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肌の構造

肌の構造
表皮
表皮とは肌の一番外側にある 0.2mmととても薄い膜です 働きは外部からの異物の侵
入や体内の水分の蒸発を防ぐバリアーとなっています 表皮は角層 顆粒層、有棘層、
基底層の4つから成っており、その大部分を角化細胞とそれが変化したものから構成さ
れています この表皮のトラブルが敏感肌、乾燥肌など多くの原因となって起こります

角層 さらに0.02mmと非常に薄い膜ですが 埃や菌からブロックする働きをもって
います 角層の表面ではたえず汗と皮脂が分泌され 被膜層という弱酸性の
天然クリームを作り 細菌の繁殖を防ぎ 体内の水分の過剰な蒸発を抑えて
乾燥から守り保湿機能により潤いを保ちます

顆粒層 顆粒細胞の層です。光を屈折させて、紫外線から皮膚を守ります。

有棘層 4層の中で最も厚い層です。細胞と細胞の間に、皮膚に栄養を与えるリンパ液
が流れています

基底層 真皮と接着し１０～２０の層の角層細胞が細胞間脂質を挟んでいてケラチンサ
イトから変化した細胞で内部の繊維状のケラチンを大量に含んでいます
基底細胞の分裂により新しいケラチノサイトを作り出す メラノサイト（色
素細胞）がメラニンを合成し日焼けから体を守っています

その他 触覚や免疫機能をつかさどる細胞もあり いくつもの機能で体を守っていま
す



表皮では、絶えず新しい細胞が作られ、28日周期で生まれ変わっていま
す。これをターンオーバー（皮膚の新陳代謝）といいます

基底層で「ケラチノサイト」と呼ばれる有核の表皮細胞が生まれます。
次に 有棘層（ゆうきょくそう）、顆粒層（かりゅうそう）と形を変え
ながら表皮の表面へと押し出されていきます。
そして 細胞核のない角質細胞になります
最後に 角質細胞は角層（角質層）で皮膚を守る役割を果たした後、劣
化して角片（垢やフケ）として剥がれ落ちます

このように細胞が入れ替わる過程がターンオーバーです。ターンオー
バーは通常28日周期です。細胞が角質層（角層）に達するまでが14日、
そして角層で表皮細胞としての役目を果たし剥がれ落ちるまでが14日で
す。

http://www.kaisyou-navi.jp/category4/entry15.html


肌トラブル

乾燥・しわ

原因
紫外線
紫外線A波 コラーゲン エラスチンにダメージ
紫外線B波 表皮細胞にダメージ 炎症などを起こす

水分
エアコン 冷房、暖房など1年を通じて乾燥する
アルコール アルコールは揮発性で水分を蒸発させます 特にニキビ用
やベビー化粧品にはアルコールが多く含まれている事が多く 化粧品の
アルコール分が多い物には注意が必要です

対策
乾燥や炎症に気を付け 水分の補給や一番の対策となります



たるみ
原因
ヒアルロン酸は水分を多く含み 炎症などを抑える働きがあします 加
齢による減少 過度の日焼けなどにより減少します 肌内部のヒアルロ
ン酸が減少することにより水分量が足りず 重量に逆らえず たるみが
起こります

対策
ヒアルロン酸配合の化粧品を使用する
肌深部まで浸透する 低分子の物や肌内部のヒアルロン酸を増やす化粧
品の使用がお勧めです
日焼けにも気を付け 日中の日差しを極力避けるよう 日傘や帽子など
も心掛ける
季節では春から紫外線が増えます 早めの対策 日焼け防止化粧品など
も使ってヒアルロン酸の低下 感想を防ぎましょう



ニキビ吹き出物
原因
ビタミンCの不足
ビタミンCの不足は肌荒れの原因となります
睡眠不足 ストレス
睡眠不足は交感神経が働き 皮脂腺が刺激を受けて皮脂分泌が盛んにな
ります 過剰な分泌により 毛穴のつまりや細菌の繁殖が起こります
ストレスは副腎からストレス抑制をするホルモンが分泌されますが 同
時に男性ホルモンも分泌されます 結果皮脂腺を刺激し 油っぽい肌と
なり ニキビや吹き出物の原因を作ります
食物
油分の多い物 アルコール 刺激物 香辛料は皮脂腺を刺激します
化粧品
洗浄力の強い物 石油系界面活性剤など洗浄力の強い物や香料、防腐剤
が肌に付着したままになると 肌トラブルの原因となります
生理
女性ホルモンである光黄体ホルモンの増加は皮脂腺を刺激します
ストレスや睡眠不足にもなりやすく 生活習慣にも気を付けましょう
乾燥
紫外線やエアコンなどの乾燥による肌トラブルからもニキビや吹き出物
も起こります また乾燥と反対に過度の油分を含んだものにより毛穴の
つまりも同様に肌トラブルの原因となりますので注意が必要です



