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【肌は常に生まれ変わっています】
「基底層」で新しい細胞が作られ、それが皮膚表面に向かって少しずつ
変化しながら押し上げられ、最後にはフケや垢となって剥がれ落ちます。
こうして新しい細胞と古くなった細胞が入れ替わるターンオーバー
（新陳代謝）を繰り返しています。健康な肌の場合約28日周期で行われ
ます。このターンオーバーを繰り返すことで、肌はみずみずしさを保ち潤
い肌をキープします。
中でも角質層は、健康な状態なら15～20％の水分を含んでいます。
肌の潤いを保つ大切な組織なのです。

【肌細胞の酸化=肌がサビていく】
人は呼吸をして酸素・エネルギーを得ますが、このとき必然的に活性酸
素が発生します。活性酸素が増えると細胞は酸化し、老化が進みます。
もともと肌にある抗酸化物質は年齢とともに減少するため、活性酸素
は加齢による酸化（=老化）が進むとともに、紫外線やストレス、皮脂の
酸化などでも増えるため、さまざまな肌トラブルを引き起こします。

お肌を知る 活性酸素を知る

老化の進行皮膚の一番外側にあり、皮膚の
内部を守っています。ターンオ
ーバーを繰り返すことで、肌は
みずみずしさを保ち潤い肌を
キープします。また、シミの原
因となるメラニン色素もスムー
ズに排泄させます。

【潤いがなくなり乾燥】
肌の潤いを保つカギとなる細胞間脂質
（セラミド）が加齢と共に減少し、乾燥が
深刻に。乾燥肌になるとバリア機能が失
われ、敏感になり、化粧水がしみたりとい
う、小さな刺激にも反応してしまいます。

【ターンオーバーの速度が落ちる】
年齢と共にターンオーバーの速度が落
ちて、肌の生まれ変わりがスムーズに行
われなくなるため、角質層は厚くなり、角
質層以下の表皮は薄くなります。肌がく
すむ、硬くなる、乾燥がなかなか改善しな
い、小じわができる、シミができやすくな
る、傷の治りも悪くなるといった状態が
みられます。

【肌のハリ、弾力がなくなる】
コラーゲンは線維のため、生まれ変わる
（ターンオーバーする）ということがあり
ません。その為、真皮の約70％を占める
コラーゲンが、紫外線や加齢によって劣
化・減少すると、肌のハリ・弾力はどんどん
失われ、シワ・たるみの原因となります。

血管、リンパ管、神経、皮脂腺、
汗腺などがあり、汗や皮脂の分
泌・栄養の補給などを行ってい
ます。触覚・痛覚・冷覚などの知
覚神経も分布されています。コ
ラーゲンというたんぱく質から
なる膠原繊維とエラスチンとい
うたんぱく質からなる弾力繊維
の2種類の繊維が網目状に詰
まって、肌の弾力や張りを支え
ています。

脂肪細胞があり、断熱材として
体温を外に逃がさないよう維
持したり、エネルギーを貯蓄す
る働きをします。外からの衝撃
や圧力を和らげるクッションの
働きをしています。
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普通肌
脂性肌
ニキビ肌

乾燥肌
敏感肌

清潔な手のひらに5～6プッシュ取ります。
メイクの量に合わせて、多めに取ります。1
肌の上を滑らせるよう顔全体に
よくなじませます。2
メイクを浮かせるため約20秒置きます。3
水、またはぬるま湯で30回以上すすぎます。4

清潔な手のひらに3～5プッシュ取ります。
※注：泡立てネットを使用の場合は
3プッシュ取り、泡立てます。

石けんの場合は、泡立てネットを使用し、
石けんを泡立てます。

1

肌に負担をかけないよう、泡のクッションで
やさしく洗います。2
水、またはぬるま湯で30回以上
すすぎます。3

セトレ クレンジングジェル 〔洗浄料〕 NET 200g

iアンチエイジング効果

i保湿効果

iシミ・くすみ改善

メイク汚れをしっかり落とし、汚れた空気や
強い紫外線で疲れたお肌をやさしく洗う、
クレンジングジェル。
保湿成分・肌修復成分がやさしくお肌に
働きかけ、お肌のダメージをカバーしながら
洗い上がりにハリとみずみずしさを与えてくれます。

セトレ クリーミーソープ
 〔洗浄料〕 NET 200ml

セトレ マイルドソープ
 〔洗浄料〕 NET 105g

i美白効果

iアンチエイジング効果

i保湿効果

iシミ・くすみ改善

i肌あれ改善

きめ細やかな泡が、美白へのファーストステップ
洗顔は、美白ケアのファーストステップ。

素肌の透明感を引き出すためには、たっぷりの泡を肌の上に広げ、
包み込むようにやさしく洗顔し、肌をクリーンに整えることが大切です。

やわらかな泡立ちで、肌本来の皮脂膜を崩すことなく、水分を
しっかりお肌に残し、余分な皮脂をソフトに洗い流します。

洗　浄 肌機能アップ 栄養を入れる 水分補給 保湿・保護 スペシャルケア

洗　浄 肌機能アップ 栄養を入れる 水分補給 保湿・保護 スペシャルケア

※お肌に合わないときは、ご使用をおやめ下さい。

※お肌に合わないときは、ご使用をおやめ下さい。

メイク汚れを落としながら
乾いたお肌をしっかり保湿

夜のお手入れ

夜のお手入れ

朝のお手入れ
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清潔な手に、４～6プッシュ出し、お顔全体に
まんべんなくのばします。

