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あなたの肌タイプは？
の専門家

18歳の時に美容セラピストの資格を取って以来、
私 は 美 容 業 界 で 24 年 間 活 躍 し て い ま す 。
Gatineauのトレーニングマネージャーとして、
私はよくお客様と肌のタイプやニーズについて
話をしますが、お客様自身が自分の肌タイプを
把握してない場合が多いです。
自身の肌のタイプを把握することはかなり基本
的なことですが、加齢や環境に大きく左右され
るので実際に把握することは困難です。

５種類の基本的な肌のタイプ：ノーマル、ドラ
イ、油性、コンビネーション、センシティブ。
しかし、肌の状態は、くすんだ茶色の皮膚、壊
れた毛細血管、脱水、たるみ肌、シミなど、年
齢及び、または環境暴露から発達したものです。
肌のタイプを決定する最も簡単な方法は、起床
後すぐにティッシュで顔を拭き、明るい場所で
鏡に顔を近づけて見てください。



毛穴に黒ずみがありますか？



肌は乾燥していませんか？



壊れた毛細血管による赤みはありませ
んか？



肌はくすんで見えませんか？

油分、水分ともに良いバランスで、問題の
少ない皮膚タイプの1つです。 肌はきれい
に見え、健康的な顔色です。
2. ドライスキンタイプ。

肌が脂っこく光沢があったら、あなたの肌
は油性です。細孔は、拡大し、黒ずみやシ
ミの原因になります。加えて、肌にムラが
できると透明感のない肌に見えます。
4. コンビネーションスキンタイプ
これは最も一般的な肌のタイプで、2つの
異なる肌タイプを持っている場合です。 通
常、T-ゾーン（額、鼻および顎）は、拡大
した毛穴および黒ずみでオイリー肌となる
一方、頬は乾燥敏感肌です。
5. センシティブスキンタイプ

頬、鼻、顎の３か所に注意し、各パーツの特徴
を細かくチェックしてください：
肌表面に輝きはありますか？

1. ノーマルスキンタイプ。

肌が乾燥する場合、最も一般的な特徴は肌
の乾燥です。肌が突っ張り、毛穴がはるか
に細かくなります。治療せずに放置した場
合、乾燥した皮膚が皮膚の発赤や刺激をし
たり、早期のしわにつながります。
3. オイルスキンタイプ。

では、肌のタイプと肌の状態の違
いは何ですか？



5 つの基本的な肌タイプのそれぞれには、
肌タイプを特定させる特徴があります：

このタイプは最も稀なタイプです。 あなた
の肌は半透明に見え、タイトで刺激されま
す。それは発赤、壊れた毛細血管、乾燥す
る傾向となり、極度の熱と冷に反応します。
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AOX PROBIOTICS の内側から
Gatineau専門家によってLucy Vose

MEL ATO G E N I N E

TM

これらの有害な粒子が毛穴よりも20倍小さ
く、皮膚表面に座るだけではありません。
彼らは実際には、大混乱をもたらす皮膚の
より深い層に毛穴に浸透します。

私たちを取り囲んでいる空気は大変汚れていま
す。汚染が惑星にもたらす脅威は十分ではない
ように、大気汚染は太陽の後に皮膚に2番目の
最も有害な侵略者であり、化粧品企業にとって
はホットな話題になっています！

これらの汚染物質は、毒性化学物質を放出
する皮膚に付着しているくすぶったタバコ
のようなものであると考えてください。毒
性化学物質はフリーラジカル（不安定な電
子を持つ不安定な酸素分子）を生成しま
す。これらの分子は、健全な細胞から電子
を奪ってそれを傷つけ、跳ね返る卓球ボー
ルのように働きます。フリーラジカルは、
しわ、皮膚弾力性の喪失、色素沈着傷害、
慢性炎症および皮膚感受性および脱水を含
む、皮膚における複数の内部損傷の経路を
活性化します。
化粧品業界のアンチエイジングリーダーで
あるGatineauは、長年にわたり皮膚の老化
の主な原因を研究してきました。千年紀の
変わり目に、画期的な「Melatogenine™」ス
キンケア製品を発売しました。この高度に
洗練されたコレクションは、臨床的に目に
見えて線やしわを軽減し、若さを復元する
ために、表皮細胞の品質上で動作すること
が証明バイオテクノロジーの「若者の分
子」の発明によって開拓されました。

この毒性のある空気は、大都市や工業地
帯の中や周辺にのみ存在するわけではあ
りません。農村部や都市部も同様に影響
を受けることがあります。屋内や屋外に
かかわらず、日常的に皮膚が露出しま
す。
最近、空気中にあるものだけでなく、そ
れが皮膚に与える真の影響は何ですか？

30 +、すべての肌のタイプ

大気汚染（都市部でさえ）はPM（Particle
Matter）と呼ばれる小さな粒子で構成され
ます。これには二酸化窒素（NO2）、オゾ
ン、ニッケル、多環芳香族炭化水素(PAH)
などの化学物質が含まれます。（PAH
は、石炭、石油、ガソリン、ゴミ、タバ
コ、木材、または他の有機物質を燃やす
ことから放出される100以上の異なる化学
物質のグループです）。それは外の空気
の中だけです。実際、平均的な家の中に
は、料理、コンピュータ、エアコン、ク
リーニング製品、家具などから放出され
る約6万種の化学物質があります。 それは
恐ろしい現実です。

事実：私たちの肌は若いときに皮膚細胞再生のプロセスが最適に動作し、皮膚細胞は、28日
ごとに平均でターンオーバーします。年を取るにつれて、細胞の再生能力が低下し、血液循
環が鈍くなり、皮膚細胞が皮膚の下層から表面に現れるとき、彼らはすでに活力とふくよか
を失っています。その結果、皮膚は、黄ばんだなり、線やしわは皮膚の表面に、より明らか
に現れます。
7

AOX PROBIOTICS の内側から
Gatineau専門家によってLucy Vose

Gatineau’s Melatogenineユース分子は、角質化過程を遅
らせ、皮膚の外側の目に見える層に到達すると、皮膚
細胞の健康と若さを促進することが臨床的に証明され
ています。

それはサーモス・サーモフィルスは、カリフォルニ
アの海藻に由来され、体に必要な抗酸化物質、豊富
なビタミン、ミネラル、タンパク質、アミノ酸、微
量元素など豊富に含まれています。

研究開発の最前線で、Gatineauの科学者は、加速
した老化の主要な原因とこれに関連する他の肌の
問題を発見しようとし続けました。多くの調査の
後、彼らは、皮膚の破壊の主因として、汚染を暴
露しました。次のステップは、皮膚に及ぼす被害
の汚染に対抗する式を生成するために、より複雑
でした。やがって、先手を打って2012年には、
Melatogenine製剤は、100％の物理的および生物学
的皮膚シールドを提供するために、追加の成分を
刷新ました。Melatogenine AOX Probioticsが生ま
れました！この専門家の製剤

スペルト小麦ペプチドは、最古の栽培作物の1
から抽出され、最初の年前の7000と8000の間で
使用されていると考えられています。タンパク
質が豊富で、必須のビタミンと栄養素が詰まっ
ており、皮膚と身体の両方に信じられないほど
抗酸化効果をもたらします。

事実：抗酸化物質はフリーラジカルを中和するよ
うに設計されています。つまり、巨大な破壊を引
き起こすチェーン・リアクションをもたらす可能
性のある細胞レベルで皮膚に浸透するのを防ぎま
す。私たちの体は自分の細胞によって作られた独
自の抗酸化物質を産生しますが、30歳ごろに体は
フリーラジカルを十分に速く排除することができ
ません。この時期はエージングプロセスが加速さ
れるときであります。
старения
ускоряется.
は、化粧品業界における真のブレークスルーにな

りました。最終的には、大気汚染やフリーラジカ
ル攻撃に対する比類のない保護を提供するスキン
ケア範囲を提出することができました。慎重に選
ばれた天然抗酸化物質の利点を生き生きとしたプ
ロバイオティックな科学と合わせることで、私た
ちは、肌の若さを保つ炎症を制限し、皮膚の再生
を最適化することができました。
全ての抗酸化物質が同じぐらいで効果ではありま
せんが、Gatineauは、皮膚への絶対的なシールド
を提供するために、最高品質の抗酸化剤のうちの
2つを慎重に選択しました。
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そしてその技術はそこで止まりません。 年を
重ねるにつれて、皮膚は容易に不均衡になる可
能性があり、多くの外部影響が、成人性座瘡、
酒さ、湿疹および蕁麻疹を含む様々な皮膚状態
を誘発します。Gatineauは、過去数年間、プロ
バイオティクスが健康な腸を復元しバランスを
整えるための補助食品として幅広く使用されて
いるため、LactobacillusをMelatogenine AOXに
加えることでこれらの利点をエミュレートしま
した。この強力なプロバイオティックは、自然
に供給され、皮膚と調和して機能することが証
明されています。それは皮膚の自然な修復能力
を活性化し、コラーゲン、エラスチン、健康な
細胞を回復させ、皮膚の表面に保護ベールを提
供するという自然な過程を促進します。
30歳以上で最初のライン、より深いしわ、顔
のくすみを気付いている場合、そしてあなた
の肌は環境ストレスに苦しんでいる可能性が
高いです。Melatogenine™AOX プロバイオテ
ィクスは、強力なメラトジェニン
（Melatogenine）ユース活性化分子と、汚染に
対する100％アンチエイジング・シールドを提
供する強力な抗酸化剤複合体と、「強壮剤」
と「若者のエリキシル剤」です。加速エージ
ングからあなたの肌を効果的に保護し、ライ
ンとシワを伸ばし、水分を増加させ、皮膚の
表面に健康な平衡を回復させます。

