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ご利用の皆様からのお声ご利用の皆様からのお声ご利用の皆様からのお声ご利用の皆様からのお声    たかこ様からたかこ様からたかこ様からたかこ様から    

はじめにはじめにはじめにはじめに･･･2016/8/25    

気になる部分は法令線と鼻の毛穴汚れです。 

また、むくみによる二重あごもコンプレックスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経過報告経過報告経過報告経過報告･･･2016/9/22    
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ジリを欠かさず毎日使わせていただいております。 

そして日々、その効果に驚きと発見の連続です。 

 

好転反応は最初だけ少し出ていましたが、今はもうそれも落ち着き、

日々改善されていくお肌に喜びと感動を感じています。 

 

 

 

 

一目で分かる素裸改善！一目で分かる素裸改善！一目で分かる素裸改善！一目で分かる素裸改善！･･･2016/9/22～9/27    

   

    

９９９９////２２日ＰＭ１０時２２日ＰＭ１０時２２日ＰＭ１０時２２日ＰＭ１０時    

軽めの３プッシュを目元中心に顔全体に優しくつけました。軽めの３プッシュを目元中心に顔全体に優しくつけました。軽めの３プッシュを目元中心に顔全体に優しくつけました。軽めの３プッシュを目元中心に顔全体に優しくつけました。    

好転反応だった小さな吹き出物などはもう全く出なくなりました。 

 

お肌がしなやかに強く育ってきた、そんな実感を味わいながらおやす

み前のスキンケアタイムです。 

つけた後のじんわりと温かくなる感じに日々癒されています。 

 

今日は目を酷使したため夕方頃からはやや疲れ気味、そして下がり気味のお肌でしたがジリをつけるとキュッと肌全体が引き

締まる気がします。鏡を見ると新しい発見があるのでとにかく楽しい、幸せです。 

 

９９９９////２３日ＡＭ７時２３日ＡＭ７時２３日ＡＭ７時２３日ＡＭ７時    

軽めの３プッシュを顔全体、そして手の甲と頭皮につけました。軽めの３プッシュを顔全体、そして手の甲と頭皮につけました。軽めの３プッシュを顔全体、そして手の甲と頭皮につけました。軽めの３プッシュを顔全体、そして手の甲と頭皮につけました。    

この効果は顔だけに使うのがもったいなくてついつい欲が出てしまいます。 

つけた後は顔からも手の甲からもじんわりと温かいパワーが。 

内側からお肌を強化してくれている実感があります。 



 
 

－  － 4

今日は夕方近くまで外回りのため紫外線が心配ですが、ジリの紫外線防止効果を信じてＵＶケアもこれ１本だけで、それでは

行ってきます！ 

鏡をチェックして目元の小ジワが浅くなっているだけで気分もウキウキ。 

 

９９９９////２３日ＰＭ１０時２３日ＰＭ１０時２３日ＰＭ１０時２３日ＰＭ１０時    

軽めの２プッシュを顔全体につけた軽めの２プッシュを顔全体につけた軽めの２プッシュを顔全体につけた軽めの２プッシュを顔全体につけた後、指に残った分を頭皮につけました。後、指に残った分を頭皮につけました。後、指に残った分を頭皮につけました。後、指に残った分を頭皮につけました。    

心配していた日焼け、ぜんぜん大丈夫でした！ 

私は焼けやすくすぐに赤みが出てしまう肌質なのですが、まだまだ紫外線の強いこの季節でもジリはしっかりと紫外線防止効

果を発揮してくれて感激です。 

 

ＵＶに関しては実のところ半信半疑の気持ちだったことをお詫びしなければなりません。 

普段のＵＶケア製品はＳＰＦ５０＋・ＰＡ＋＋＋＋（最も強い効果）のものを使用していました。 

ジリのみでＵＶケア製品を使わなくても、日焼けする事なく本当に安心しました。 

これ１本でお肌のケアもＵＶのケアも叶うなんて本当に凄いです！ 

 

