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グリコの商品で季節のお料理

スマイルレシピ

お試し一回分：0.5g
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特集

紫外線を浴びてしまったら、
素早いアフターケアを！

Skin Care

守る

濃密クリームで栄養を与え
美のチカラが湧きあがる
ハリ肌へ。

今月の商品

バランス食堂
いつでも美味い
＜豚なすのだしあんかけの素＞

美容成分をしっかり
閉じ込める

ジェルのような
みずみずしい
タイプ

朝

夜

アクティブフェイスクリーム
〈モイスト〉〈美容クリーム〉 30g 無香料

■ご使用方法
化 粧水の後、大きめのパール1粒 大を指に取
り、少しずつ額・両頬・鼻・あごに置き、指の腹
で顔全体にのばします。

※左からグリコダイレクトショップスタッフ谷川、
中門
（なかかど）
、東
（あずま）

今年の夏は例 年と違った過ごし方をされている
ことと思います 。新しい生 活 様 式のもと不自由な
ところもありますが、今までにできなかったことをする
良い機会です。

今まで知らなかった古い寺社仏閣があったり、古墳
を見つけたりと日々発見があり地 元がさらに好きに
なりました。遠くには出かけづらい昨今ですが、近場
で 面白いものを探 す夏にされては
いかがでしょう。
ふじい

あきひこ

藤井 明彦

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

《材料（3〜4人前）》

バランス食堂いつでも美味い＜豚なすのだしあんかけの素 ＞：1袋
オクラ：14本（110g）
厚揚げ：300g

ポイント

サラダ油：大さじ1

オクラ

《作り方》

❶ オクラのヘタを落とし、がくを軽くそぎ取り塩もみしてから、熱湯で1分半湯がき冷めたら
斜め半分に切っておきます。厚揚げは食べやすいサイズに切ります。

❶ フライパンに油を中火で熱し、厚揚げを2分ほど焼き色がつく程度に炒めます。
❶ オクラを加え1〜2分炒めます。
❶ 火を弱火にしてだしあんかけを加え炒め合わせます。

オクラにはβカロテン（ビタミンＡ）が豊
富で皮膚の健康維持に効果があります。
ぬめりの成分である食物繊維のペクチンは
整腸作用を促し、コレストロールを排出
する作用や便秘を防ぐ効果があると言わ
れています。

タイムマシーングリコ

TimeMachine Glico
夏本番！毎日の栄養と休息に気をつけて
暑さに負けない毎日を。
グリコ パワープロダクションシリーズ

まち が い がし㉓
さ
難易度 ☆☆☆

私は住まいの近くを散 策することを始めました。

物流・お客様担当

【配合成分】水 , ＢＧ, グリセリン ,トリエチルヘキサノイン , ジメチコン , ペンチレ
ングリコール , リンゴ酸ジイソステアリル , ポリメタクリル酸メチル , アラキジルアル
コール , グリコーゲン , α−アルブチン , カプサンチン／カプソルビン , グルコシル
ヘスペリジン , ホスホリルオリゴ糖Ｃａ, 加水分解コラーゲン , 加水分解エラスチン ,
グルコシルセラミド , セラミドＮＰ, セラミドＥＯＰ, セラミドＮＧ, セラミドＡＰ, フィトス
フィンゴシン , ツボクサエキス , 加水分解イナゴマメ種子エキス , シトルスジャバラ
果皮エキス , ウメ果実エキス , オリーブ葉エキス , コウヤマキ枝／葉エキス , センチ
フォリアバラ花エキス , ゴレンシ葉エキス , ヒメフウロエキス , オニイチゴ根エキス ,
ローマカミツレ花エキス , カンゾウ葉エキス , テンニンカ果実エキス , マタタビ果実
エキス , トレハロース , キサンタンガム , ジグリセリン , アラキルグルコシド , ステア
リン酸グリセリル , α−グルカン , ラウロイルグルタミン酸ジ（フィ
トステリル／オクチ
ルドデシル）, グリチルレチン酸ステアリル , ペンタステアリン酸ポリグリセリル−１０,
トコフェロール , ステアロイルラクチレートＮａ, イソステアリン酸 , ポリクオタニウム
−６１, ペンテト酸５Ｎａ, ベタイン , カルボマー , 水酸化Ｋ, カノラ油 , ベヘニルアル
コール , フェノキシエタノール

オクラと厚揚げのあんかけ

今の時期、暑さと湿度で体力を奪われがちですね。
疲れを感じたときは、
よく寝る、
マッサージ、温泉など…
それぞれに対応されていると思います。
身体の根本から元気になるためには、食事などからの
栄養補給が大切なのですが、特に夏は暑さのせいで
食欲が落ち、疲れが溜まってしまう事もあります。
そんなときは、手軽に栄養を補助できるサプリメント、
グリコパワープロダクション
シリーズをおすすめします。
頑張った後の回復におすすめ
なエキストラアミノアシッドを
はじめ、自分のコンディション
にあわせて、選 ぶことができ
ます。睡眠・休養・そして適切
な栄養補給で、酷暑を乗り切
りましょう！
＜エキストラ アミノアシッド＞

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。
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紫外線は、
浴びたあとのケアも大切
ダメージを受けた肌には
すばやくお手入れを

十分に対策をしていても、紫外線を浴びてしまったらアフターケアをすばやく行い、肌を整えてあげましょう。
日やけ後のケアをしっかりすることで、肌を美しく保つことができます。

ケア1 熱を持った肌を「冷やす」
紫外線を浴びてしまうと肌が炎症を起こしてシミの原因に。
まずはほてりを鎮めるために、濡れタオルや保冷剤や氷※1を肌にあてて冷やしましょう。
肌に刺激を与えないように、
こすったり叩いたりしないように気をつけてください。

しっかりと日やけ対策をしているつもりでも、「うっかり」「いつの間にか」
紫外線を浴びてしまうもの。日差しを浴びた後はアフターケアを忘れずに！

point!

