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3つのケアで夏の肌を守りましょう！
名前を聞くだけで元気が出てくる花「ひまわり」がお花屋さんを彩る季節になりま
したね。私のおうち時間の楽しみの一つが、毎 週ひとつ、季節の花を飾ることです。
みずみずしい生花の色や香りはキモチを明るくしてくれますよね。でも、夏は花もちが
悪く、切らしてしまうことも…そんなときは、
シルクフラワーを活用して
います。最近は種類も豊富なので、雑貨屋さんなどで、
季節に合ったお気に入りを探すのもおすすめです。
きしもと
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みんなを笑顔にするアイス
スマイルプラス+

新ファミリーアイス＜スマイルプラス＋＞は Glico のロングセラー
アイスをファミリー向けにリサイズ、子どもが” わくわく” して大人も
童心に戻って親子一緒に楽しめるアイテムです。“子供のはじめての
アイス” としてや家族団らんのおやつタイムにもみんなで笑顔に
なれる家族想いのアイスです。
スマイルプラス＋のこだわりは 3 つ！
1 つ目は、カラフルでかわいいスマイルフレンズ（キャラクター）がみなさまのおやつタイムを盛り上げます。
2 つ目は、他のアイスにはない “遊び食べ” のような、あそび心のある商品が楽しめます。
3 つ目は、子供も大人も満足できる、食べやすいミドルサイズのアイスです。
みんなを笑顔にするアイス、スマイルプラス＋で夏のおやつタイムを楽しみませんか？

グリコの商品で季節のお料理

スマイルレシピ
今月の商品

プレミアム熟カレー

なすとトマトのカレー

《材料（4人分）》

プレミアム熟カレー：1/2箱
牛角切り肉：160g
たまねぎ(中)：1個（200g）
なす(中)：2本（120g）

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

トマト(中)：1個（200g）
サラダ油：大さじ1
水：550ml
（2・3/4カップ）
ごはん：4皿分

ポイント
トマト

《作り方》

❶ たまねぎは粗めのみじん切りに、なすはへたを取り輪切りにします。
牛角切り肉を焼き色がつくまで炒め、
①の野菜を加えてさらに炒めます。
❷ 厚手の鍋にサラダ油を熱し、
❸ 水を加えて中火で煮込みます。
❹ いったん火を止め、ルウを加えてよく混ぜます。
❺ 粗めのみじん切りにしたトマトを加え、ひと煮立ちしたらできあがりです。

まち が い がし
さ
難易度 ★☆☆

トマトにはリコピン、β-カロテン（ビタミ
ンA）、ビタミンC・E、カリウムなど栄養
が豊富です。リコピンの抗酸化力はビタ
ミンEの100倍。また、β-カロテンはビタ
ミンAに変わるため、肌にもよいとされて
います。

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。

「防ぐ」紫外線対策と
「落とす」
「補う」
のケアを
セットで夏の肌を守りましょう
紫外線対策＝
「日やけ止めを塗ること」だけではありません。この季節は紫外線を
はじめ、暑さや汗などの肌トラブルの原因になる要素が多くあります。
大切なポイントを押さえたケアをしましょう。

気温も紫外線量も上昇、
一年で一番ケアが必要な季節
梅雨が終わり、気持ちのいい青空が広がるこの時期は、紫外線量

■外出時の紫外線対策

Check!

は一年で一番多く、短時間でもすぐに日やけしてしまいます。しかも、

□ 日やけ止め
□ 帽子・日傘
□ 手袋・腕カバー
□ サングラス・ストール

気温が上がって汗の量が増えるために、
日やけ止めもメイクも崩れがち。
まず第一に日やけ止めを上手に塗って「防ぐ」こと、
そして「落とす」
「補う」のケアをしっかりと行い、夏の肌を守りましょう。

まずはムラなく塗って「防ぐ」その日のうちに汚れを
「落とす」
紫外線対策の基本は日やけ止め。効果を最大限にするためには、 ■うっかり日やけをしがちな箇所
化粧水やクリームでしっかりうるおいを与えてから、正しい量をムラなく
均等に塗ることが大切です。日やけ止めを塗る前にしっかり保湿して

まぶた

おくことで、メイク崩れを防ぐ効果もありますよ。また、日やけ止めは
汗やメイク崩れなどで流れてしまったりするので、2 〜 3 時間ごとに

小鼻のわき

塗り直して効果を保ちましょう。また、崩れたメイクや日やけ止めと、

唇

汗や皮脂が混ざった状態が続くと、肌に負担がかかってしまいます。

はえぎわ
耳

あごの下

その日のうちに汚れを「落とす」ことは肌をトラブルから守る、とても

うなじ

重要なケアです。

夏の肌はうるおい不足かも？
「補う」
も忘れずに
！
夏の肌は、紫外線や冷房にさらされて乾燥しがち。
身体の水分も

■水分補給、保湿ケアをしっかりと

汗をかくことで排出されていきます。
熱中症の
予防にも

外側のケアは化粧水などで保湿ケアを、
内側からも水分を十分に
摂ってうるおいを補ってあげましょう。冷たい飲み物は身体を冷やし

お肌の保湿ケア
には化粧水を
しっかりと

すぎることもあるので、
なるべく常温をおすすめします。
内外からのうるおいケアで、
ダメージをうけやすい夏の肌を守り
ましょう。

ポイントを押さえてしっかり紫外線対策！
紫外線対策、正しく行えていますか？紫外線量が最も多くなってくるこの時期、
おすすめのケアをポイントを押さえてご紹介します。
POINT.