忙しい朝の時間短縮だけではなく、経済的にも助かります。 

今まではＵＶケア製品だけで軽く月１万円は使ってしまっていたので･･･反省。 

ジリと出会えて良かったです、ありがとうございます。 

 

９９９９////２４日ＡＭ８時２４日ＡＭ８時２４日ＡＭ８時２４日ＡＭ８時    

今朝はしっかり３プッシュを顔全体に、そして２プッシュを頭皮につけました。今朝はしっかり３プッシュを顔全体に、そして２プッシュを頭皮につけました。今朝はしっかり３プッシュを顔全体に、そして２プッシュを頭皮につけました。今朝はしっかり３プッシュを顔全体に、そして２プッシュを頭皮につけました。    

昨日外回りで浴びた紫外線、もちろんジリがしっかりとガードしてくれた感じがあります。 

でも念のため、浴びた紫外線が蓄積されているとなると少々心配です。 

なので、いつもなら指に残った分を頭皮につけるのですが、今朝はしっかり２プッシュ分を後頭部全体に丁寧に押し込むよう

につけました。 

顔も頭もポカポカと温かいです。 

 

つけながら思います、これこそが真のスキンケアなんじゃないかなって。 

肌内部まで浸透してくるスキンケア製品はいくつか知っていますが、肌の内側と外側を「守ってくれている」とここまで実感でき

るスキンケア製品はジリだけです。 

 

今日は濃い目のメイクをする予定だったのですが、う～ん･･･下地だけでいけそうです。 

素肌の調子が良いとファンデで重ねづけする必要もなくなります。 

ジリ、ほんとうに凄い！ 

 

９９９９////２４日ＰＭ２４日ＰＭ２４日ＰＭ２４日ＰＭ１１時１１時１１時１１時    

しっかり２プッシュを目元中心に顔全体にやさしくのばしました。しっかり２プッシュを目元中心に顔全体にやさしくのばしました。しっかり２プッシュを目元中心に顔全体にやさしくのばしました。しっかり２プッシュを目元中心に顔全体にやさしくのばしました。    

今日は嬉しい出来事がありました！ 

美容関係の友人から「肌がキレイだね」と真顔で誉められました。 

その道のプロからの言葉ってすごく響きます。 
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反対に肌の調子が悪い時や睡眠不足の時などは厳しい指摘もありました。 

肌に対して本気で取り組んでいるからこそのアドバイスなのですが厳しい言葉の時にはチクッ、チクッと心が痛んだものです。 

彼女はとても綺麗で自信に満ち溢れていて、なので彼女と会う時にはやや気後れしてしまう私。 

 

今日、濃い目のメイクにする予定だったのも彼女に肌のダメ出しをされるのではないかという不安からだったのですが、 朝、メ

イクの途中で「う～ん、こんなに肌が整っているのにファンデの重ねづけもったいないな」と思ったんです。 

 

彼女に対して良い意味で開き直ろうって、濃い目どころかいつもよりぜんぜん薄いナチュラルメイクで会ったところ 「肌がキレ

イだね」と、思ってもみなかった言葉で誉められたので内心泣きそうな程嬉しかったです！ 

今夜はモニターレポートになっていませんが、ほんとうに嬉しかったので報告です。おやすみなさい。 

 

９９９９////２５日ＡＭ８時２５日ＡＭ８時２５日ＡＭ８時２５日ＡＭ８時    

今朝今朝今朝今朝もしっかりと２プッシュを目元、口元中心に丁寧につけました。もしっかりと２プッシュを目元、口元中心に丁寧につけました。もしっかりと２プッシュを目元、口元中心に丁寧につけました。もしっかりと２プッシュを目元、口元中心に丁寧につけました。    

