穏やかに、美しく磨きあげて無垢な素肌へ
ダイヤモンド末＊1 配合のクリームゴマージュ

GENOMER FACIAL GOMMAGE
ジェノマー フェイシャルゴマージュ
容量 80g

価格 5,000 円 ( 税込価格 5,500 円 )
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直営店・百貨店

一般的に、
年齢とともに体力が落ちて身体に不調が出てくるように、
肌でも活動サイクルが遅くなり、
不要な角質が表面に留まって様々なエイジングサイン※1 を引き起こすといわ
美容成分の浸透※3 を妨げるため、
十分なスキンケア効果を得られにくくなります。
れています。
古い角質が肌表面に留まると、
くすみ※2 がちになってしまうだけでなく、

しっとりと吸いつくような滑らかな洗いあがり 心まで華やぐスキンケアタイムを
は、
ダイヤモンド末＊1 を配合した上質なクリームゴマージュです。
固くなった古い角質を穏やかにオフし、
クリアな素肌へ整えます。
7 種の保湿
『ジェノマー フェイシャルゴマージュ』
ピーリング特有の乾燥を感じさせない、
滑らかでしっとりと吸いつくような洗いあがりを実現。
やさしくマッサージしながら磨き上げる
成分＊2など豊富な美容成分を配合したクリームが、
ことで、
めぐりのある艶も叶えます。
ジェノマーオリジナルグリーンティーの香りに清涼感のあるミントを加えたグリーンティーモヒートの香り。

肌への働き
ダイヤモンド末*1配合。クリアな素肌に磨き上げるスクラブとクレイ
ダイヤモンド末＊1を含む3 種のスクラブ＊3と2 種のクレイ＊4を配合。
粒径の異なる微細なスクラブが肌の上で転がり、
穏やかに古い角質をオフ
します。
さらに、
ミネラルを豊富に含んだ微細なクレイが汚れを吸着してなめらかな肌に整えます。

うるおいが続く保湿成分「異性化糖」が、“乾かないピーリング”を実現
「ピーリング後は肌が乾燥する」
。
そんな不安を払拭するため、
7 種の保湿成分＊2を配合。NMFと似た組成を持ち、角層のケラチンと結合することでうるおいを実現する
ヒアルロン酸＊6、
セラミド＊7、
リピジュア®＊8などの保湿成分がうるおいを与え、
しっとりと吸い付くような肌に整えます。
「異性化糖」
をはじめ、
コラーゲン＊5、

多彩な美容成分を配合
エイジングサイン※1にアプローチした成分を厳選配合。
■くすみケア成分…ボタンエキス、
ハトムギ種子エキス
（整肌成分）

■クリアケア成分…ダルスエキス
（整肌成分）

■角質柔軟成分…乳酸桿菌 / セイヨウナシ果汁発酵液、
リンゴ酸（整肌成分）

■ハリケア成分…マンダリンオレンジ果皮エキス
（整肌成分）

■なめらかケア成分…アーチチョーク葉エキス
（整肌成分）

【ジェノマー共通 美の遺伝子アプローチ】
肌自らが美しさを目覚めさせる
「プロテロメ＊9」
「
、プロジェライン＊10」
「
、EP-act＊11」
を配合。

使用方法

使用目安

＜朝・夜＞週 1 〜 2 回、洗顔後、適量を手に取り、目元や口元など皮膚の薄い部分は避け、濡れたお顔全体にのばして、

さくらんぼ 1 粒位 / 約 2 〜 3 ヶ月

円を描くようにやさしくマッサージしてください。
ご使用後は水、
またはぬるま湯でていねいに洗い流してください。
※1乾燥、
キメの乱れなど ※2古い角質によりくすんでみえること ※3角層まで ＊1整肌成分 ＊2異性化糖、
加水分解コラーゲン、
ヒアルロン酸 Na、
セラミドNG、
セラミドNP、
セラミドAP、
ポリクオタニウム-51
（保湿成分） ＊3ダイヤモンド末、
火山岩、
シリカ
（洗浄成分） ＊4ベントナイト、
カオリン
（洗浄成分） ＊5加水分解コラーゲン
（保湿成分） ＊6ヒアルロン酸 Na
（保湿成分） ＊7セラミドNG、
セラミドNP、
セラミドAP
（保湿成分）
＊8ポリクオタニウム-51
（保湿成分） ＊9加水分解ダイズタンパク、
加水分解酵母
タンパク
（整肌成分） ＊10 トリフルオロアセチルトリペプチド -2
（整肌成分） ＊11 ペンタペプチド -48、
加水分解アルギン、
海水
（整肌成分）

−お問い合わせ窓口−

株式会社Kプレス ジェノマー担当
ドクターシーラボジェノマーグループ

遠藤 endo@kpress.co.jp / 齊藤 saito@kpress.co.jp
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恵比寿プライムスクェア14F
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参考資料

※一部薬機法に抵触する表現がございます。

成分詳細
ダイヤモンド末配合の上質なクリームゴマージュ
「3種のスクラブ」と「2種のクレイ」で固くなった古い角質をオフし、素肌を美しく磨きあげる
肌当たりの柔らかいクリームタイプのゴマージュが固くなった古い角質を穏やかにオフし、
クリアな素肌に整えます。
スクラブ成分としてダイヤモンド末も配合。
週 1 〜 2 回のスペシャルケアを優雅に演出します。