ウェットコットンを用意します。
（精製水などでコットンを湿らせます。）1
ウェットコットンに、3プッシュ出して
顔全体になじませます。2
全体になじませたら、もう2プッシュ出して
更にパッティングを行います。

週に2～3回はローションパックでしっかり保湿をしましょう。

3

セトレ エクストラリッチエッセンス 〔美容液〕 NET 50ml

セトレ エクストラセラム 〔化粧水〕 NET 150ml

i美白効果
iアンチエイジング効果
iシワ・たるみ改善
i肌あれ改善

i保湿効果
iシミ・くすみ改善
iニキビ改善
i皮脂を抑制

肌細胞の再生メカニズムに着目。
酒粕エキスとイワベンケイ根エキスが、
肌の必要なところに吸収され、真皮の肌密度を
アップさせる美容液。
肌本来の弾力、潤い、なめらかさ、明るさに満ちた
健やかな理想肌を目指します。

乾燥でしぼんだ肌へ瞬時に潤いを行き渡らせ、
内側から弾むようなハリを与える化粧水。
潤い・ハリ不足による頬の毛穴の開きや
キメの乱れを整え、いきいきとした肌本来の
美しさを引き出します。

i美白効果

iアンチエイジング効果

iシワ・たるみ改善

i保湿・保水効果

iシミ・くすみ改善

i肌あれ改善

洗　浄 肌機能アップ 栄養を入れる 水分補給 保湿・保護 スペシャルケア

洗　浄 肌機能アップ 栄養を入れる 水分補給 保湿・保護 スペシャルケア

※お肌に合わないときは、ご使用をおやめ下さい。
※使用途中でポンプを取り外しますとボトル内に空気が入り、
　吐出不良の原因になりますので、取り外しはおやめ下さい。

※お肌に合わないときは、ご使用をおやめ下さい。

「肌力」の再生をサポートし
すこやかな理想肌へ

潤い肌は憧れ美肌へのパスポート

夜のお手入れ朝のお手入れ

夜のお手入れ朝のお手入れ
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清潔な手に、４～6プッシュ出し、お顔全体に
まんべんなくのばします。

清潔な手に、さくらんぼ大の量を取り、
顔全体になじませます。1
トラブルが出やすい目元や口元に、
更にクリームを重ねてつけていきます。2
首やあごまわりのたるみには、
フェイスラインにも更にクリームを重ねて、
あごから耳の後ろへ流します。

3〔ＥＧＦがリフトアップへのカギ〕
人の体内に存在するたんぱく質成分（EGF）配合。
老化により減少したEGFを外部から補給することで、
細胞の再生を促進し、若 し々いお肌へと導きます。

〔乾燥からお肌を守る〕
①天然保湿因子（角質層の水分）の働きを上げる。
②3種類のセラミド保水効果。　③EGFで肌機能アップ。
お肌を潤わせる３つの相乗効果で、乾燥からお肌を守ります。

セトレ エクストラミルク 〔乳液〕 NET 50ml

セトレ リフトアップクリーム 〔クリーム 〕 NET 100g

i美白効果

iアンチエイジング効果

iシワ・たるみ改善

i保湿効果

iシミ・くすみ改善

i肌あれ改善

フェイスラインのゆるみ、肌全体の衰え、
ツヤのなさが気になる肌を、凛とした輝きの
ハリ肌で満たす、リフティングと保湿の乳液。
日中や睡眠中の肌を乾燥などの
外部環境ダメージからガードします。

i美白効果

iアンチエイジング効果

iシワ・たるみ改善

i保湿効果

iシミ・くすみ改善

洗　浄 肌機能アップ 栄養を入れる 水分補給 保湿・保護 スペシャルケア

洗　浄 肌機能アップ 栄養を入れる 水分補給 保湿・保護 スペシャルケア

※お肌に合わないときは、ご使用をおやめ下さい。
※使用途中でポンプを取り外しますとボトル内に空気が入り、
　吐出不良の原因になりますので、取り外しはおやめ下さい。

※お肌に合わないときは、ご使用をおやめ下さい。

肌のゆるみに心地よいリフト感、
凛としたハリ肌へ

「塗るだけでリフトアップする。」
そんな夢のようなクリームがSETREシリーズより誕生。
年齢とともにパワーダウンした肌機能にスイッチを入れます。

保湿効果も抜群のクリームは、しっとり、もちっとしたお肌にしあげ、
乾燥からお肌を守ってくれる優れものです。

夜のお手入れ

夜のお手入れ朝のお手入れ
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