そういえば朝、顔のむくみが気になる日がほとんどなくなったなぁ。 

お肌の調子が良いと「諦めていた」部分を「なんとかしたい」と思うようになります。 

いくらＵＶに気を使っていたとはいえ、実年齢４２歳という壁は決して低くはなく、３０代では気づくことのなかった小さなシワや

くすみから目を背けることができなくなってきます。 

なので、何かあると心の中で（でも、ある程度の年齢だから）と思いがちでした。 

周りもそれなりに年齢を重ねているし、こんなものだよって自分に言い聞かせていました。 

一言で言うと「諦めて」いました。 

それだけに、ジリの効果の凄さに日々驚きと発見があります。 

ジリを毎日使用するようになって一番驚いたのは目元の小さなシワです。 

まだ使い始めて１０日でここまで溝が浅くなりました。拡大鏡でお見せしたいくらいです。 

血色もよくなり目のクマはよっぽど夜更かしでもしない限りはだいぶ目立たなくなりました。 

一度に全部の箇所を改善しようとすると変化を見落としてしまうと思いますので、 まずは気になる目元を中心にケアしていこう

と考えています。 

 

９９９９////２５日ＰＭ１０時２５日ＰＭ１０時２５日ＰＭ１０時２５日ＰＭ１０時    

今日今日今日今日は軽めの４プッシュ、いつもの適量よりも少し多めにつけてみました。は軽めの４プッシュ、いつもの適量よりも少し多めにつけてみました。は軽めの４プッシュ、いつもの適量よりも少し多めにつけてみました。は軽めの４プッシュ、いつもの適量よりも少し多めにつけてみました。    

朝から気分が良いのでなんだかスペシャルケアをしてみたくなり４プッシュを指にとりました。 

が、スーッと伸びていくので４プッシュだと余ってしまい、いつものように手の甲につける事になりました。 

ちょっともったいない･･･３プッシュで良かったのね。 

ジリと私の肌の相性を考えると２～３プッシュが適量だと感じました。 

後はその時の体調などで減らしたり増やしたりしてみよう。 

目元（目頭側）の小さなシワや溝が日に日に浅く薄れてきています。 

そして血色、ジリを使い始めて頬がピンク色になりました。 

以前はもっと黄色みの強い肌の色をしていたのですが、健康的なピンク色になってきました。 

目元の小ジワやクマがもっと改善してきたら次は目尻に、その後はほうれい線を重点的にケアしていきます。 

今日もジリに感謝して、おやすみなさい。 
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９９９９////２６日ＡＭ８時２６日ＡＭ８時２６日ＡＭ８時２６日ＡＭ８時    

しっかり２プッシュを顔全体に伸ばしました。しっかり２プッシュを顔全体に伸ばしました。しっかり２プッシュを顔全体に伸ばしました。しっかり２プッシュを顔全体に伸ばしました。    

あぁ、やってしまいました･･･！ 昨晩は０時前に眠りにつく予定だったのについ夜中に目が覚めてしまい夜更かし。。 

 寝ついたのは午前３時半ごろでした。 

おかげで今朝は眠くて仕方がないです、当然お肌も調子が悪いです。 

まず、むくみ。そしてクマ。 

今朝はどちらもひどい･･･。 

ジリを使う前なら、これがいつもの自分の顔だったのかと思うとなんだか複雑な気分です。 

気をとりなおしてジリをつけたものの今朝はなんだか気持ちが乗りません。 

生活習慣に手を抜いていたらどんなに優秀なスキンケア製品であっても、１００％の実力は発揮できない 

ですから、 食事や睡眠も大切なスキンケアの一部だなぁってつくづく感じました。 

目元の小ジワは順調に薄くなってきていますが、クマは今日は一日消えそうにありません。 

 

９９９９////２２２２６日ＰＭ１０時６日ＰＭ１０時６日ＰＭ１０時６日ＰＭ１０時    

軽めの３プッシュを目元中心に顔全体に丁寧につけました。そして残りは手の甲に。軽めの３プッシュを目元中心に顔全体に丁寧につけました。そして残りは手の甲に。軽めの３プッシュを目元中心に顔全体に丁寧につけました。そして残りは手の甲に。軽めの３プッシュを目元中心に顔全体に丁寧につけました。そして残りは手の甲に。    