毛穴
原因
皮脂の過剰分泌
ストレス 睡眠不足

乾燥、紫外線、水分不足
エアコン 紫外線

メイクの汚れ
洗浄不足 刺激が強い化粧品 石油系界面活性剤

加齢や生活習慣

毛穴トラブルの種類
ざらつき 開き 黒ずみ たるみ クスミ

対策
ざらつき 洗顔料を見直す 水分補給
開き びたみんC 生活環境 食事 睡眠
たるみ ビタミンC エイジングケア
クスミ 紫外線対策 保湿ケア



しみ クスミ
原因
紫外線
ニキビや肌トラブル 摩擦など
ストレス 睡眠不足 乾燥
化粧品の見直し
低体温症 冷え

対策
紫外線対策
洗顔料や洗い方を気を付ける 過度の摩擦を避ける
化粧品の見直し 刺激が強い物 石油系界面活性剤や防腐剤 香料
生活環境の改善 睡眠 食事なども
血行促進 タバコ アルコール 冷暖房



肌トラブル
赤身 アトピー性皮膚炎

原因
刺激の強い洗顔料や洗い方
食べ物 甘い物やアルコール タバコは血管の収縮を行うポンプ運動を
する 血管壁が弱まり
血流が鬱血したり 赤みを引き起こしたり 低体温症を起こします

対策
生活環境の改善
睡眠 食べ物 刺激物
化粧品の見直し 刺激を避ける 正しい洗顔

正しい洗顔
過度の摩擦を避け 優しく洗顔 化粧品の刺激物の多い物を避け
肌に優しい物を選ぶ
しっかりと洗い流す事も意識してください
洗顔後はしっかり保湿を行いましょう
過度の油分はクスミの原因や肌トラブルを引き起こします
お肌の状態に合わせて選びましょう
パッティングやコットンも肌の摩擦に繋がります
手で優しくなじませましょう



化粧品かぶれについて

化粧品かぶれについて
症状に気を付けて確認
範囲や時間などをカウンセリングしてください
短時間や部分的であれば 乾燥や体調なども考えられますので大きな問
題はありませんが 長時間や広範囲 または塗布とは別の個所に反応が
出ている場合は アレルギーの可能性が高くなります かぶれの経験が
ある場合は 刺激の強い物、合成物質 石油系界面活性剤 防腐剤 香
料 アルコール分の強い物 洗浄力の強い物は避ける 医師の確認や
パッチテストを行ってください

種類と対策
刺激性接触皮膚炎（かぶれ）
刺激の強い物をされ 低刺激な物で負担をなくす
アレルギー性接触皮膚炎
専門医の診断を受ける 確認 パッチテストなどを行う



化粧品内容成分 基礎知識

OLUOLU 配合成分
ナノコラーゲン
もともと高分子のコラーゲンは肌に浸透しにくく 外部から補う事
は難しいと言え荒れてきました コラーゲンはしみ、しわなど肌の
老化現象改善機能に優れていると言われています

天然ビタミンC
酸化防止剤 抗酸化成分

コンドロイチン硫酸Na
保湿性 弾力 なめらかな感触をもたらす 保湿剤

超低分子ヒアルロン酸
コラーゲンの弾力を維持する為には 水分をたっぷり含んだヒアル
ロン酸が不可欠です アレルギーの方はヒアルロン酸が安心です
更に超低分子にして配合

ナノビオセラミド
肌の水分が逃げないように守る役割をしている また 外部の刺激
から肌を守る 乾燥肌やアトピー肌の方はもともとセラミド画少な
い為 外部からの刺激を受けやすく アレルギー反応を起こしやす
い状態です セラミドは肌の持っている バリア機能を助ける働き
もある為 乾燥肌やアトピー肌の方は肌のケアの為に取り入れる事
がお勧めです

ナノアスタキサンチン
高い抗酸化作用 ビタミンCの6000倍 エイジングケア

コエンザイムQ10
紫外線のダメージ防ぐ シミ対策 美肌対策 しわ 肌のたるみ防
止



肌 現状

女性はいつでも いつまでも美しくいたものですよね
現在世の中には多くの化粧品が溢れています 科学も日進月歩 常に
進化しています

なのに なぜ？
肌のトラブルがなくならないのか？
生活環境や食べ物の変化 エアコンや暖房 アルコールやタバコなど
様々な要因が考えられます
また平成13年4月には規制緩和により それまでは化粧品の中にアレ
ルギーを引き起こす恐れのある成分は全て表示されていました
現在は商品の成分を全て記する事となり それまではお客様が自分に
良くない成分を認識し 商品の選択が出来たいたのに 分かりづらく
なってしまい 自分自身で判断 選択が難しくなってしまいました
多くの化粧品があっても 自分に合ったものが見つからない 結果ト
ラブルも増えてしまった

本当の意味で 個々の商品選びが 問われる時代となっています

私達はお客様の悩み 希望を知り お客様にとって安心安全な物を
お伝えする必要があるのです

化粧品選び
１．お客様の肌を知り 目的に応じた商品選び 弱酸性
２．石油系界面活性剤は避ける
３．札建剤 防腐剤が極力入っていない物を選ぶ
４．旧表示指定成分が出来るだけ少ない物を選ぶ
５．アルコール分がなるべく少ない物を選ぶ
６．必要以上の油分は取らないような物を選ぶ

お客様の美と健康 日々の生き生きとした生活を叶えていきましょう
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