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気温の変化による
自律神経の乱れに注意

夏バテ解消のカギは
バスタイムにあり！

秋の保湿ケアは
化粧水パックから

欲しいのは、
肌映えするメイク。

COLOR!
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肌に溶け込む
ピンクベージュを
まぶたにひと塗り

アイホール全体にアイカラー 030
をなじませる。下まぶたにも幅広
く塗布して、まずは目元のトーン
アップを。

なじみブラウンは
台形に入れることで
きりりと印象的に

　

目頭側と目尻側、どちらも上昇的
になるよう台形を意識してアイ
カラー 430 を塗布する。丸くなら
ないように注意！

1
STEP

2
STEP 下まぶたメイクで

すっきり
小顔効果アップ！

　

上下のまつ毛のキワにアイライン
を引き、下まぶたのアイラインを
ぼかすようにアイカラー430をなじ
ませる。

3
STEP 女性らしさは

リップで演出！
ふっくらと重ね塗り

　

まずは輪郭をラフにとるように
塗布し、ティッシュオフ。仕上げ
にもうひと塗りすればふっくら
高発色リップの出来上がり！

4
STEP

つけた瞬間、パッと輝く。
　肌映えポイントメイク登場！

ヴェリタス　
ピュア アイカラー　

各 2,000円（税抜）

ヴェリタス　
ピュア フェイスカラー　

2,400円（税抜）

ヴェリタス
マルチプレイ 
ジェルアイライナー
2,400円（税抜）

表紙メイクテーマ：「WOMEN’s　POWER!」
肌に溶け込む２色のアイカラーは、見せたい骨格に沿って入れることでナチュラルに立体感を演出。

下まぶたにもアイカラーを効かせると、頰が短く見え小顔効果がアップします。
ブラシでていねいに重ね塗りしたリップで女度を上げて、毎日輝く女性にエールを！

Model：大塚まゆり／Photographer：菅沢健治／ Hair：杉浦静（プレステージサロンみその 高坂店）／Make：野中亜子多（クリエ）

ITEMS

ヴェリタス　
メルトグロッシー ルージュ
3,000円（税抜）
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EYE

LIP

COLOR!
つけた瞬間、パッと輝く肌映えカラー誕生

NEW 

030 使用 430 使用

030 + 430 使用

クリエ　ヴェリタス　
ピュア アイカラー
 各 2,000円（税抜）

単色使いでくすみカバー

２色使いで自然に立体感アップ！

2018年 10月 1日 新発売

時間がたっても
落ちにくい！

クリエ　ヴェリタス　
メルト グロッシー ルージュ　　　3,000円（税抜）330

「まぶたのくすみをカバーする
　　　　なめらかフィットアイシャドウ」

塗った直後

3時間後

そんな悩み、ありませんか？
クリエがこの秋提案するのは、難しいテクニックやたくさんの
アイテムを使う必要もない “ 肌を明るく見せる ” メイクアイテム！
トレンドを加味した３色を使って、もっともっとメイクを楽しみましょう！

「肌のくすみが気になってメイクが楽しめない…」

「１本は持っておきたい！
　　　　大人のための高発色レッド」

触れた瞬間にわかる程なめらかな質感のアイシャドウは、まぶ
たにピタッと密着し、パウダーとは思えないフィット感！絶妙に
肌に溶け込むカラーで、気になるまぶたのくすみを自然にカバー
してくれます。ハイライトやシャドウカラーなど、マルチに使え
る色展開は今後も愛用できること間違いなし！

唇をしっかりと保湿するアロエベラ葉エキス配合で縦ジワも目立ちに
くく、ふっくらとした質感を演出できる赤リップ。一度塗りならシアー
な発色、重ねてつけるとこっくりとした深みのあるレッドと、様々な
発色を楽しめるのがこのリップの特徴！色持ちも良いのでなかなか
メイク直しが出来ない日でも安心して使えます。

実際に肌に
乗せると
こんな感じ
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乾 燥

初秋はまだまだ紫外線量が多い季節。
気温・湿度ともに下がりだし、夏の疲れから
体調・肌に変化を起こしやすい季節。

だより

● 肌老化の８０％は紫外線の影響とも言われています。夏のダメージをケアし、
　 そして、秋晴れの紫外線もしっかりとカットしましょう。
● 湿度が下がりだし、乾燥することでインナードライがすすみ、肌表面へダメージが現れやすくなります。
　 高保湿ケアを心がけましょう。
● 体調不良は肌トラブルのもと。体調不良を起こすと身体は健康を優先し、肌まで栄養が行き渡りにくくなります。
 　健康管理も美肌への第一歩です。

夏の強い紫外線や自律神経の乱れから秋は頭皮が乾燥しやすくなります。
砂漠のように乾燥した頭皮では健やかな髪は育たず、抜け毛の原因となります。
最近抜け毛が増えてきたなぁと感じるあなたは、頭皮も秋バテを
起こしているかもしれません。

秋の肌環境

秋の頭皮状態

美容のポイント

秋の体 秋に積極的に摂りたい栄養素

気温 湿度 紫外線

蒸発した水分

皮脂
外的ストレス

柿 焼き芋

みかんの２倍の
ビタミンCで
シミへアプローチ

加熱しても
壊れない栄養分で
コラーゲンを生成

寒暖差により自立神経が乱れ
免疫力が低下する時期。
質のいい睡眠がカギとなります。

秋の肌は化粧水パックとクリームで

化粧水のあとは美白ケアと保湿クリームをお忘れなく！

しっかり保湿のコットンパック
❶ コットンを使って化粧水をお顔全体に均等になじませます
❷ 化粧水を❶で使用したコットンに再度たっぷりと
　 含ませます
❸ コットンを割いて両ほほや乾燥しやすい部分に張り付けます
❹ 5 分以内を目安にパックしましょう