の内側から
Gatineau 専門家によってClaire Cawdell

A GE B E N E F I T
再生, 強化,

TM

回復

あなたが何歳のことではありませんが、あ
なたは何歳か感じることです。それはあな
たの健康、活力、エネルギーによって決定
され、これらのすべては、あなたの肌にも
反映されています。このような競争の激し
いアンチエイジング市場では、その結果を
達成するためにどの製品が適切かを判断す
ることは困難です。毎日のように思われる
市場で新製品が発売され、混乱します。そ
して、閉経後の年齢層に更年期のためのス
キンケアはさらに混乱ます。

再生プロセスを再活性化することを可能に
し、コラーゲンおよびエラスチン線維の合
成を刺激するために、正のメッセージを送
信するハイビスカス抽出物からFIBROREPAIRを使用します。Calcilium（カルシ
ウムとアミノ酸の組み合わせ）を追加した
ことため、表皮と真皮の接合部が強化さ
れ、細胞再生が刺激されます。輝きを促進
し、茶色の斑点を目立たないようにマイク
ロ循環を強化し、ヒアルロン酸は常に保湿
し、しわを取り除きます。追加の快適さと
肌の油の欠乏に対処するために、Gatineau
は最高の快適性と弾力性を提供するシアバ
ターとスウィートアーモンドオイルでドラ
イスキンバージョンを構成しました。

老化は、表皮および真皮の両方で起こり、深い
しわ、堅さの喪失、輝きの欠如、不均一な肌の
質感、脱水およびシミが現れます。れは、時
間、ホルモン、環境的侵略者によるものです。

５0 +、すべての肌のタイプ

Age Benefit™Integral Regenerating Range
は、年を取るにつれて皮膚の健康に重大な
影響を与える「成長因子」を中心とした技
術で内層と外層の両方にダメージを受ける
スキンのため設計されています。Gatineau
はVersailles大学の医学教授Jean-Claude
LeJoliff博士と協力して、皮膚の老化に寄
与する2つの重要な成長因子の活性化を本
質的に正常化するAge Benefit Technologyを
開発しました:

最終的に、老化の徴候を心配している方
は、Age Benefitが最適です。それは肌を強
化し、ラインとシワを最小限に抑え、皮膚
を滑らかにし、肌の輝きを改善します。さ
らに、皮膚の自然な修復機構を強化し、細
胞エネルギーを高めながら、皮膚を保護し
ます。

GEN-CONTROL - アーティチョークエキス
の一種。 アーティチョークは、地中海に
生息する最も古い栽培植物の1つです。医
学研究の間に、それは抗炎症効果を有し、
皮膚の光老化を制御し、成長因子「NFカ
ッパB」を調節する顕著な能力を有するこ
とが判明されました。
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AQUAMEMORY™の内側から
Gatineau 専門家によってClaire Cawdell

水分補給, 保湿

すべての年齢と肌のタイプ

脱水は、不健康で早期に老化する皮膚の主
な原因の1つであり、皮膚の水分補給に影響
を及ぼす多くの外的な要因によって、私た
ちの非常に高い割合が脱水症状を現れるこ
とは疑いありません。まず、脱水と乾燥を
区別することが重要です。なぜなら、これ
は多くの人が混乱してしまうからです。乾
燥は、私たちの皮膚の中にあるオイルの量
に関係していますので、私たちの皮膚に自
然に発生するものです。故に、それは肌の
タイプです。乾いた肌は素早く角質化が起
こりますが、これは肌を乾燥してくすみを
もたらします。重症の場合には、かゆみや
焼けが起こることがあります。一方、脱水
は皮膚の状態であり、皮膚細胞には必要と
される水分がほとんどありません。これは
簡単に治療でき、適切な製品で直すことが
できます。

これらの不思議な成分は一緒に作動し、肌
に三重効果をもたらします：
第一 －SURFACE HYDRATION
ヒアルロン酸は皮膚の表面にすぐに水分を
与えます。毎日新しい成分や流行語がある
ような時代に、ヒアルロン酸は時の試練に
耐えました。私たちの結合組織では全身に
自然に発生し、その50％が皮膚にありま
す。これは私たちの細胞外マトリックス
（私たちの皮膚細胞がある枠組み）の主成
分の一つであり、私たちの皮膚の水分を維
持する上で重要な役割を果たしています。
残念ながら、年齢とともに生産が減速しま
す。水の量を1,000倍以上に保つことができ
ますので、AquaMemory Rangeに追加する
理由がわかりやすいと思います。
第三 - DEEPDOWN HYDRATION
次に、OSMAPORINE技術は深い水分補給
を行います。基本的には細胞内の水をトラ
ップします。この式は水の伝達を助け、成
分は水の伝達を促進する。これらの素晴ら
しい成分が常に私たちの皮膚に水分を与え
ることを意味します。

脱水につながる主な要因は、寒さ、風、低
湿度、中央暖房、空調、太陽、汚染、肌に
あまりにも過酷な製品を使用しているこ
と、その後喫煙、カフェイン、アルコール
を含む。また、ストレスと睡眠不足も脱水
を発します。これらのすべてのものが私た
ちの肌から自然な水分を取り除きます。こ
れは表皮にダメージを与えるだけでなく、
肌を乾燥させ、ときには亀裂やフレークに
つながります。最悪のシナリオでは、下層
を細菌にさらして感染させる可能性もあ
る。最悪のシナリオでは、下層を細菌にさ
らして感染させる可能性もある。

第三 – PROTECTION
最後に、複合体は保護を提供します。それ
は皮膚の自然防御を促進し、早期老化のも
う一つの原因 - フリーラジカルから保護さ
せます。また、抗酸化剤複合体の助けを借
りて皮膚の水分を保持します：抗フリーラ
ジカル剤+ビタミンE 。
十分に保湿された肌には約70％の水分が含
まれます。細胞の内部の三分の二表面上の
三分の一の周りAquamemory範囲は、毎日
この理想的な水分を維持します。

Aquamemory Rangeには、独自の
OSMAPORINEテクノロジー（マイクロアル
ジェと海洋植物由来の活性成分の複合体）
を使用してください。これは、私たちの皮
膚と構造が非常に似ています。藻類はま
た、自らの自然な攻撃的環境の脱水ストレ
ス要因に対して保護する有名な能力のため
に選択されました。追加の成分には、純粋
なヒアルロン酸および抗酸化複合体が含ま
れます。
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の内側から
Gatineau専門家によってLucy Vose

完璧,

純度, 滑らかさ

すべての年齢と肌のタイプ

鏡を見るときにあなたの肌がきれいで完璧
なように見えない理由について疑問に思っ
ていますか？歴史的に不均一な肌の色調
は、スキンケア業界では実際には議論され
ていませんでした。肌のタイプはドライ、
油性、コンビネーション、センシティブそ
してもちろん老化に分類されました！しか
し、技術、Instagramなどの夜明けのため、
完璧な「フィルタ」顔色の欲望は劇的に増
加しています。

すべての肌タイプに適したアンチエイジン
グモイスチャライザーとセラムで、肌を傷
つけないように保護し、内部の損傷を修復
して若々しい肌を回復させ、さらには肌の
色調を改善して 滑らかで、Perfection
Ultimeが細孔を最小限に抑えます。
私が本当に好きなのは、30歳以上のすべて
の肌のタイプに合わせてデザインされてい
るということです。美容クリームは、必要
なたんぱく質（アミノ酸）、栄養素、ビタ
ミン、そして老化した天然の活性成分をす
べて提供するキャビアエキスが豊富で、滑
らかで絹のような画期的なフォーミュラ
で、肌の自然な明るさを元気づけ、再活性
化します。Gatineau Laboratoriesはこの式を
トリペプチド1（皮膚のタンパク質形成を
助ける身体の構成要素であるアミノ酸の排
他的な組み合わせ）と注意深くバランスさ
せています。この2つの組み合わせは、肌
により高品質のコラーゲンを爽快な速度で
提供します。日常的により柔軟で若々しい
肌を目指します。ゼラニウムオイルの独特
な注入は、あなたと空気の間に目に見えな
い遮蔽物を置き、強力な抗酸化物質の保護
を提供します。フリーラジカルが健康な皮
膚細胞の攻撃から守ります。

