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　久しぶりにお友達と会った時、週末にデートで恋人と会っ

た時、週明けに同僚と顔を会わせた時……。私たちは、相

手の身体全体から溢れ出る雰囲気を読み取って、「あ、なん

か輝いているな」あるいは「なんとなく元気がなさそう」

と感じています。それは、肌の艶や血色、目の輝きや表情、

髪の艶など。そんなところに、その人が持つ、言わば「オー

ラ」を自然と感じているのです。

　年齢を重ねるごとに、生まれつきの目鼻立ちの美しさや、

流行を追ったメイク・ファッションではなく、『幸せオーラ』

に憧れます。潤い溢れる若く輝く美肌、手入れが行き届い

た髪、幸せそうな雰囲気。なぜなら、それらは一日では手

に入らないものですし、何よりもその人の「心映え」から

来るものだからでしょう。

　私は化粧品の開発、そして販売の仕事を始めて10年に

なります。たくさんの方の肌のご相談にお答えしてきて、「キ

レイになる」というのは、決して目鼻立ちやきめ細かな生

まれつきの肌ではない、自分らしい『幸せオーラ顔』にな

ることなんだ！  と思いました。

　なりたいのは『幸せオーラ顔』！  それは一日にしては成

りませんが、この本では最短7日間のステップに絞って、『幸

せオーラ顔』に導く方法をご紹介します。ステップに沿っ

て順番にできればベストですが、好きなところからでもか

まいません。

　『幸せオーラ顔』は、ハッピーを引き寄せてくれます。そ

してさらに美しく……と、私たちを美のスパイラルへと導

いてくれます！  そんな美のスパイラルを呼び込みません

か？

2010年3月吉日

アロマ美容家　加藤理恵

はじめに

年齢を重ねるごとに、生まれ持った美しさや流行を追ったスタイルではなく、

その人自身が放つ『幸せオーラ』に憧れます。

　『幸せオーラ顔』とは、その名の通り、幸せなオーラをまとった顔（表情）のこと。

生まれつきでも限られた人だけの特権でもなく、若くても年を重ねていても、

お金持ちでもそうじゃなくても、誰でもそうなれるチャンスはある！

“幸せの女神”は、私たちがハッピーな気持ちで頑張っている時にこそ、

微笑むのですから。

吹き出物→「どうしたのかな？ ス
トレスをかかえているのかな？」

眉間のシワや下がった口角→
 「不満がいっぱいあるのかな？」
艶のないぼさぼさ髪→
 「おしゃれしたくないのかな？」

全体的に疲れて老けて見える

艶のある肌→「幸せそう！ ストレ
スもなさそう！」

笑顔→「満たされていそう！ ハッ
ピーのおすそわけ欲しいな！」

輝く目→
 「イキイキして楽しそう！」

年齢より若く輝いて見える

誰でも『幸せオーラ顔』になれる
チャンスはあります！

幸せを遠ざける
不幸オーラ顔

ハッピーを呼び込む
幸せオーラ顔

7日後7日前
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『ダブル洗顔で肌の底力アップ！』朝クレンジングを始めよう！.....
朝クレンジングって？　8
クレンジングと洗顔の違い　8
朝の肌は油汚れでいっぱい　9
正しい朝晩のダブル洗顔法　10
朝はぬるま湯洗顔？　11
ダブル洗顔って肌を傷めない？　11

『口角アップ！』3分間マッサージを始めよう！...............................
ふとした時に気づく老け顔　13
口角が下がっていると“悪口が似合う女”に？　13
口角でキマル！ 不幸顔、幸せ顔　14　
口角アップするには？　14
1分間口角アップマッサージ法　15

『透明感アップ』角質ケア～ホームピーリング...............................
角質ケアにはこんな効果が　  16
肌に合ったピーリングを選んで  16
ピーリングジェル　17
AHAによるピーリング　17
ピーリング後の注意点　17