すばやいケアほどダメージを抑えられます。

ほてった所にゆっくりと優しく
タオルなどをあてて冷やしていきます。
ほてりを感じなくなるまで
冷やしましょう。

肌へのダメージは紫外線を浴びた後のケアで差がでます

日やけとは、紫外線によって炎症を起こした、軽いやけど状態の
こと。できるだけ早くケアをすることでダメージを抑えられるのは、
やけどのときと同じです。

紫外線を浴びると角層から水分が失われ肌が乾燥してしまいます。
ほてりが鎮まった肌には
すぐにうるおいを補給しましょう。化粧水をたっぷりと使い肌に浸透※2させてクリームでフタをします。
日やけ後の肌は刺激に敏感です。優しく丁寧になじませましょう。

なんか
こげくさくない？

おすすめ

うるおす

直後のケアは「冷やして保湿」弱った肌を早くいたわって

gg アクティブフェイス
ローション

つめたいおしぼり
気持ちいい〜
守る

させるので要注意。ほてりが落ち着いたら、たっぷりの化粧水で
肌に水分を与え、クリームで潤いを保ちます。日やけした肌は乾燥
状態にあるので、いつも以上に保湿が大切になります。「冷やして

〈美容クリーム〉

ゴシゴシ
しないでね

保湿」のアフターケアで、ダメージを最小限に抑えましょう。

ためにゆっくり休んで、からだの中からもアフターケアを。細胞の
ターンオーバーを助ける成長ホルモンは睡眠中に分泌されます。
大切

音楽、
サプリメントを取り入れてみてもいいかもしれませんね。

夏は軽めもおすすめ
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

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

含ませて、額・両頬・鼻・あごの

コットン
5か所にのせて、2〜3分。

をとった後は手のひらでしっかり
プレスして残ったローションを
じっくりなじませてください。

point!

額・両頬・鼻・あごの
5か所に置き、
指の腹で顔全体に広げて
手のひらで優しく押し込む。

眠りはじめの3時間は肌のゴールデンタイムと言われています。睡眠は時間だけではなく、睡眠の質※3も大切です。
質の良い睡眠を取り、紫外線ダメージを受けた肌のケアにつなげましょう。

夏におすすめ

寝る子は育つ！！

肌

はやっ！！

気温や湿度が高く、眠りが浅くなり満足な眠
りをとるのが難しい季節です。眠りに不安を
感じる方は睡眠の質 ※3

睡眠の質※3を
高めるＧＡＢＡを
配合
1日2粒目安

を 高 めるサプリメント

なのは、成長ホルモンがたくさん分泌される、眠りはじめの３時間に
ぐっすり深く眠ること。暑さで寝苦しい夜は、眠りをうながす香りや

下から上に肌を
持ち上げるように
手のひらで、
肌にしっかり
なじませましょう。

ケア3 質の高い「睡眠」

肌のターンオーバーを助ける質の高い睡眠でしっかり修復
紫外線を浴びると、肌もからだも消耗してしまいます。疲れを癒す

コットンにローションをたっぷり

point!

〈化粧水〉

ほてりをしずめましょう。叩いたりこすったりするとダメージを悪化

冷蔵庫に入れておくと、

すぐに冷やせて便利です。

「保湿」
ケア2 しっかり

やってしまったら、
あと始末が大事！

アフターケアまでを含めて、
毎日の紫外線ケアと考えておきたいですね。

紫外線を浴びた後のケアではまず、冷やしたタオルなどで肌の

外出の前にタオルを濡らして

※1 保冷剤や氷を使う際はタオルに包んでください。

紫外線ケアと言えば、まずはお出かけ前の日やけ止めが基本。
でも、
それと同じくらい大切なのが、
日差しを浴びた後のケアなのです。

すばやいアフターケアを！

「gg NEMURI(ジージー

おやすみ
なさい♪

ネムリ）」
がおすすめです。

※2 角層まで ※3 眠りの深さ

ggNEMURI（ジージーネムリ）
〈美容サプリメント〉

機能性表示食品

届出番号E74

届出表示：本品にはγ-アミノ酪酸
（GABA）
が含まれます。
γ-アミノ酪酸
（GABA）
には、睡眠の質
（眠りの深さ）
の改善に役立つ機能があること
が報告されています。
●機能性関与成分：
γ-アミノ酪酸
（GABA）
100mg●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
（27品目中）
：該当なし●疾病に罹患している場合は医師に、
医薬品を服用している場合は医師、
薬剤師に相談してください。
原材料名：大麦乳酸発酵エキスパウダー、
ギャバパウダー、果実抽出
物加工品、
ハーブエキスパウダー
（デキストリン、
どくだみ、
西洋サンザシ、
ローマカミツレ、
ブドウ葉）
／ＨＰＭＣ、微結晶セルロース、
ステアリン酸
カルシウム、微粒酸化ケイ素、
カラメル色素