雑誌に掲載されているモデルや有名人はす
べて私が約束しているフォトショップで
す。美容業界では、その自然に完璧な仕上
がりのために不均一な肌のトーンと質感を
滑らかにする注意を払って始めました。で
は、どのように不均一な肌の色調を定義し
ますか？通常、それはその色がその周囲の
大部分よりも明るくまたはより暗い皮膚の
領域として記述される。暗い部分、または
明るくなった部分は、赤み（毛細血管の破
れ）、開いた細孔の拡大、およびくすみ、
この状態の例である可能性が高いです。
実際にこれらの懸念を引き起こすものにそれを
取り除くことができます。それはすべて私たち
を取り囲んでいる空気に沸きます。Gatineauの
科学者たちは、肌に日光曝露の後大気汚染が2
番目に有害な侵略者であることを発見した最初
の科学者たちでした。そして、この有毒な空気
は、大都市や工業地域の中や周辺で見つかった
だけではありません。農村部や都市部も影響を
受けます。屋内でも屋外でも、危険な帰結を誘
発する可能性があります。今までのように
Gatineauは「不均一な肌の色調」に違ってアプ
ローチし、皮膚の表面に、他の多くのブランド
のように、だけでなく、ソースからの両方の問
題をターゲットにしました。
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の内側から
Gatineau専門家によってLucy Vose

ヒアルロン酸とコットンの抽出物のいく
つかの健康なスクープを追加し、そして
そのエアブラシのガラスのような顔を達
成します。

そして、ビタミンE、タンパク質、カリウ
ム、亜鉛、必須脂肪酸が含まれ、小さくて
も、とても強力なスイートアーモンドエキ
スに来ます。このスーパーパワーオイル
は、皮膚細胞を健康に保つだけでなく、水
分を保持し、酸化ストレスを防ぎ、肌をし
なやかで滑らかに保ちます。

Radiance Energizing Concentrateは、疲れて
鈍い肌を覚醒させます。その生き生きし
た輝きを元に戻すための植物の秘密は、
ジンジャーとコフレの根エキスです。両
方のハーブは、超癒しで最もよく知られ
ており、5000年以上にわたり自然療法と
して広く使用されています。ジンジャー
は、コラーゲン繊維を破壊してしわを発
生させる危険な酵素から保護するコラー
ゲン分解をほぼ完全に阻害する能力のた
め、優れた老化防止特性を有します。こ
のハーブはまた、強力な抗酸化剤として
も機能します。これは、最近、スキンケ
アの不可欠な成分であり、日々の環境へ
の老化を加速させる侵略に対処します。
それは強力な抗炎症化合物を含んでいま
すので、ルートの中にアラントインの天
然源を含むComfrey Rootと同様に、皮膚上
のあらゆるタイプの赤みを目に見える形
で減らすことができます。この驚異の成
分は、肌の水分を増加させるだけでな
く、強力な保護と治癒能力を持っていま
す。

目のために、私の解決策は、コンシーラー
が私の（DefiLift）眼のセラムの上で使用
して、目の輪郭の自然な不完全さを偽装し
て隠すために常に到達することでした。し
かし、私が長年に亘って発見した、チョー
クの式を持つこれらのコンシーラーの多く
は本当に線に沈み、不十分なカバレッジを
提供しながら問題を強調します。
だから、新しいタックをしようとする時で
す。Gatineauの新しいMiracle Eye Contourは
確かに私の美しさの名声ホールにありま
す。それを目の治療に合ったコンシーラー
と考えると、手がかりは名前にあって -そ
れは奇跡の作品です。それは信じられない
ほど結露軽量式です。私は特に気に入って
いるのは、ガティノーの科学者が、目の輪
郭領域に関連するあらゆる問題の懸念に対
処するために、肌を愛する成分を満たしま
した。

の内側から
Gatineau専門家によってLucy Vose

ギンコ・ビロバ、コーンフラワー、アロエ
ベラ、緑茶などの抗酸化物質の包括的なリ
ストから始めましょう。緑茶自体が、科学
者に知られている最も強力な抗酸化物質と
して賞を獲得するべきです。緑茶のEGCG
化合物が、貧しい生活習慣や日光への暴露
や汚染のせいで死んでいる皮膚細胞を実際
に再活性化することが医学的な研究によっ
て確認されています。ポリフェノールを含
んだ緑茶はフリーラジカルと戦い、皮膚の
炎症を軽減します。

もちろん、水分補給部門では決して失望し
ないヒアルロン酸がなかったら、目の治療
は完全ではありません。それはふくよかと
しなやかさを提供する人間の体内で天然多
糖のですが、その存在は、皮膚の老化のと
ともに減少します。Miracle Eye Contourの
色補正技術には、羽ばたきのように見える
が、シャドウだけでなく厄介なラインを隠
すほど耐久性のある光学増白剤が含まれて
います。このアプリケーションは、すぐに
肌にブレンドし、目の輪郭の領域を美しく
し、自然に輝く仕上がりを残す色調整式の
ため、シームレスです。

次に、グレープシードエキスです。グレ
ープは素晴らしいランチタイムのスナッ
クと考えるかもしれませんが、ジュース
が抜き取られると（ワインの奇妙なボト
ルのために）、グレープの種はビタミンC
とEのスーパーソースであり、実際に皮膚
の老化の兆候を軽減します 。続いて、高
麗人参根エキスとビタミンB3の両方が、
しわを減らし、顔色を明るくさせ、さら
には肌のトーンを改善します。

このセラムに、体内で見つかった最も一
般的なミネラルの一つであるマグネシウ
ムを加え、伝統的な中国医学では「美の
鉱物」と呼ばれています。マグネシウム
は「未来の美しさ」として認定され、健
康的な用量は滑らかにし落ち着かせ、肌
細胞に不可欠なエネルギー生産を支援し
ます。
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私が本当に好きなのは、
30歳以上のすべての肌のタイプに合わせてデザイン
Gatineau専門家によってNicola McLeod

リフト, 強化, 輪郭の表明

40＋、すべての肌のタイプ

我々は、すべての「人生は40から始まる」
と言って精通しています…そういうわけ
で、アンチエイジングのための戦いもあり
ます!! 私は今年44歳になりました。正直
言えば、「人生」だけでなく、多くの奇妙
なものも40歳から始まります。私はこれを
認めたくないのですが、私が「若い」カテ
ゴリーから「中年」のグループに卒業した
心の奥底で分かっています... ああ... ウッタ
ーホーロー!!!
それは事実上夜間に起こりました。目の隅
にある小さいしわは、私が何か陽気なこと
を見つけたときに出現し、突然、なくなら
ない激しいしわになりました - そしてそれ
は笑い事なことではありません！私は自分
の年齢に満足しています、そして、素晴ら
しい気分です、私はちょうど健康で、輝く
見栄えがしたいです。
あなたが40歳です。あなたの肌に何が起こ
っていますか。40代のお客様からの最も一
般的な苦情は、皮膚の弛緩です。特に目と
顎の周りの鮮明の喪失です。一度タイトで
トーンがしっかりした肌色は、特徴が薄
く、ラインが深く、明るさが欠如している
ため、緩やかに見え始めています。なぜこ
の年齢で老化プロセスが急速に加速するの
でしょうか？
さて、ほとんどの人が知り得ないかもしれ
ない事がたくさんあります！この年齢で
は、私たちのリンパ系が減速し始めます。
リンパ排液 - 体が毒素を排除する方法 - 肌
をしっかりと維持する私たちのサポート構
造であり、スピードが低下するために、エ
ラスチンファイバーが故障します。
わかりやすい言葉でエラスチンは私たちの
「内部元」のように機能します。若い時、
私たちの体は肌の柔軟性を維持することが
できますよそ40歳後には、皮膚の弾力性が
低下し、構造的な損傷が増し、皮膚が弛緩

女性の他の主要な要因は、ホルモンの大き
な変化です。40代半ばは、エストロゲンな
どのホルモンが切れる時期です。エストロ
ゲンは肌をしっかりと保つ役割を担ってい
ます。それが減少するとき、皮膚がより脆
弱なり、首や胸の周りにたるみ、しわにな
ります。
リンパ腺を支えるファイバーもまた分解
し、特に目や頬の周りに浮腫みが生じま
す。もちろん、多くの他の要因がありま
す。多くの肌の問題の原因となる日焼け
は、皮膚のコラーゲンとエラスチンファイ
バーを分解します。喫煙はコラーゲンを減
らし、肌をしっとりした弾力を保つ水分ジ
ェールを脱水し、肌の深い層が渇きます。
疲れや人生の行き過ぎの徴候が顔に反映さ
れます。長年に渡ってアルコールの飲みす
ぎは血管を開いて、肌にレディーな外観を
与えます。 リストはどんどん続きます....
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の内側から
専門家によって