『翌朝ぷるぷる♪』お風呂で簡単ゲルパック！...............................
簡単なのに効果大！なパック　18
お風呂でするゲルパック法　19

『たるみと毛穴の開きを退治！』リフトアップマッサージ.............
あなたのたるみと毛穴の開きをチェック　20
塗るだけではだめ　20
皮膚に記憶させる化粧品の塗り方　21
リフトアップマッサージで効果アップ！　21
3分間「るんるんマッサージ」　22
リンパの流れをスムーズに　25

はじめに　2
誰でも『幸せオーラ顔』になれるチャンスはあります！　3

『ファンデをきれいにのせて毛穴レス♪』
ナチュラルメイクに大切なベース作り...........................................
ベースメイクで美肌力アップ　26
ファンデーション、何使っているの？　26
自分に合ったファンデーションを　27
スポンジは清潔なものを　27
ベースメイクをきれいに仕上げるコツ　28
スポンジのお手入れどうしていますか？　30
スポンジを制する者は、メイクを制する　30

『洋服で美白＆目ヂカラアップ』パーソナルカラーをチェック！......
知らないと損！ 「似合う色」　31
似合う色の美人効果　31
似合わない色の老け具合　32
色を味方につけて『幸せオーラ』美人！　32
簡単パーソナルカラー診断　33
SPRING（春）タイプ　36
SUMMER（夏）タイプ　38
AUTUMN（秋）タイプ　40
WINTER（冬）タイプ　42

『髪ツヤツヤは美肌効果アップ』自宅ヘッドスパ.........................
髪ツヤツヤは美肌効果アップ　49
週に１度の自宅ヘッドスパをおすすめ　49
ヘッドスパの効果　49

『アロマで幸せピンクオーラ』仕上げの運気アップ！.................
ローズは女性にぴったりのアロマ　52
ローズオイルでピンクオーラに！　52
ローズスプレーでピンクオーラ！　53
下着の色はピンクや赤がおすすめ　53

『頭の疲れをその日のうちにリセット！』アロマプチ瞑想...............
意外と簡単！ プチ瞑想　54
アロマプチ瞑想のすすめ　54
一番お気に入り！ ローズのプチ瞑想　55

7日で7歳若くなる7daysステップPart1Part1Part1Part1Part1Part1
1st day マイナス

1歳
マイナス

7歳

マイナス

2歳

マイナス

8歳
マイナス

3歳

マイナス

9歳

マイナス

6歳

マイナス

4歳

マイナス

10歳マイナス

5歳

2nd day

3rd day

4th day

5th day

6th day

9th day

7th day

10th day

8th day
さらにプラスしてマイナス10歳

『幸せオーラ顔』になろう！ 自分を愛する一日　45
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7日で7歳若くなる
7daysステップ

Part1

洗顔で大切なこと　あなたの肌運命は洗顔でキマル　106

化粧品選びで大切なこと　何よりも自分の肌の声を信じること　112

保湿で大切なこと　良質な保湿成分を肌の奥まで浸透させるために　120

UVカットで大切なこと　紫外線のダメージは毎日蓄積され、数年後大きな差に　125　

ヘアケアで大切なこと　肌をきれいに見せる美髪ケア　131

ハンドケアで大切なこと　顔と同じくらい手間をかけて　135

［付録］幸せオーラ！ アロマ選び　140
おわりに　143

体験談
１ 「吹き出物、吹き出物の跡がなくなりました！」美穂さん（27歳）　12
２ 「乾燥も季節の変わり目の肌荒れもなくなりました！」恵子さん（40歳）　63
３ 「毛穴の開き、ぷつぷつが気にならなくなりました！」佳恵さん（36歳）　71
４ 「ローション15プッシュと手鏡チェックで！」麗子さん（32歳）　124