3 種のスクラブ
3 種のスクラブを配合。微細な粒子が肌の上を転がり、優しく磨きあげます。
ダイヤモンド末

宝石の王様でもあるダイヤモンドの石言葉はʻ誕生の秘密ʼʻ清浄無垢ʼ。
肌が生まれ変わる瞬間をラグジュアリーに演出します。

シリカ

シリカは、
二酸化ケイ素や二酸化ケイ素からなる物質の総称です。
人体では皮膚や骨、
細胞、
毛細血管などあらゆるところに存在し、
肌の保湿、
骨や毛髪、
爪、
コラーゲンの再生など
重要な働きをしています。
微細な粒子が肌の上を転がり、
不要な角質を穏やかに落とします。

火山岩

石川県金沢市で採取された海底と火山性のミネラルを豊富に含む火山岩を配合。
汚れの吸着性にも優れ、
余分な角質と汚れを吸着し落とします。

2 種のクレイ
とても細かく毛穴やキメの奥の汚れまで吸着する海のクレイと、穏やかなピーリング作用で古い角質を除去するアマゾンのクレイ。
たっぷりとミネラルを含んだ 2 種のクレイの働きで、肌表面をやさしく明るく整えます。

ベントナイト

カオリン

ベントナイトは、
海底・湖底に堆積した火山灰や溶岩が変質することで出来上がった粘土鉱物の一種です。
モンモリロナイトという鉱物を主成分とし、
他に石英や雲母、
長石、
ゼオライト等の鉱物を含んでいます。
皮脂や肌の汚れに対する吸着性が無機鉱物の中でも極めて高い特徴があります。
非常に豊富なミネラルを含み、
肌にミネラルを補いながら余分な皮脂や肌の汚れを吸着しなめらかに整える効果があります。
また穏やかなピーリング効果があり、
不要な角質を除去します。

うるおいが続く、乾かないピーリングケア
7種の保湿成分を配合し、洗い流しても、しっとり吸い付くようなうるおい肌へ
「ピーリング後は肌が乾燥する」
、
そんな不安を払拭する7 種の保湿成分を配合しました。

7 種の保湿成分
■異性化糖
表皮の NMFと似た成分構成をもち、
皮膚のケラチンと結合して、
肌の水分量を改善する効果をもつ成分です。
肌に結合してうるおいを維持するモイスチャーマグネティック機能をもつため、
洗い流しても皮膚にとどまり
保湿感を実感できるという特性があります。

■加水分解コラーゲン
■ヒアルロン酸 Na

■ 3 種のセラミド（セラミド NG 、セラミド NP 、セラミド AP ）
■リピジュア ®（ ポリクオタニウム - 51 ）

参考資料

※一部薬機法に抵触する表現がございます。

多彩なエイジングケア成分を配合
エイジングサインにアプローチした成分を厳選配合。
■くすみケア
（血行促進）
成分… 血流を促して、
くすみのない明るい肌へ

■ハリケア成分…角層細胞にハリを与えて、
肌表面を滑らかに整えること

ボタンエキス

で、
皮膚深部からの内部反射光
（肌の色として認識される光）
を増やし、

：ハトムギ種子エキス

奥行きのある透明感をプラス
：マンダリンオレンジ果皮エキス

■クリアケア
（デトックス）
成分… 余分な水分や老廃物の排出、
脂肪酸の
排出を促進してクリアな肌へ

■なめらかケア（毛穴ケア）成分…毛穴の目立ちや黒ずみ、たるみの原因
角化異常による毛穴の開きやメラノサイト増殖
となるＮＦ-кＢを阻害し、

：ダルスエキス

による毛穴の黒ずみ・弾力低下による毛穴のたるみにそれぞれアプローチ。
■角質柔軟成分…古く固い角質を穏やかに除去し、代謝を整え、滑らか

滑らかな肌へ

な肌へ

：アーチチョーク葉エキス

：乳酸桿菌 / セイヨウナシ果汁発酵液
：リンゴ酸

ジェノマー共通

美の遺伝子を目覚めさせる、３つのアプローチ
【 エピジェネティクス アプローチ 】
美しさが目覚める遺伝子活性のスイッチを入れる仕組みのこと。ハリやなめらかさなど若々しさを発現させる遺伝子の

エピジェネ
ティクス
(EP-act)

を配合。
スイッチをオンに、
エイジングサインを生む遺伝子のスイッチがオンにならないようにコントロールする
「EP-act」
（アデノシン三リン酸）
の減少を抑制し、
肌の弾力やたるみを
大気汚染などの負の刺激による細胞エネルギー産生に関わるATP
改善、
シワを減少させます。

【 テロメア アプローチ 】

テロメア

(プロテロメ)

プロジェリン
(PROGELINE TM)

染色体の末端にあるテロメアの細胞分裂が停止すると、
肌老化が始まるといわれています。
そこで細胞寿命を延長させる

UV によるタンパク質の減少を抑制し、保護します。
「プロテロメ」
を配合し、
テロメアを保護するタンパク質の発現を促進、

【 プロジェリン アプローチ 】
老化マーカーである異常タンパク・プロジェリンの発生、
蓄積を抑制する
「PROGELINETM」
を配合。
表皮はもちろん、
真皮
の細胞老化まで抑制します。
エラスターゼ活性抑制効果により真皮の弾力線維を保護、
コラゲナーゼ活性抑制効果により
真皮のコラーゲン線維を保護する働きがあります。
細胞老化のプロセスを遅らせることで、
表皮・真皮細胞の若返りと肌構造の
維持や改善に働きかけ、
たるみやシワなどに高い効果を発揮します。

グリーンティーモヒートの爽やかな香り
発売当初から変わらない、
ジェノマーオリジナルのグリーンティーの香りにミントの爽やかさをプラスしました。
香りによるリラックス＆デトックス効果で心と身体を癒します。
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