画期的なスキンケアのリーダーである
Gatineauは85歳です。DefiLift 3D™は、長年
の科学的研究から生まれた製品の系列であ
り、皮膚緩めからリフトに、輪郭を引き締
め、顔色を改善します。小麦、大豆、およ
びトウモロコシから得た植物タンパク質技
術を巧みに使って、これらのタンパク質
は、即時の引き締め効果のために一緒に皮
膚の細胞のメッシュを絞ります。顔のため
に中に吸い込まれてリフトアップするスパ
ンクスのペアのように機能します。

-

-

興味深い事実である…水と一緒、タンパク
質は体の中で最も豊富な物質です。実際
に、すべての水があなたから搾り出された
ら、乾燥重量の半分がタンパク質になりま
す、それは重要な要素です！タンパク質
は、組織修復および新鮮な皮膚の構築に必
要である。すべてのセルは、その生命を維
持するために、タンパク質を必要としま
す。しかも疲れたまたは死んだ細胞に置き
換えるために重要な物質です。筋肉、髪、
爪、肌、および目はすべてタンパク質から
成り立ちます。レベルが低下し始めると
き、肌は本当に苦しみます。DefiLiftは、顔
の形状を引き締め、リフトさせるために、
深い皮膚層にタンパク質の複合体を拡散さ
せます。

カプセル化したヒアルロン酸 - 数千の
小さな水のボンベが皮膚の表面全体に
溢れて表皮に直接水を運ぶと考えてく
ださい。
ビタミン E を効果的にダークスポット
の減少に作用します。
ビタミン F：細胞の再生を活性化しま
す。
マンゴーバター、シアバター、スイー
トアーモンドオイル、ゴマ油） - 栄養
と保護します。マンゴーバターは、抗
酸化物質、ビタミンＡ、Ｅが豊富で
す。また、オメガ 9 の重要な成分が含ま
れています。スーパースキンコンディ
ショニングおよび抗炎症成分である必
須脂肪酸です。

年長の自己に与える最も重要な贈り物
は、特に40年代後自分の肌を守ることで
す。それは皮膚のためのそのような繊細
な時間であり、正しい製品がなければ、
老化プロセスは大規模に加速するでしょ
う。自然はもはやきりっとした顔、目の
リフト、お肌の輝きを作るに投資されて
いませ。その理由で私たちのスキンケア
はもっと利くように必要になります。デ
フィリフトは正確に、スキンケアの「ワ
ンダー」として作動します！

また、すべての強化するエージェントと一
緒でDefiLiftは、肌を落ち着き、保湿する成
分が充填されています。
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剥離の背後にある真実
Gatineau専門家によってNicola McLeod

有毒粒子は、皮膚の表面のダークスポットにつ
ながり、その領域におけるメラニンを増やさせ
ます。このすべては、コラーゲンとエラスチン
を損傷させることによって老化プロセスを加速
するという事実です。これを念頭に置いて、今
ではまともな美容ルーチンは、もはや良いクレ
ンザーとSPFモイスチャライザーに限ることが
できないということは明らかです。肌はスクラ
ブダウンが必要です...剥離する必要がありま
す！これは、私の1つのムストヘブ、'砂漠の島
'の製品にもたらします... ピーリングエキスパ
ートプロ - ラディアンスアンチエイジングゴマ
ージュ！これは間違いなく、ほとんどすぐにし
わの外観を軟化させるためのGatineauの「クイ
ックフィックス」トリックです。マイヒーロー
製品、肌を変換し、瞬時に目に見える結果を与
えます。より多くの光を反射し、肌を明るくす
るために死んだ細胞を除去し、少数のしわの外
観を作成します。それはしわの肌をバフし、ス
ムースし、若々しい肌理をします。

間違いなく素晴らしい肌に秘密がありま
す。美容業界の私の24年間で、すべての
肌のタイプを見てきました。私は頻繁に
人々に彼らの癖についての詳細な質問を
尋ねます。私は、美しい肌の女性は、一
般的に皮膚の世話の良い基本的なステッ
プに従うことを学びました。その女性の
最高の状態で肌を保つ毎日/週を行ういく
つかの簡単なことどうぞ：
最初のものは... 1日2回顔を洗うことで －
特にベッドに行く前に！これにより、1日
のオイル、死んだ細胞の蓄積、古い製品
が取り除かれます。セラピストとして、
これは黄金のルールであり、私たちが教
えている最初のものの一つです。今は、
ますます増え続ける汚染された環境で生
きていることを知ります。目に見えない
空気中に浮遊していることがわかってい
るナノ粒子は、皮膚の表面に付着し、こ
の汚染は皮膚の周りを跳ね返り、皮膚の
繊維に損傷を与えます。これらのナノ粒
子は、コラーゲンの皮の中の穴を突き抜
け、時間をかけてそれを弱めます。

ピーリングエキスパートプロ - ラディアン
スアンチエイジングゴーマージュは、サロ
ンで作成された専門エクスフォライザーで
す。もともとGatineauのセラピストを独占
的に使用するために作られたこの製品は、
最終的にはお客様の要望により小売りライ
ンにアップさせました。有害な顆粒がなけ
れば、肌への影響のために選ばれたエッセ
ンシャルオイルのユニークなブレンドは死
んだ肌に実際に付着し、それを除去し、そ
の下に均等で完璧な肌を洗い出します。正
確に剥離するために作られたので、素晴ら
しい結果が得られます。

現代のメイクはまた、肌の毒素のも一つ
の主要な原因です。それでは、今のメイ
クは、防汚性、防弾、耐水性で汚れのな
い、長持ちするように作られます。これ
は終日の完璧なメイクアップにとってす
ばらしいニュースですが、正しい落とす
ことは必要になります。
古い化粧の日々の汚染粒子および残骸自体は
すべての肌の「隅や割れ目」に提出見つけた
ところ、彼らは深刻な問題を引き起こす可能
性があります。この「ネバネバしたものは」
汚染し、毛穴を詰まらせ、ニキビ、浮腫み、
血行不良によるくすみ、乾燥肌の主な原因と
なることができます。そして、汚染はシミも
誘発します。
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剥離の背後にある真実
Gatineau専門家によってNicola McLeod

柔らかく、滑らかで、健康で、若々しい肌
です。肌にエアブラシ仕上げ... 10分で！肌
をを再生することは、肌の全体的なトーン
と肌理を維持するために不可欠です。

私が持っている時間に応じて、私が変更す
るごとができろ事が好きです。時間がなけ
れば（2和解子供がいて、その可能性が高い
です）、より細かい層を適用し、そのガム
のテクスチャから少し滑りやすいテクスチ
ャに変わるまでそれをマッサージし、その
後柔軟なストロークを使ってそれをバフに
します.. 私は死んだ肌がちょうど落ちて洗い
流されるのを見ているのが大好きです。そ
れは私にとって非常に満足のことです。私
がもっと時間があったら、深いピールのフ
ェイシャルのようにしたい場合は、顔と首
の全面に厚くて均一な層を塗ります（目の
近くではありません）。そして20分ぐらい
休みます。マスクは白から透明に変化しま
す。古い、くすむ細胞が取り除かれ、下に
新しい肌が出てきます。
私はセルフタンな恋人です、そして、私が
剥がす夕方に、私は完璧なアプリケーショ
ンのためにセルフタンを適用します。私は
タンを適用していないとき、私はすべての
顔や目の上に、Méletogénineフューチャープ
ラス・マスクを使用することになり、それ
がベッド行って、マスク浸透させます。私
は寝ながら、「顔の妖精」が彼らの魔法を
動作させます。

製品のエッセンシャルオイルは、本当に重
要な役割もあります。エッセンシャルオイ
ルのブレンドは、完全においしいにおいを
する以外に、メリットの全リストを提供し
ます：
黄色マンダリン：コラーゲンを作り、より
多くのダメージから肌を守るビタミンCが
豊富です。マンダリンでのビタミンCの存
在、内部で消費やスキーに局所的に適用さ
れた場合、両方の肌のための非常に良いで
す。マダリンオイルは皮膚を輝かせ、肌の
色調を大幅に改善します。マンダリンに含
まれる抗酸化物質は、肌を過酷なUVA線か
ら保護し、太陽とフリーラジカルによって
引き起こされる損傷に抵抗する肌を助けま
す。それはしわ＆細かいラインのような老
化の徴候も減らします。
ラベンダー：肌に対するラベンダーオイル
の健康上の利点は、その防腐性および抗真
菌性に属します。これは、にきび、しわ、
乾癬、および他の炎症状態などの様々な皮
膚疾患を治療するために使用されます。

疑いもなく、保湿が最も重要ですが、剥離
されていない皮膚に保湿剤を付けること
は、蓋をはずすことなく水のボトルを飲み
ようとするほど効果的です。蓋を外す必要
があります。死んだくすむ細胞を剥離し
て、そして適用した保湿物は真皮に浸透す
ることができます。

