今月のおすすめ♪
エレジナ クレンジングミルク
お試し一回分：3g
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するりと落として
落とす 健康すっぴん美肌へ導く
保湿クレンジング。

6月号

Skin Care

「うるおい錯覚 」
に気を付けて！
※

スマイルレシピ
今月の商品

プレミアム熟ハヤシ

乳液の処方をヒントにした

※肌表面の皮脂や汗による

6月4日～10日は
「歯と口の健康週間」です

グリコの商品で季節のお料理

クレンジングミルク

キレイな歯に見えても、
実は、
初期むし歯 かも？
※1

POs-Caのはたらき
ポスカ

はたらき

酸性お口をすばやく中性に！

酸性になったお口をすばやく中性に
近づけ、
カルシウムの溶出を抑制します！
はたらき

だ液にカルシウムを補給！

夜

エレジナ クレンジングミルク
はたらき

200 g すずらんの香り
■ご使用方法
ご使用前に手や顔をぬらさずにお使いくださ
い。手のひらに3〜4プッシュ分を取り、肌にや
さしくなじませた後に水またはぬるま湯で洗い
流します。

〈メイク落とし〉

初期むし歯を再結晶化！

だ液に溶けやすい水溶性カルシウムで、 ポスカをかむと※2 、世界で初めて初期
歯に効率的にカルシウムを届けます。 むし歯を再結晶化することが実証されて
います。

【配合成分】水、イソノナン酸イソトリデシル、グリセリン、トリイソステアリン酸Ｐ
ＥＧ−２０グリセリル、
ＤＰＧ、シクロペンタシロキサン、ペンチレングリコール、ポリ
ソルベート６０、フェニルトリメチコン、グリコーゲン、加水分解ヒアルロン酸アルキ
ル（Ｃ１２−１３）グリセリル、マンゴー種子油、サトザクラ花エキス、クダモノトケ
イソウ果実エキス、アスコルビン酸、リンゴ酸、アーチチョーク葉エキス、ヒアル
ロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、スクワラン、フィチン酸、水酸化Ｎａ、（ア
クリレーツ／アクリル酸アルキル（Ｃ１０−３０））クロスポリマー、（アクリル酸ヒド
ロキシエチル／アクリロイルジメチルタウリンＮａ）コポリマー、ヒドロキシエチルセ
ルロース、エチルヘキシルグリセリン、トコフェロール、グリチルレチン酸ステアリル、
カルボマー、エチドロン酸、香料、
ＢＧ、フェノキシエタノール

※1 初期むし歯は、
歯の表面に穴があく一歩手前の状態をさします。※2 20分×3回
（1日）
を2週間摂取

ドライハヤシのタコライス風

《材料（4人分）》

プレミアム熟ハヤシ：1/2箱
たまねぎ：中 1個（200g）
にんじん：中 1/2個
（100g）
牛ひき肉：300g

《作り方》

サラダ油：大さじ1
水：1 3/4カップ（350ml）
ごはん：4皿分
レタス：2枚（100g）

出典：グリコ キッチン（http://gk.glico.jp/index.jsp）

トマト：1個（170g）
ミックスチーズ：60g
ゆで卵：2個（100g）
ピーマン：1個（30g）

❶ たまねぎ、にんじんはみじん切りにします。フライパンにサラダ油を熱し、しんなりするまで炒め、
さらに牛ひき肉を加えて炒めます。

❷ 水を加え、沸騰したらあくを取り、中火で5分煮込みます。
❸ いったん火を止めてから、ルウを入れて溶かし、再び弱火で混ぜながら煮込みます。
❹ レタスはざく切り、トマトは小角切り、ピーマンはみじん切り、ゆで卵は輪切りにします。
❺ 器にご飯を盛り、④のレタスを敷き、ドライハヤシをのせ、④のトマトとミックスチーズを散らし、
④のゆで卵をのせ、④のピーマンを散らします。

ゆううつ

6月は雨が多く一般的には憂鬱な季節なのですが、
私 は意 外と雨 が 好きで 、きっかけは 以 前 旅 行 で

雨の一粒一粒も楽しまなきゃ」と、傘をささずにびしょ

TimeMachine Glico
ポ ス カ

「POs-Ca」は特定保健用食品の認定を受けている商
品で、歯のことを考えて作られているガムです。
これから人生100歳時代といわれ、歯を100年間健康
に保つことには色々な課題があります。特に日本人は

濡れでケロっとしていて、
かっこよくて感動したからです。

予防の意識が低く、むし歯や痛みを発症しない限りは
歯医者さんへ行かない人も多いですね。子どもの頃か
らオーラルケアに関する習慣や教育を人生100歳時代

雨も毎日のお肌のお手入れも、楽しんで、来る夏に
負けないよう、

スキンケアシリーズで

に向けてより推進していくことが大切です。
普段から歯の健康をケアを意識される一歩として、
Glicoは初期むし歯対策ガム
「POs-Ca」
を研究・開発
しています。
長 い 人 生 のうえで 、
「自分の歯」
がきちんと

しっかり肌準 備しましょう！

そろっている方が良い

Ｃコマース部 プロモーション担当
なかかど

なおこ

中門 直子

レタス
レタスは品種によって栄養素が異なり、
ボールのように丸い形状になる玉レタス
の栄養成分にはビタミンやカリウム、カル
シウムなどが含まれます。カリウムはナト
リウムの排泄を促してくれるので、血圧の
維持やむくみ予防にも効果的です。