1 防ぐ

・日やけ止めを塗る前に保湿ケア。 ・日やけ止めは正しい量を、
塗り残しの無いようにしっかりと塗って
おきましょう。・こまめに塗り直して日やけ止めの効果を持続。

保湿

外側から守る
防ぐ

うるおす

守る

〈化粧水〉

〈美容クリーム〉

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

さらに守る

〈日中用美容液〉

SPF

50 +
gg アクティブフェイス
ローション

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

PA
++++

ローションとクリームの保湿ケアで肌を整えてから

汗やメイク崩れなどで流れてしまったりするので、

日やけ止めを塗ると、効果を最大限に発揮できます。
日やけ止めを

2〜3時間ごとに塗り直して効果を保ちましょう。

塗る前にしっかり保湿しておくことで、
メイク崩れを防ぐ効果も。

POINT.

2 落とす

gg エレジナ
デイプロテクター

・その日の汚れはその日のうちに落とす。 ・優しく丁寧に洗い流す。
・洗顔後はしっかり保湿をしましょう。
クレンジングミルクは
肌をこすらないように丁寧になじませ、

落とす

洗う

〈メイク落とし〉

〈洗顔せっけん〉

石鹸はしっかり泡立てて丁寧に
洗い流しましょう。
洗顔後はローションとクリームで
保湿ケアを忘れずに。

ggエレジナ
クレンジングミルク

POINT.

3 補う

うるおい
弾力

1日1本を目安にお召し上がりください

・汗や皮脂で肌の乾燥に気付きにくくなっています。
・乾燥ケアは内側と外側から。 ・内側からもうるおいをしっかり補給しましょう。
紫外線を浴びると、肌は乾燥しやすくなり
ます。化粧水などで外側からの保湿を。
またこの時期は汗をかきやすく、
気付かない

4 週間で、肌の水分量がアップ！

うちに身体の内側の水分が失われています。

（％）
15

肌への効果が実証されたコラーゲンを

水 分 量の 変 化 率

〈美容ドリンク〉

ggエレジナ
フェイシャルソープ

活用して、上手にうるおい補給しましょう。

ggヘスペリジン＆コラーゲン 機能性表示食品
届出表示：本品にはモノグルコシルヘスペリジン、魚由来低分
子コラーゲンペプチドが含まれます。 モノグルコシルヘスペリ
ジンには、冷えにより低下した末梢血流を正常に整え、冷えに
よる皮膚表面温度の低下を軽減する機能があることが報告さ
れています。 魚由来低分子コラーゲンペプチドには、肌の水
分量
（潤い）
と弾力性の低下を抑え、肌の健康に役立つ機能
が報告されています。
※魚由来低分子コラーゲンペプチドとは、魚を原料とした平均分子量
が1,000以下になるまで細かく分解されたコラーゲンペプチドのことです。

届出番号E743

●機能性関与成分：モノグルコシルヘスペリジン 178mg、魚
由来低分子コラーゲンペプチド 2,500mg●本品は、事業者
の責任において特定の保健の目的が期待できる旨を表示す
るものとして、消費者庁長官に届出されたものです。
ただし、特
定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受
けたものではありません。●本品は、疾病の診断、治療、予防
を目的としたものではありません。●食生活は、主食、主菜、副
菜を基本に、食事のバランスを。●原材料に含まれるアレル
ギー物質
（28品目中）
：ゼラチン

原材料名：還元水あめ
（国内製造）
、
コラーゲンペプチド、
N-アセチルグルコサミン、
パフィアエキス末／ビタミンＣ、
香料、
糖転移ヘスペリジン、
クエン酸、
甘味料
（アセスルファムK、
スクラロース）
（一部にゼラチンを含む）
、

※商品のパッケージは予告なく変更になることがございます。予めご了承ください。
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■プラセボ
（成分無し） ■魚由来低分子コラーゲンペプチド
平均値±SE

＊＊;p＜0.01

（対象者：35〜55歳の乾燥肌や肌荒れを自覚する女性53人、摂取量2.5g/日）出典：Sugihara F, Inoue N,
Wang X: Clinical eﬀects of ingesting collagen hydrolysate on facial skin properties. Jpn Pharmacol
Ther 2015;43:67-70. 研究レビューの対象となった論文のうち、代表的な1報を事例として提示しています。