ミントエキス：顔のくすみをリフレッシュ
して変換します。肌を冷やすことで、肌の
循環が良くなり、頬には素敵な新鮮なピン
クを与えます。これは、新鮮な一日の長い
散歩の後の肌を似通ういます。クランベリ
ー、サンフラワー、スウィートアーモン
ド、ホホバの化粧品などの植物成分が含ま
れています。剥離したとそれは柔らかく、
滑らかで、落ち着く、水分で補給されま
す。

あなたが定期的に剥離すると、。より深
く、より速く、より目に見える結果をもた
らします。
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クレンジング –
肌には石鹸がよくないの？
Gatineau専門家によってNicola McLeod

自己告知のスキンケア・ジャンキーとクレ
ンジングのファンティックとして、それは
洗顔料になると、そこから選択することは
洗浄する顔数と一緒です。どのように完璧
な合うクレンジング見つけるのですか？ま
ず最初に、自分の肌を理解する必要があり
ます... クレンザーが私たちのために何をす
る必要がありますか？
私たちの顔は、毎日、風邪や暑さや寒さに
耐えて、環境汚染物質と戦って要素を勇気
づけることから、毎日かなりの分子打撃を
取ります。しかも私たちのほとんどは毎日
メイクアップし、私たちは本当にすべての
これらの顔の危険性を、それを取り除くた
めにも、顔をきれいにする必要がありま
す。効果的に汚れ、メイク、死んだ細胞を
除去することで、新しい皮膚細胞の生産と
容易な移動を促進し、他のスキンケア製品
の活性成分と細胞変化成分をより深く浸透
させることができます。正しい顔のクレン
ザーを選択すれば、あなたの顔は若々しく
健康的な外観を取り戻します。

スキンPHを剥がすことは、乾燥、しっかり
とした発赤を含むあらゆる皮膚障害につな
がります。このオイルバランスの毎日の排
除は、、乾燥した肌が皺やしわになりやす
く、早すぎる老化につながる可能性があり
ます。
この知識により、Jeanne Gatineauと科学者
チームは、1935年に業界初の石けんフリー
クレンザーの開発の先駆者です。彼らは、
洗顔料や石鹸成分をシルク、コットン、ス
イートアーモンドオイルの天然原料のクレ
ンジング抽出物に交換して、洗顔料の革新
を目指し、他のスキンケアブランドが追随
する道を切り開きました。私たちの穏やか
なクレンジングミルクは、今日まで、私た
ちのセラピスト、お客様、そしてマスコミ
から愛されている "アイコニック"製品の一
つです。
シルクには強力な抗酸化物質とアミノ酸が
あり、細胞の修復を助け、細胞再生を促
し、弾力性を向上させます。綿の抽出物は
皮膚バリア機能を改善し、スイートアーモ
ンドオイルはテクスチャが軽くて、簡単に
肌の奥深くまで浸透し、軟化し、毛穴や毛
包に蓄積された汚れを除去します。ダブル
サイドスポンジのフェイシャルクロスで使
用し、肌の泡立たせ、メイクアップのすべ
ての痕跡を取り除かせ、または「スーパ
ー」クレンジングのために、フェイシャル
クレンジングブラシと一緒に使用すること
をお勧めします。特に石けんユーザーの場
合は、お願いがります。。 洗剤を捨てて
ください......。挑戦して変更してくださ
い。強くお勧めします。もうすぐ結果が出
るのを約束します！

私にとって、ソープフリーのクレンザーを使用
したほうがいいと思います。GatineauのGentle
Silk Cleanserは、オイル、汚れ、バクテリア、
製品の日々の蓄積を取り除くための天然成分を
詰め込んだ、最も輝く滑らかで絹のようなコン
ディショニングクレンジングミルクで、最も重
要なのは化学薬品や洗剤を使用せずクレンザー
です。石鹸ベースのクレンザーは、天然の脂質
層を肌の表面からはぎ取り、その保護バリアを
破壊します。
私たちの肌には特定のpH、水とオイルの層があ
り、これは防御シールドとして機能しますが、
石鹸や洗剤を含む製品はこのシールドを剥がし、
肌のバランスを乱すことによって皮膚の問題を
引き起こします。

あなたの肌色はあなたのユニークな選択の
結果ですので、あなたがよく選ぶことが重
要です！
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Jeanne Gatineauの歴史

を作りました» Jeanne Gatineau。

Gatineauは、天然成分と最先端のバイオテ
クノロジーを組み合わせて高度なスキンケ
アラインを作り出しています。美容療法に
根ざしたサロン品質の製品は、さまざまな
美容トリートメントとともに開発され、世
界中のスキンケアの専門家によって使用さ
れています。アンチエイジングを専門とす
る当社の製品は、より若く目に見える結果
をもたらします。

1930年代
Jeanne Gatineauのスキンケア帝国は、謙虚
な始まりに根ざしています。彼女は情熱を
追求するために、パリの女性に美容療法を
提供する美容トリートメント事業を設立し
ました。Jeanne Gatineauは52歳で最初の美
容室をオープンしました。彼女は情熱を共
有しただけでなく、スキンケア製品から女
性が望むものについての知識を開発しまし
た。

私たちのストーリーは80年前に、先見の明
のあるビューティセラピスト、ジャンヌ・
ガティノー（Jeanne Gatineau）とパリで始
まりました。美しさに対する真の情熱を持
つ女性で、女性のための革新的なスキンケ
アソリューションを提供することを目指し
ました。彼女は1932年に初めてのサロンを
開き、アヴァンギャルドなトリートメント
テクニックに付随する自分のスキンケア製
品を開発し始めました。経験豊かな皮膚科
医や生化学者とのコラボレーションを通し
て、彼女はすぐにスキンケアの世界で有名
になりました。Jeanne Gatineau School of
Beautyは、1950年にパリにオープンし、数
千人の学生に専門的なトレーニングを提供
しました。Gatineauのユニークで革新的な
経験の需要がホームケアラインの製品の生
産につながりました。

マダム Jeanne Gatineau 学生と一緒に

1940年代
ジャンヌガティノーはフランス科学者やノ
ーベル賞受賞者アレクシス・キャロルの研
究を勉強し始めました。彼の体細胞の老化
の学識はジャンヌのスキンケアへの科学的
なアプローチに影響を与えました。ジャン
ヌガティノーはスキンケアの製品を生成す
るために、皮膚科医や生化学者と協力始め
ました。
1950年代
1950年にジャンヌガティノーは最初の美容
学校を開設し、そちらで皮膚構造とガティ
ノーの方法を教え、学生とのその時点です
でに非常に豊富な知識をシェアしました。
パリの学校の巨大な成功の後、ブリュッセ
ル、ミラノの学校が開かれました。ジャン
ヌガティノーは、スキンケアの分野の専門
家と協力し続けました。科学者と一緒に新
しい技術や製品が発見されました。スキン
ケア製品の知識を基づいて、皮膚の色を改
善するピーリングが開発されてきました。
この知見をもとにジャンヌガティノーで世
界初の顔面スクラブが作成されました。

長年にわたり、ジャンヌガティノーの画期
的な研究開発が全体美容世界のためのステ
ップなってきました。エキスポレーターと
アルコールフリーのクレンザーとトナーを
開発する世界初の美容院で、女性のニーズ
と期待を前提としたスキンケアブランドと
しての地位を設立しました。

“1932年に、私は最も目が肥えた
女性のために卓越したブランド
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1960年代
1960年までに、ジャンヌガティノー顔の
スキンケアの世界でリーダーとして認め
られました。驚異的な製品を開発し、そ
れで女性の生活を変え、ジャンヌガティ
ノーは、71歳で引退しました。ジャンヌ
の娘さんが美容院を継ぎました。
1970年代
ジャンヌガティノーのスキンケアの知識
は次の世代に伝授さ、彼女の考え方のた
め最初のスクラブが現れ、信じられない
ほどの成功なりました。その後ガティノ
ーブランドは顔色を明るくする製品に注
力し続けました。結局に、ガティノーは
ホウムケアの製品を生産する世界初なっ
てきました。その結果、私たちはカフェ
イン、抗酸化物質、ビタミンE、Fの効果
を発見して導入し、細胞の解毒を促進す
る最初のスキンケアハウスでした。

1990年代
ジャンヌはパリのアパートから始まって、
ビジネスをしっかりとして、1990年代にジ
ャンヌガティノーの名前は世界中認定され
たブランドになってきました。多くの成功
した製品の後、アンチエイジングのアクセ
ントで続けました。レーザーの発見の後け
っこ進歩できました。それは最初の集中的
なアンチエイジング治療として女性の中非
常に人気となってきました。
2000年代
21世紀はMelatogenineラインから始まりま
した。この革新的な製品のラインは若返り
のためフリーラジカルの有害な影響を遮断
し、肌の若々しさを延長するガティノーで
特許取得済みの分子が使用されています。
L’Officiel（フランスのファッションの雑
誌）では、これらの製品は、卓越したとし
て認識されました。Melatogenineラインの
製品は顔のための最高の製品として世界中
の国際的な賞を受けました。