コラム
私のお気に入り①『角質ケア＆ベースメイクアイテム編』　44
　　　　　　　②『アロマ編』　56
　　　　　　　③『食事編』　104

トラブル別スキンケア
　乾燥肌　多くのトラブルと老化を招く、大人肌の大敵　58
　敏感肌　しっかり保湿して肌を守り、バリア機能を正常に　64
　毛穴　タイプを見極め、それぞれに合ったケアを　66
　ニキビ・吹き出物　さっぱりケアだけではきれいにならない大人ニキビ　72
　シワ　最も老けた印象を与えるシワは作らないケアが大切　76
　シミ・くすみ　毎日のコツコツケアで、メラニン工場をストップ！　80
　クマ　血行をよくすることが改善の秘訣　90
　てかり・べたつき　大人肌のてかり・べたつきは“インナードライ肌”かも！　93

季節のスキンケア
　春　不安定な肌状態“ゆらぎ肌”対策　96
　夏　美肌作り、チャンスの季節　98
　秋　夏の疲れを癒し、冬仕度　100
　冬　とにかく保湿！ 歳を取らない冬にする　102

トラブル別・季節のスキンケア

きれいのための基礎講座

Part2

Part3

Part2
トラブル別スキンケア

Part2Part2Part2Part2

Part3
洗顔で大切なこと

Part3Part3Part3Part3
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Part19

７
日
で
７
歳
若
く
な
る
７
d
a
y
s
ス
テ
ッ
プ

　皆さん、夜はクレンジング→洗顔とダ
ブル洗顔をしていると思いますが、私は
ずばり！　朝もクレンジングを行う“朝
クレンジング”をおすすめします！　「朝
はメイクもしてないのになぜクレンジン
グが必要なの？」って思うでしょ？　よ
く聞いてくださいね。朝は“メイク”は
していませんが、前の晩に“メイクと同
じように油分の入ったケア”をしていま
す。朝の肌は油汚れでいっぱい。だから
朝もクレンジングを使ってきれいにする
必要があるのです。これは私の超美肌の
友人から聞いて以来、ずっと真似してい
る方法。肌の透明感が上がりトラブル知
らずになっていくので、お客様にもおす
すめして、今ではたくさんの方が朝クレ
ンジングできれいになられています！

　メイクをしている夜は、油汚れのメイ
クを洗い流すため、“クレンジングで汚
れを溶かし出す”、そして“洗顔料で毛
穴の汚れまでしっかり洗い流す”という
ダブル洗顔をしますよね。　　
　これはクレンジングと洗顔料にそれぞ
れ得意な汚れ、不得意な汚れがあるから
なんです。

＊クレンジング
　油性の汚れ＝メイク・スキンケア・皮
脂を溶かし出すのが得意。これら油性
の汚れは洗顔料では落ちにくいばかり
か毛穴に詰まりやすい。

＊洗顔料（洗顔フォームや石けん）
 古い角質・汗・ほこりなどを落とすの
が得意。

　「朝はメイクしていないからクレンジ
ングは必要ないわ」と私も以前は思って
いました。なので、洗顔フォームを泡立
ててさっと洗い流していただけでした。
でもよく考えてみると、朝の肌も“化粧”
しているのです。つまり、前の晩に塗っ
た乳液やクリームなどのスキンケアの残
骸！　それらは洗顔では落としにくい油
分の汚れなのです。さらに、夜の間に

肌は新陳代謝していますよね？　皮脂を
いっぱい分泌しています。それらも洗顔
では落としにくい油分の汚れです。朝の
クレンジングでこれらをきちんと落とす
ことできれいな肌作りができるんです！
　油分の汚れがきちんと落ちると、たっ
ぷり水分や美容成分が浸透する肌作りが
できます。スキンケアの効果もアップす
るというもの。美肌は洗顔から。つまり、
美肌は朝クレンジングからなのです！