ブランノーブル　
リバイタライズローションRX
160mL  7,000円（税抜）〔医薬部外品〕

カルテ クリニティ　
モイスト ローションⅠ・Ⅱ
140mL 参考価格 1,800円（税抜）

アスタブラン　
Wリフト ローション
140mL 参考価格 3,200円（税抜）
つめ替え用130mL 参考価格 2,800円（税抜）

ダメージ肌
に

夏の肌ダメージを
徹底ケア！

サラッとなのに
しっかり潤う！

エイジング
ケア に

季節の
敏感肌に

M�st�izing C�e

乾燥は肌トラブルの元
！

保湿ケア
すっきりとした晴天が多く、心地の良い風が吹き
適温適度で過ごしやすい秋。
しかし夏の暑い時期から冬の寒い時期へと変化する
気温差が大きな時期でもあります。
自律神経の乱れに注意し、乾燥した空気が体調や肌に
影響を与えないよう、環境に合わせた体調管理と
お手入れを行い、美しい肌を保ちましょう。

● 夏の紫外線の影響で秋の肌は乾燥しやすい状態です。コットンパックをお手入れに取り入れましょう！
クリエ スタッフおすすめ！

コットンパックをすることで
いつもよりたくさんの化粧水
を肌へ補給します。角層の奥
から潤いのある
もっちり肌へ。

季節の変わり目は
肌がなんだか
荒れちゃう… 
いつもの化粧品が
合わない…

アスタブラン
レボリューション ホワイト
30mL 参考価格 7,000円（税抜）
付替用 30ml 参考価格　6,700 円（税抜）

アスタブラン
Ｗ リフト センセーション
30g 参考価格 4,500円（税抜）
付替用 30g 参考価格　4,000 円（税抜）

濃密なうるおいで
ふっくらとハリに
満ちた肌へ。究極の
エイジングケア※1

シミ･ソバカスの原因に
届く、コウジ酸配合！

シワ･たるみをケア
しながら潤いをキープ！

夏を楽しみすぎちゃった!!
そんなあなたには…
進化型アスタキサンチン
ｃｐｘの力で夏のダメージ
を徹底ケア

※1

※1年齢に応じたお手入れのこと 〔医薬部外品〕
〔医薬部外品〕

さっぱり しっとり とてもしっとり しっとり とてもしっとり

2018  Early Autumn

初秋
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湯船に肩までつかると通常の空気に包まれている時より
強い水圧がかかります。全身にかかる水圧は
なんと約 520ｋｇ！！  水圧によるマッサージ効果で
下半身にたまった血液を押し上げ
脚のむくみや疲れをとる作用が期待できます。

血行促進で疲労回復

体内から体臭を抑制

睡眠の質や免疫力向上

水圧によるマッサージ効果でダイエット促進
つの効果

● 頭皮・育毛環境を整える　
● うるおい感のある状態に導く　
● 汚れをすっきりと落とす

スカルプ スパはハリ・コシ・まとまりを与えながら、
あらゆるトラブルから頭皮環境をサポートします！

医薬部外品

医薬部外品

アロマ リラクシングバスで
しっとりミルク風呂

● 油水分を補い乾燥対策
● しっとりなめらかな肌へ
● リラックスする香り

ミルク風呂効果

アウェイク
アロマ リラクシング バス
300ｍL   2,800円（税抜）

アロマ フォーミング 
シャワージェルで泡風呂

● 泡でお風呂の温度が
 　下がりにくい
● 身体が温まりやすく、
 　汗が出やすい
● キメ細かい泡で、
 　身体の汚れを落とす

泡風呂効果

アウェイク
アロマ フォーミング
シャワージェル
300ｍL   2,200円（税抜）

夏バテ解消のカギは  バスタイムにあり！！
シャワーだけでお風呂をすませていませんか？ 秋の頭皮環境

入浴で得られる

4
1
2
3
4 　　　

ボディーソー
プ

　だけじゃ
ない！

あなたはど
っち派？

毛髪の悩み別使用方法
シャンプー
頭皮環境

トリートメント
ハリ・コシ・
ボリューム

ヘアマスク
ツヤ・まとまり

薬用育毛剤
発毛促進

夏の間、顔や身体の紫外線対策やケアはしていても
肌よりも多くの紫外線を浴びている頭皮のケアは
おろそかになっていませんか？　頭皮がダメージを
受けると…  におい、かゆみ、毛髪の傷み、パサつき、
枝毛が増えさらには老けた印象に見えてしまいます。

ボディケア
body care

頭皮ケア
scalp care

におい・ボリュームダウン　　  皮脂や汚れで毛穴がつまる
かゆみ・髪のパサつき・傷み　 　 頭皮の乾燥
抜け毛・ボリュームダウン・傷み 　　 血行不良

こんな悩み
ありませんか？

（左から）

医薬部外品
スカルプ  スパ  薬用シャンプー  
300ｍL  1,800円（税抜）

スカルプ  スパ　薬用ディープバイタル  トリートメント  
300ｍL  1,800円（税抜）

スカルプ  スパ  ディープリペア  ヘアマスク  
250g  1,800円（税抜）

スカルプ  スパ  薬用バイタルショット  
160ｍL  3,400円（税抜）

ボリュームを
出しながらケア

毛先のまとまり
を出しながらケア

ボリューム・
まとまり
両方ケア
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