1980年代
1980年代は化粧品研究の本当のブームに
なりました。ガティノーはその研究の最
前線でした。ガティノーでレチノールの
強力なアンチエイジング性質が開かれま
した。

2017年
今日、ジャンヌガティノー値は深く世界中
の女性に根ざし、それは本当の遺産となり
ました。
ガティノーのスキンケア製品は世界中振興
し、顔年齢に関連する問題のブランドの優
位性を支持しています。ジャンヌガティノ
ーの革新的な精神は、80年前と一緒です。
全体ガティノーブランドの製品と色々な有
効成分（70％）の高含有量は、最初の適用
後のインスタント効果を保証します。

1932年に、私は、最も厳しい女性のための先進
な経験でブランドを作成しました。”
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Age Benefit
Age Benefit™は、肌の老化や再生過程を遅らせる最も現代的で効果的な方法です。Age Benefit™は、細胞
間のコミュニケーションを再プログラムするハイテクフェイシャルスキンケア製品で、シワ、肌のたる
み、弾力の喪失、くすみ、シミ・の出現などの加齢関連症状を軽減します。 Age Benefit™製品は、細

Gatineau Age Benefit クリーム

Gatineau Age Benefit ナイトエリキシルUltra
regenerating Night Elixir

胞間コミュニケーションを調節し、皮膚細胞の老化を担う「成長因子」の仕事を正常化しま
す。 Fifro-Repairは細胞再生を刺激します。
Age Benefit Integral Regenerating
Concentrate

Gatineau Age Benefit クリーム すべての肌のタイプ

Age Benefit Gatineauドライスキン向きの包括的な再生する
クリームです。飽和、快適なクリーム。

Age Benefit Gatineau再生するクリームはアンチエイジングフ
ェイシャル ケアです。成熟した肌向き：肌の老化を遅ら
せ、肌の弾力を促進し、肌の輝きを返します。薄く成熟し
た肌を再構築し、強化し、細胞の再生を刺激する。すぐに
皮膚の細胞を満たし、より「ふっくら」させ、皮膚の水分
を調節します。

若返るライン: 細胞間のコミュニケーションの再プログ
ラミング。 50歳以上の女性と男性向きます。Gatineau
のウルトラ回復するセラムは、肌の老化を軽減し、弾
力を促進し、肌の質感を改善し、滑らかになり、肌の
輝きを返します。すぐに皮膚細胞を満たし、より詰め
込みさせ、皮膚の水分を調節します。

30 ｍｌ

値段：

9450 RUB

Gatineau Age Benefit アイクリームIntegral Regenerating

白い、小さな真珠の色合いで、絹のような質感のエマル
ジョン。軽くて快適ですが、表皮のまさに「心」に完全
に浸透します。
Age Benefitテクノロジーと、活性再生成分で補強された
Calcilium™を組み合わせています。スキンリニュー（夜に
活発な特定の成分）
コラーゲン
海ケールの抽出物
セラミド+アボカドオイル。.
年齢：
40+, 45+, 50+
肌のタイプ：
萎える肌
目的：
再生
製品のタイプ：
エリキシル
適用分野：
顔と首
量：
１５ｍｌ
値段：
8050 RUB

年齢:
40+, 45+, 50+
肌のタイプ：
成熟した肌
目的：
再生
製品のタイプ：
クリーム
適用分野：
顔、首、デコルテ
量：
50ｍｌ
値段：
12480 RUB

年齢：
40+, 45+, 50+
肌のタイプ：
萎える肌
目的：
再生、リフト, ホワイトニング
製品のタイプ：
セラム
適用分野：
顔、首、デコルテ
量：

年齢：
40+, 45+, 50+
肌のタイプ：
ドライ
目的：
再生
製品のタイプ：
クリーム
適用分野：
顔
量：
50ｍｌ
値段：
12480 RUB

Active Eclat Gatineau 顔の柔らかいゴマージュActive Eclat Radiance enhancing gommage

肌の色を改善し、爽やかさを与え、肌をなめらかにします。優しく効果的に死んだケラチン化細胞を除去し、肌の色合いをリフレ
ッシュし、輝きを与えます。それは肌のエネルギーを与え、肌理を向上させます。センシティブ＆オイルスキンを含むすべての肌
のタイプに適しています。

アイクリームクリームのキャビアの豪華なエキスは肌に浸透しやすく、軽く絹のような質感を与えます。クリ
ームはすばやく簡単に染み込み、肌を保湿します。キャビアはコラーゲンの自然生産を促進します。キャビア
はビタミンA、B1、B2およびDが豊富です。
年齢：
40+, 45+, 50+
肌のタイプ：
萎える肌
目的：
保湿、若返り、再生、リフト
製品のタイプ：
クリーム
適用分野： 目の周り
量：

１５ｍｌ

値段： 8850 RUB
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年齢：
20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+
肌のタイプ：
混合肌, オイル, すべての肌タイプ
目的：
クレンジング、剥離
製品のタイプ：
ゴマージュ
適用分野: 顔、首、デコルテ
量： 75 ｍｌ
値段：
3900 RUB

Gatineau Aquamemory ジェールクリーム Moisture Replenish Cream-gel
Aquamemory

良い水和皮膚は表面の1/3と内部細胞の約2/3 －70％の水分が含まれています。このバランスは、表皮内の水分を
受けるオスモライトとそれを細胞に送るアクアポリン という分子によって調節されています。GATINEAU（パリ）
は、水分補給または浸透圧バランスを正常レベルに回復・維持するために、オスマポリン独自の技術を開発しまし
た。これは、天然の生息地で脱水ストレスに耐える能力を持つ海藻や海洋植物から得られた活性成分の複合体で
す。
アクアメモリーはすべての肌のタイプ、すべての年齢、男性と女性の肌の保湿要望に応じます。ユニークなテクノ
ロジーは、皮膚内の理想的な水分補給を維持し、正しい浸透圧バランスを提供し、正常な水分維持に貢献します。
乾燥肌用クリーム。毎日フルハイドレーションケア。夏には完璧です。寒い季節には、ナイトクリームとして使用で
きます。

Gatineau Aquamemory 保湿するマスク
Hydration Cream Mask

Gatineau Aquamemory 目の周りの保湿するアプリ
ケータMoisture Replenish Eye Roll-On

年齢：
すべての年齢
肌のタイプ：
ドライ
目的：
保湿
製品のタイプ：
クリーム
適用分野：
顔と首
量：
50 ｍｌ
値段：
5950 RUB

Collagene Expert

Gatineau コラーゲンセラムCollagene Expert
Ultimate Smoothing Serum

GatineauコラーゲンアイコンプレッションCollagene
Expert Smoothing Eye Pads

コラーゲンは3種類のコラーゲンが豊富に含まれており、
若返りと保湿効果があります。スムーズ、モイスチャラ
イズ、リフレッシュ！ 老化の兆候を修正：しわ、くす
み、および疲労の徴候。

モイスチャライジング、スムージングケア。 目の下の老
化と疲労の最初の徴候の現れを軽減します。

脱水症に起因する浮腫みや細かいしわの治療法です。排
水効果は、ローラーのマッサージ作用によって強化され
ます。

水分を補充するマスク。
年齢：
すべてての年齢
肌のタイプ：
ドライ
目的：
保湿
製品のタイプ：
ジェールマスク、マスク
適用分野：
顔
量：
75 ｍｌ
値段：
4490 RUB

年齢：
すべてての年齢
肌のタイプ：
ノーマル
目的：
保湿
製品のタイプ：
アプリケータ
適用分野： 目の周り
量：
15 ｍｌ
値段：
4100 RUB

年齢：
30+, 35+, 40+, 45+, 50+
肌のタイプ：
萎える肌
目的：
保湿、若返り、UV A / B線に対する保護
製品のタイプ：
セラム
適用分野：
顔
量：
30ml
値段： 5970 RUB
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年齢：
20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+, すべての年齢
肌のタイプ： ノーマル
目的：
保護
製品のタイプ： コンプレッション
適用分野：
目の下
量：
1本
値段：
490 RUB

Clear&Perfect
オイルスキンは、炎症（丘疹）とにきび（面皰）の主な原因であり、皮膚表面上に集中輝きが発生し、毛穴を詰ま
らせる皮脂腺の過剰分泌により特徴があります。CLEAR＆PERFECTラインはオイルと混合肌のタイプの人が健康
で、ビロードと滑らかな肌を所有することの喜びを発見することができるように作成されました。科学革新複合体
GATINEAU SRP（毛穴のクレンジング）は、皮脂腺の働きを調節し、毛穴をきれいにします。
クレンジング・収斂効果/効果覿面: 毛穴を開け、クレンジングし、収斂し、刺激を減らします。長期的な措置：皮
脂腺の分泌を低下させる：光沢と皮膚の欠陥を軽減します。角化プロセスを調節します。コラーゲンの構造を強化
し、肌理を改善し、毛穴の拡張を防ぎます。
セルフクレンジング効果：β-ディフェンシンの産生を刺激し、天然の抗菌、皮膚の機能を回復し、炎症を緩和しま
す。皮膚はセルフクレンジングし、、赤みは減少し、皮膚の欠陥は目立たなくなります。肌理が改善されます。
効果覿面：ミネラルパウダーの吸収剤が肌をマットし、純粋なヒアルロン酸が保湿します。オイル光沢と欠陥が排
除されます。肌は柔らかく、きれいで滑らかです。

