
なくなってきたんです。さらにもう1プッシュ足して首、
腕のケアにも使っています。首、腕は肌の露出が
あり、ダメージを受けやすいですが、オイルをつけて
マッサージするとつるつるのお肌になりますよ。おかげ
で友達にも「肌がキレイ！」と言われるんです。キレイ
の秘訣を教えると、「え！ごま油を顔に塗るの！？」と
驚かれますが。（笑）
　これからも大好きな音楽や映画の観賞へ楽しく
お出かけするためにも、キレイをキープ
し続けたいと思っています。竹本油脂
さん、今後ともよろしくお願いしますね。

2020年 冬のピュアセサミスト

森下 和子 さま
74歳　使用歴4年

こうして出来上がったオイルはひと瓶
ひと瓶大事に詰められて、皆様のもと
へと届けられます。

深醇浸層オイルには「お客様のお肌がよりキレイ
になる」ためのこだわりがたくさん詰まっている
ことを改めて実感…！これからもこのこだわりを
守り続け、良い商品を皆様にお届けできるよう、
がんばります。

深醇浸層オイル製造工場を、コスメ係の新入り小林が見学！
製造担当の岩﨑さんにオイルのこだわりを聞いてきました！ 製造担当／岩﨑敬太さ

ん

精製前後のオイル

選別工程の主な二つの手法

小林　選別工程がいくつも
あるんですね！
岩﨑　そうなんです。オイル
にした時に不純物が入ると、
臭いも埃っぽくなってしまうので、異物の混入を

完全にゼロにするために複数の工程が必要なんです。

選 別
ゴマ

金属

磁石

石など
重い

物

エアの
吸引

ゴマ

エアの吸引によりゴマが浮き上がり
下へ、振動により重いものが上へ。

ベルト上をゴマが流れ、ゴマはそのまま
飛ばされ、金属は磁石に引っ張られ下へ。

比重
選別

磁力
選別

岩﨑　原料のゴマは主
にアフリカで栽培され、
年に4万トン以上、海外
から竹本油脂へと輸入
されています。

小林　国産ゴマは使用しないんですか？

岩﨑　国産ゴマは1年にわずか200トンしか栽培
されていないんです。そのため、社員が直接海外

の畑に出向き、高品質なゴマを買い付けています。さら
に、深醇浸層オイルに使用するゴマには500項目もの
品質検査項目を設け、それをクリアしたゴマだけを原料と
しているんですよ。

ゴマの搬入

精 製
精製前

精製後

お届け

感 想

小林　こうやって少しずつオイルが出ているんで
すね！でも、この感じだとオイルを搾るのにかなり
時間がかかるんじゃないですか？
岩﨑　そうですね。化学溶剤を使ったオイルの
抽出と比べると、時間もかかり一粒のゴマから
得られるオイルの量も少なくなってしまいます。

でも、肌につけるものということを考えて、化学溶剤は
使っていません。皆様に高品質なオイルをお届けするため
に、圧搾製法へのこだわりはずっと貫き続けます！

圧 搾
特別に

油が出ている
ところを見せて
もらいました！

ペンネーム

E.H.様（愛知県）

ペンネーム

まーやん様（兵庫県）

ペンネーム

かいばあば様（愛知県）

ペンネーム

花子ママ様（奈良県）
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