タイムマシーングリコ

手軽にできるオーラルケア「 POs-Ca」

訪れたロンドンの町の人が「人生は一度きり。今日降った

ポイント

のは間 違いないこと
ですよね。

まち が い がし
さ
難易度 ★☆☆

下記2枚の絵には違うところが1箇所あります。
違いを探してください。
※まちがいさがしの答えは解答集をご覧ください。

気を付けて！その潤いは勘違い？
？

最近肌がベタつきがち…
でも本当は内側は乾いてる？
！
「うるおい錯覚 」
に気を付けて
！

この時期は湿気と皮脂の増加で肌の表面が潤っているように感じやすくなっています。
お肌の保湿は十分ですか？きちんとケアをして肌を守りましょう。

湿度が高いと、皮脂や汗で、肌表面がしっとりしているように感じがちですが…
でもそれは「うるおい錯覚」をしているのかもしれません。
皮脂量が多くなるこの時期は、肌内部の乾燥に気付きにくく、

感じがちですが、実は肌の内側は乾燥している、
「インナードライ」
の場合が多いのです。これが「うるおい錯覚」です。保湿は十分
だと思って保湿ケアを怠ると、乾いた肌は水分を蒸発させない様に、
ますます皮脂を分泌しはじめます。少しずつ増える皮脂の量は、実は
冬の 2 倍にもなります。過剰皮脂と乾燥で、肌トラブルの原因に。

■東京の月別平均湿度

夏

春

3月

冬

ていきます。エアコンや除湿器で湿気対策をする際には、湿度は
60 〜 65％がおすすめです。
湿度が低い環境でも肌のうるおいを保つために、常に保湿ケアを

うるおい錯覚になる原因の一つである、
皮脂の過剰分泌は肌がベタつきやすく
なり、
ホコリなどの汚れもつきやすくなり
ます。
丁寧に洗顔を行いましょう。

point

point

ナイトジェルは

クレンジングは指先でやさしくなじませて

指の腹でマッサージでなじませて

下から上に
持ち上げるように
するのがコツ

※気象庁ホームページより 2019年

うるおい錯覚を起こさない為の
毎日の洗顔

ソープはたっぷり泡立てて

下から上に
らせんを描くように
するのがコツ

「指の腹」
を
使うのがコツ

6月 7月 8月 9月 12月

60％ 81％ 89％ 80％ 79％ 66％
冬春に比べて6月以降は
平均湿度が20％もアップします！

ggエレジナ

gg エレジナ

gg アクティブフェイス
ローション

クレンジングミルク

ナイトジェル
もっと実感したい
を、
な
驚き
の
朝

目もとや口もとは
重ね付けがコツ
gg アクティブフェイス

ら！

室内は心地良くなりますが、下がり過ぎると今度は肌の水分が奪われ

湿度が低い環境でも肌のうるおいを保つ
ためには寝る前にもしっかりと保湿する
事が大切です。寝る前の保湿ケアで
翌朝のうるおいを育みましょう。

クリームは手のひらでやさしく押し込み

ベタつくのに乾燥する肌は「適切な湿度」
と
「保湿」
でケア
ジメジメする日はエアコンや除湿器にたよりがちに。湿度が下がると

肌の乾燥でも皮脂の過剰分泌は進み
ます。
保湿ケアの正しい方法をもう一度
確認して肌トラブルを予防しましょう。

ローションは手のひらでそっとおさえる

冬の2倍の皮脂でべたつく肌でも内側は乾燥しているかも
分が多くて蒸し暑い日は、皮脂や汗で肌表面がしっとりしているように

乾燥する肌には
スペシャルケアをプラス

point

肌トラブルを起こしがちです。

湿気が多い日はお肌もしっとり…と感じていませんか？空気中の水

お手入れの基本は
正しい保湿から

両手いっぱいに
泡立てるのが
コツ

睡眠の質に着目した
サプリメントも
トライしてみて！

クリーム〈エンリッチ〉
コクのあるタイプ

湿度
60〜65%
湿度も
ちょうど快適!

gg アクティブフェイス
クリーム〈モイスト〉
みずみずしいタイプ

ggエレジナ

フェイシャルソープ
※赤い点はクリームを
置く箇所です。

欠かさないことが大切です。

「うるおい錯覚」を起こさないためのスキンケアの鍵は毎日の
「洗顔」
と
「保湿」

の化粧品の推奨量を確認してみてくださいね。
使用感が選べる商品なら、
ベタつく時期はさっぱりタイプに変更するのもおすすめです。
また、
洗浄
力が高く、
保湿成分もしっかり配合されたクレンジング＆洗顔料を選ぶ
ことも大切です。
ミルクタイプのクレンジングなら、
保湿成分も配合され
ているので、肌をやさしくいたわりながら、汚れもしっかり取ることが
できますよ。

クリームには、化粧水で与えた潤いをしっかり逃さないように、
お肌にヴェールを作り蓋をする役目があるので、
毎日きちんとした量を使うことが大切です。
「ベタつきが気になる季節はクリームの量を減らしている」
というお声を聞きますが、

ベタつきが気になる季節は、
化粧水やクリームの量が少なくなりがち
ですが、
量が少ないと保湿効果が十分得られません。
もういちど、
お使い

春夏は、
クリームの量を減らしているという方は要注意！
そんな方は軽やかな使用感のモイストクリームに変えてみることをおすすめします。
お好みの使用感で選んでくださいね。

化粧水と
クリームで
しっかり保湿♪

▼ クリームのタイプは好みに応じてどちらを選んでもOK！ ▼
コクのあるタイプ
・しっかりとコクのある
濃密クリーム
・しっとりとした感触

みずみずしいタイプ

gg アクティブフェイス

クリーム
〈エンリッチ〉
コクのあるタイプ

・ジェルのように
みずみずしいクリーム
・さっぱりとした感触

gg アクティブフェイス

クリーム
〈モイスト〉
みずみずしいタイプ

どちらも年中お使いいただけますが、季節によってクリームの使い分けをされているお客様もいらっしゃいます。肌質やお好みでお選びください。