Defi Lift 3Dt
Gatineau Defi Lift 3Dは、肌のリフト効果を提供し、3次元で支持繊維構造を再生し、天然の弾性及び顔の輪郭を再
現します。時間が経つにつれて、私たちの肌のサポートシステムは弱くなり、肌のハリと弾力性は低下します。顔
の輪郭や肌の弾力性を復元するためGATINEAU（パリ）研究所は3次元で動作するハイテク式のDEFIリフト3Dラ
インの製品を開発しました。
DEFI LIFT 3Dの活性成分：PEPTILIFT - 植物のタンパク質、アーモンドタンパク質（高分子量）、小麦タンパク質
（低分子量）、カプセル化大豆タンパク質（低分子量）の独占的複合体です。 FIXLIFTは独創的な革新的分子です。
天然多糖+ビタミンFの組み合わせです。
強化する複合体：DENSILIFT Fitokin（コムギエキス）+ Raffermin（大豆タンパク質）+ ORGALIFTトウモロコシの
タンパク質. 即時の3Dリフティング効果。タンパク質の助けを借りて3次元で細胞間マイクロセットを形成するこ
とは、即時リフチング効果を強化します。表面張る効果。より深い層における張る効果。強化する効果/ 長時間の
3Dリフティング効果。肌表面上に弾性網からベーが形成されます。長時間リフティング効果を維持します。 3Dリ
フティング効果/リストラクチャリングアクションコンビネーションDENSILIFT + ORGALIFT。コラーゲンとエラ
スチンの産生を刺激します。再編成を促進し、支持繊維の再配分をより容易にし、支持組織の均一性を確保しま
す。追加の皮膚緩和効果：BOTUXIX合成ヘキサペプチド（arguerillin）。しわを伸ばす効果: 皮膚緩和を促進し、
ストレスを和らげます。筋肉の収縮の強さと回数を減らし、顔のしわを軽減します。

Gatineau セラム Clear&Perfect Sebo-Regulating Concentrat

集中的なケアはクレンジングと収斂効果があり、自然の抗菌皮膚反射を回復させ、マットな効果と保湿を与えま
す。
年齢：
すべての年齢
肌のタイプ：
オイル
目的：
クレンジング
製品のタイプ：
セラム
適用分野：
顔
量：
30 ｍｌ
値段：
5100 RUB

Gatineau Defi Lift Perfect Design Performance
Volume Cream

Gatineau首とデコルテのリフティングクリームDefi
Lift 3D Throat&Decollete Lift Cream

外科手術の代替。直ちに顔の特徴が滑らかになり、顔は
目に見えるほどリフトアップされて見えます！日々の肌
は弾力があり、顔はより丸みがあり、鮮明な復元楕円形
です。

強化し、保護し、集中的に保湿し、表皮の弾力性を改善
します。 結果は、肌が柔らかく、目立つほど滑らかでリ
フトアップです。

年齢：
35+, 40+, 45+, 50+
肌のタイプ：
成熟した肌
目的：
若返り
製品タイプ：
クリーム
適用分野：
顔
量：
50 ｍｌ
値段：
10400 RUB
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年齢：
30+
肌のタイプ： 萎える肌
目的：
リフチング
製品のタイプ：
リフチングクリーム
適用分野： 首とデコルテ
量：
50 ｍｌ
値段：
6650 RUB

Gatineau目の周りのリフティングエマルジョンEуe Contour Lift Defi Lift 3D

目の周りの緊張を和らげ、しわや細い線を滑らかにし、目の周りの肌をより弾力的にし、腫れや目の下の暗い円
を減らします。Luxyl（ミネラルパウダー）は、皮膚の輝きの視覚の効果を作り出します。軽くて心地よいテクス
チャーで、エマルジョンを塗布した直後に化粧をつけることができます。
年齢：
30+, 35+
肌のタイプ：
成熟した肌
目的：
リフチング
製品のタイプ：
リフチングエマルジョン
適用分野：
顔、目の周り
量：
15 ｍｌ
値段：
6650 RUB

Cleansers toner

GENTLE SILK TONER LOTION pump-dispenser

Gatineau ローションは、ミルクを使った後に顔のクレンジングを完了するように設計されています。組成物中
のスイートアーモンド抽出物は、肌に絹のような柔らかさを与え、シルク抽出物と組み合わせたアマンジュリ
ンは快適感を与えます。肌は負の外部影響から保護されます。シルキーテクスチャーは、肌を柔らかいベール
で包み、落ち着かせ、剥離や炎症を緩和します。
年齢：
すべての年齢
肌のタイプ：
すべての肌のタイプ
目的：
クレンジング
製品のタイプ：
ローション
適用分野：顔
量：
390 ｍｌ
根案：
3550 RUB

GENTLE EYE MAKE-UP REMOVER
GENTLE SILK TONER LOTION pump-dispenser

Gatineauローションは優しく脂っこいマークなしのアイメイクを削除します。それはすぐにウォータープルー
フマスカラでも削除します。製品は、落ち着かせ、肌の若々しさとハリを保つアロエベラエキスが含まれま
す。緑茶とキュウリの抽出物は皮膚のトーンを滑らかにし、炎症や腫れを和らげ、毒素の排泄を促進します。
Gatineau ローションは、目の周りの乾燥した疲れた肌を助け、より新鮮にし、ダークサークルや刺激を取り除
きます。コンタクトレンズを使用する方にも適しています。
年齢：
すべての年齢
肌のタイプ：
すべての肌のタイプ
目的：
クレンジング
製品のタイプ：
ローション
適用分野： 目
量：
390 ｍｌ
値段：
3550 RUB
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Gatineau穏やかなジェルミルクは、5センシティブ肌からでもメイクアップを清めます。落ち着かせ、和ら
げ、負の影響から保護します。スイートアーモンドとシルクの抽出物は、水分と快適感で満たされています。
然も、当式はウォータープルーフ化粧のインスタントオフを提供します。
年齢：
すべての年齢
肌のタイプ：
すべての肌のタイプ
目的：
クレンジング
製品のタイプ：
ローション
適用分野： 顔
量：
390 ｍｌ
値段：
3550 RUB

Melatogenine

Gatineau マスクMelatogenine

Melatogenine AOX Probioticsは老化の解毒剤です！私たちの肌は毎日構造が破壊されるストレスにさらされます。こ
れは、生態系の侵略と生活様式です。プロバイオティクス（細胞のスーパープロテクション）、抗酸化剤とメラト
ジェニン（細胞の若さの延長）で飽和されるメラトジェニンAOXプロバイオティクスは肌に「細胞結合」を回復さ
せ、表皮細胞の老化を遅らせます。テスト結果：理想的な色の保湿された滑らかで保護された肌が輝きます。 完
璧な肌の基本的なレクリエーション。
Gatineauプロバイオティクスを含む昼夜クリーム
Melatogenine AOX Probiotics

Gatineau セラムMelatogenine Aox Youth
activating beauty serum

Gatineau 目の周りのクリームMelatogenine AOX
Probiotics Essential eye corrector

Melatogenine Futur Plusの顔のしわや目の周りの若返りマ
スクが肌の輝きを与えます。 一晩中適用することがで
きます。

溶けるテクスチャのクリームはしわを伸ばし、実際の
コレクションケアです。一日の完全な快適さの感覚を
作成し、肌の弾力性とトーンを改善します。

明るい快適なクリームは目の周りの輪郭を滑らかにし、
しわを伸ばし、疲労の痕跡を排除し、輝きを復元ます。

年齢：
30+
肌のタイプ：
ノーマル
目的：
若返り
製品の愛ぷ：
クリーム
適用分野：
顔, 首とデコルテ
量：
50 ｍｌ
値段：
8250 RUB

年齢：
30+
肌のタイプ：
ノーマル
目的：
若返り
製品の愛ぷ：
クリーム
適用分野：
目の周り
量：
１５ ｍｌ
値段：
6590 RUB

年齢：
40+
肌のタイプ：
センシティブ
目的：
若返り
製品のタイプ：
マスク
適用分野：
顔/ 目の周り
量：
75 ｍｌ
値段：
5850 RUB

Gatineau 若返りエマルジョン Melatogenine
AOX Probiotics advanced rejuvenating eye
concentrate 18%