『ダブル洗顔で肌の底力アップ！』
朝クレンジングを始めよう！
洗顔は単に汚れを取るものじゃない。洗顔こそが美肌の土台作り

********************************* ******************************************************1st day マイナス
１歳

朝クレンジングって？

朝の肌は油汚れでいっぱい

クレンジングと洗顔の違い

1st day
2nd day

3rd day
4th day

5th day
6th day

7th day
8th day

9th day
10th day

お湯や洗顔だけだと油分の汚れが毛穴に
残り、化粧品やゲル、美容液を塗っても
美容成分がいまいち浸透しきれない。
→保湿が続かない肌

油分の汚れをすっきり落とすと、化粧水
やゲル、美容液の美容成分が、ぐんぐん
浸透！　メイクのりも抜群！
→保湿が続く肌

朝の肌 クレンジング後の肌

私は“朝クレンジング”をおすすめします！
まずは今日から朝クレンジングを始めてみて
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Part111

７
日
で
７
歳
若
く
な
る
７
d
a
y
s
ス
テ
ッ
プ

　乾燥肌の人で、朝はぬるま湯洗顔だけ
という人、本当に多いのです。でもそう
いう方のほとんどが、「乾燥肌がよくな
りません」「夕方になるとカサカサにな
ります」とおっしゃいます。
　よく考えてみてください。私たちは寝
ている間に“皮脂”という天然の油分を
分泌しています。そして前の晩に、油分
の入った乳液やクリーム、中にはこって
りしたクリームを使っている人もいるこ
とと思います。それらの残骸油分は、残
念ながらぬるま湯だけでは落ちません。
特に毛穴に詰まりやすい油汚れなので
す！　残ったままのところに、朝、ロー
ションを入れても、水分も保湿成分も浸
透しません。浸透しなければ朝はケア“保
水と保湿”をしていないのと同じことに
……。その時はよくても、夕方乾燥して
きてしまいます。
　朝もクレンジングでしっかり油分の汚
れを落とし、保湿成分を浸透させたら、
夕方まできちんと潤いが持続する肌作り
ができます！ 

　ダブル洗顔が肌に悪いと言われている
のは、使うクレンジングや洗顔料が強す
ぎるからなんです。肌に優しいクレンジ
ングと洗顔料を使えば、大切な皮脂は残
したまま、毛穴の詰まりや落とさないと
いけない皮脂・角質だけを落としてくれ
ます。
＊油分が多いクレンジングはNG。新た
に毛穴の詰まりを起こしてしまいま
す。また油分が多いクレンジングは、
洗浄剤（界面活性剤）の配合量も多い
ため、肌を傷めやすいものが多いです。

＊クレンジングした後、すぐに何かつけ
ないといられない！　というごっそり
落とし系はNG。

＊クレンジングは水性のジェル系が優し
いのでおすすめ。

＊保湿成分配合で補うようになっている
ものがより優しい。

①ジェルクレンジングを乾いた手のひら
に適量取ります。

②メイクを落とす要領で、顔全体に手早
くなじませます。

※アイメイクをしている場合は、多めに
取って丁寧に目の周りになじませます。

③洗い流します。
④濡れた手に洗顔料を取り、十分に泡立
てます。

⑤泡で顔全体を優しく包み手早く洗いま
す。

⑥ぬるま湯で十分に洗い流します。

　

＊朝…… 前日のスキンケアの油分や夜の
間に分泌した皮脂をクレンジングで溶
かし出し、きれいに洗い流して美容成
分がぐんぐん浸透する肌作りを！　洗
顔料でくまなく洗い流し、毛穴を引き
締めます。

＊夜…… メイクをしてなくてもUVカッ
トを使っている人は、クレンジングを
使って洗顔をしましょう。これもその
後の美容成分をしっかり浸透させるた
めです。

＊ダブル洗顔をしても、肌に負担が少な
い優しいクレンジング、洗顔料を選び
ましょう。

正しい朝晩のダブル洗顔法

************************************************* ******************************************************

ダブル洗顔って肌を傷めない？朝はぬるま湯洗顔？

→洗顔 P106～111参照
→洗顔 P106～111参照

ダブル洗顔の仕方［朝・夜］ ポイント

注  意

1st day
2nd day

3rd day
4th day

5th day
6th day

7th day
8th day

9th day
10th day