ユニバーサルセラムは、長寿の純粋なエリクサーであ
り、顔の特徴を「引き締め」、しわを伸ばし、顔の肌に
「新しい」滑らかで弾力性のある、肌理を与えます。
年齢：
30+, 35+, 40+, 45+, 50+
肌のタイプ：
センシティブ
目的：
若返り
製品のタイプ：
セラム
適用分野：
顔
量：
30 ｍｌ
値段：
8750 RUB

Gatineau Melatogenine Refreshing cleansing
cream

GatineauプロバイオティッククリームMelatogenine AOX Probiotics Plus

GatineauMelatogenine AOX昼夜の若返りクリームは、広範囲の還元成分を含む効果的な救済です。深いし
わとの闘い、ダブダブ肌をリフトし、肌の自然な輝きを回復させます。
年齢：
30+, 35+, 40+, 45+, 50+
肌のタイプ：
しわ
目的：
若返り
製品のタイプ：
クリーム
適用分野：
顔
量：
50 ｍｌ
値段：
9450 RUB
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目の周りの 若返り エマルジ ョンは、組 織に深 く浸 透
し、肌に強力な若返り効果をもたらします。 深いしわ
を伸ばし、疲労の兆候が除去し、肌をリフトします。
前のように目が輝きます。
年齢：
40+
肌のタイプ：
製品の目的：
製品のタイプ：
適用分野：
量：
15 ｍｌ
値段：
7950 RUB

ノーマル
若返り
クリーム
目の周り

優しいクレンジング、保湿。軟らかく、しっとりとした
肌の若々しさを保ちます。 肌は完全にきれいにされ、ク
リームまたはさらなるフェイシャルの適用のために準備
されています。
年齢：
20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+
肌のタイプ： ノーマル
製品の目的：
クレンジング
製品のタイプ：
クリーム
適用運や：
顔
量：
250 ｍｌ
値段：
3850 RUB

Nutriactive

栄養、保湿、肌を守るために作成された製品ライン。肌は柔らかさを取り戻します。 乾燥した肌に栄養を与え、
回復させ、快適感を与えます。活性成分：クランベリー果実および栄養複合体から抽出されたオメガ3-6-9脂肪酸
Gatineau 保護するクリームNutriactive Mediation Rich Cream
カクテルは、細胞代謝、脂質合成および皮膚保護を刺激します。

Perfection Ultime
Gatineau 保湿するファンデーションPerfection Ultime

しっかりとした肌のケア。 肌表面の静電気を中和し、細胞間の接続をより柔軟にします。和らげます。
年齢：
すべての年齢
肌のタイプ：
ドライ
目的：
保護
成員のタイプ：
クリーム
適用分野：
顔
量：
50 ｍｌ
値段：
6350 RUB

深く潤いを与え、肌を守るために特別に作成され、軽くて強烈な保湿するSpf30のクリームです。肌を輝かせます。
ヒアルロン酸とグリセリンは、肌を潤いと快適さとを与え、持続的な保湿をもたらし、しわは減少します。
SPF30は早すぎる老化を加速する有害なUVAおよびUVB線から肌を保護します。3つの透明な色合いがあり、ユニー
クなペプチド複合体、カンゾウ根抽出物、ヒアルロン酸、アルジレリン、ビタミンB3およびSPF 30で飽和されま
す。
あなたの肌は弾力的で滑らかになり、肌色はより明るくなります。
Peeling Expert
GatineauゴマージュPeeling Expert Pro-radiance
anti-aging scrab

Gatineau竹の粒子のスクラブPeeling Expert
Microdermabrasion cream

年齢：
20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+
目的：
保湿、若返り、リフチング、 SPF 30
製品のタイプ：
bb-クリーム, ファンデーション
適用分野：
顔、首
量：
30 ｍｌ
値段：
4450 RUB
Serenite

Serenite Multiprot Cream

くすんだ・疲れた肌のためのアンチエイジングエクスフ
ォリエーションクリーム。肌細胞の循環と再生を改善し
ます。肌は柔らかく、弾力的になります。肌に新鮮な表
情と滑らかな質感を与えます。 すべての肌のタイプに適
しています。メンソールは肌に新鮮な感触を与えます。

ユニバーサル竹の粒子のクリームスクラブ。 肌理を改
善し、回復させます。 細胞の再生を促進します。スム
ーズにして落ち着かせます。肌の死んだ細胞を優しく
剥がします。肌を滑らかにし、爽やかさを与えます。
年齢：
20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+
目的：
剥離
製品のタイプ：
スクラブ
適用分野：
顔、首
量：
75 ｍｌ
値段：
3900 RUB

年齢：
20+, 25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+
肌のタイプ：
すべての肌のタイプ
目的：
クレンジング、若返り
製品のタイプ：
ゴマージュ
適用分野：
顔、
量：
75 ｍｌ
値段：
3900 RUB
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落ち着かせ、自然保護特性を向上させ、肌を守ります。 それは肌に快適さ、柔らかさの感触を与えます。通
常の湿度レベルを維持します。通常の湿度レベルを維持します。 フリーラジカルから保護します。 紫外線か
らの保護。
年齢：
すべての年齢
肌のタイプ：
センシティブ
目的：
保護、UVAおよびUVB線からの保護
製品のタイプ：
クリーム
適用分野：
顔
量：
50 ｍｌ
電断：
6900 RUB

BODY LOTION WITH
BODY
AHA pump-dispenser

Renew7
Renew7 DETOX

Renew7 LASER

24歳以上の女性のためです。すべての肌のタイプに適
したベルガモット、オレンジ、レモン、ジャスミンの
新鮮な香りの優しい緑色のエマルジョン。ストレス肌
（冬、病気、ストレス、睡眠不足、妊娠後）に使用す
ることをお勧めします。

35歳以上の女性と男性のためです。ライラック抽出物含
有量のある集中的なセラムの肌触りは、すべての肌タイ
プに適しています。ボトックス効果 - 模倣シワが減り、
滑らかになります。表皮の幹細胞の産生を刺激し、シワ
が内部から伸ばされます。
7日後、肌老化の目に見える兆候は減少する！
顔色は輝き、肌が滑らかで弾力的なります。肌がははる
かに若く見えます。
有効成分：ビタミンB5、B6、B9、PPと微量元素で豊富に
され、植物成分100％です。ゴマ、ソルガムエキス、ヒア
ルロン酸のタンパク質は、肌のレリーフを滑らかにし、
シワの痕跡を取り除き、顔の肌の密度を高めます。
追加アクション：
- リフティング+マイクロピーリング（ANA）+保湿（ヒ
アルロン酸）
- 再生中の血清 - 集中的なスムージング効果。
医療レーザーの効果に、強力なアンチエイジング効果が
あり、シワが7日間で伸ばされます。
科学的に証明された有効性：
- より滑らかな肌 - 86％
- 肌はより弾力性があり - 80％
- 顔の輪郭が復元され - 73％

効果：
―強力なデットクス
―グロー
その結果、肌はより滑らかでより輝きます。肌はきれ
いにされ、毒素は取り除かれ、肌の色調は整えられま
す。
年齢：
25+, 30+, 35+, 40+, 45+, 50+
目的：
デットクス、若返り、はあの輝き
製品のタイプ：
セラム
適用分野：
顔
量：
15 ｍｌ
値段：
5100 RUB

年齢：
30+, 35+, 40+, 45+, 50+
目的：
ボットクス効果、マイクロピーリング、保湿、若返り、リフ
チングクリーム
製品のタイプ：
セラム
適用分野：
顔、首
量：
15 ｍｌ
値段：
5100 RUB

31

ヒドロキシ酸、植物エキス、エモリエント複合体を含む肌理の細かいGatineauローションは、安易に浸透し、
心地よく気になるベールで体を包みます。当ローションは水分と栄養を補給し、水分バランスを維持し、ネガ
ティブな影響から保護します。
細胞を再生し、セルライトや他の不完全と戦い、死んだ細胞を剥離して白くし、シワの深さを減らします。
アルファヒドロゲン酸はコラーゲンの生成させ、炎症を和らげ、肌の弾力性を改善します。
豊富な組成のため、視覚効果は最初の使用の後に達成され、定期的に使用すると皮膚は滑らかさと弾力性を獲
得します。
年齢：すべての年齢
肌のタイプ：すべての肌のタイプ
目的：
保湿
製品のタイプ： クリーム
適用分野： 体
量： 400 ｍｌ
値段：4700 RUB

Gatineau ハンドクリームVitamina Suractivee Hand Cream

Gatineauハンドクリームは、老化の兆候を矯正します。保湿し、色素の斑点を除去し、弾力性と皮膚のハリを
正常化します。製品の組成には、人工染料、シリコーンおよびパラベンは含まれていません。Gatineau クリー
ムを30日間使用した結果は、皮膚の弾力性が顕著に向上し、2ヶ月後に皮膚が明るくなります。
年齢：
すべての年齢
肌のタイプ：
すべての肌のタイプ
目的：
保湿
製品のタイプ：
クリーム
適用分野：
ハンド
量：
75 ｍｌ
値段：
2090 RUB