今朝は睡眠不足であまり調子の良いスタートを切れなかった一日でしたが、気持ちだけでも前向きにと決めて過ごしました。 

夜、お風呂に入ると一日の疲れがリフレッシュされ新しい気持ちで鏡台に向かう事ができました。 

そしてジリを肌にのせるように優しく丁寧につけていく、この作業をしているだけでなんだか幸せな気分になれるからほんとう

に不思議です。 

そうそう、いつも残りを手の甲につけるクセがついていたのですが、手の甲も以前よりキメが細かくなってきているような気がし

てなりません。 

つけたところだけ感じる熱感もすごく気持ちが良いし何より安心するんです。 

あ～、ここにつけたんだ！ 

あ～、ポカポカしてる、しっかり守ってくれてるんだ！ 

こんな風に。 

お風呂でリフレッシュした事も重なり朝よりも調子が良く感じる今夜の肌。 

明日は寝不足にならないよう、早めに眠ります。 

 

９９９９////２７日ＡＭ７時２７日ＡＭ７時２７日ＡＭ７時２７日ＡＭ７時    

今朝は軽めの３プッシュを目元中心に丁寧に押し込むようにつけました。今朝は軽めの３プッシュを目元中心に丁寧に押し込むようにつけました。今朝は軽めの３プッシュを目元中心に丁寧に押し込むようにつけました。今朝は軽めの３プッシュを目元中心に丁寧に押し込むようにつけました。    

そろそろ目元の小ジワが気にならなくなってきました。 

すると次の気になる箇所が出てくる、これはスキンケアの永遠のテーマのような気がします。 

テーマは同じなのですが、気持ちは以前とぜんぜん違います。 

以前の私は、美はどこまで追求しても充実・満足できないもの と考えていました。 

でも今の私は、美はどこまで追求しても飽きることのない楽しいもの、と考えられるようになりました。 

気になる部分が改善されてくるとこんなにも内面が変わるのかと驚いています。 

ジリを使い続ける事でお肌の調子が上がり、より明るく前向きな心へと変化していけたら、嬉しいです。 
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目がパッチリでシワが薄い！目がパッチリでシワが薄い！目がパッチリでシワが薄い！目がパッチリでシワが薄い！･･･2016/9/27～10/5    

３回目のモニター報告をお送りいたします。 

余ったジリをいつも手の甲につけていたのですが、その効果が素晴らしく！ 

手の甲がとてもキメ細やかになりましたので、 つい写真を撮ってしまいました。 

ジリだけのスキンケアで、まさかここまでの効果を感じられるとは本当に驚いています。 

改めて、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

   

    

９月２７日９月２７日９月２７日９月２７日    ＰＭ１０時ＰＭ１０時ＰＭ１０時ＰＭ１０時    

軽めの３プッシュを顔全体にやさしく伸ばしました。軽めの３プッシュを顔全体にやさしく伸ばしました。軽めの３プッシュを顔全体にやさしく伸ばしました。軽めの３プッシュを顔全体にやさしく伸ばしました。    

１日働いてショボショボであるはずの目元ですが元気です。 

拡大鏡でチェックするのが楽しいです。 

クマもだいぶよくなってきて、シワが薄い。すごく嬉しい！ 

そろそろ目尻のシワ改善をメインに取り組んでいきたい、そんな気持ちになりました。 

あと、今日気がついた事は目元のケアを続けた効果なのか目がパッチリと開くようになって以前よりも瞳が大きく感じられ目がパッチリと開くようになって以前よりも瞳が大きく感じられ目がパッチリと開くようになって以前よりも瞳が大きく感じられ目がパッチリと開くようになって以前よりも瞳が大きく感じられま

す。 

大きい瞳に憧れてカラーコンタクトを入れてみようかなどなど考えていたのですが、裸眼でも瞼がパッチリと開くだけで大きく見

えますね。 

 

９月２８日９月２８日９月２８日９月２８日    ＡＭ７時ＡＭ７時ＡＭ７時ＡＭ７時    

今朝はしっかりと３プッシュを顔、とくに目尻に多めにつけて残りを手の甲につけました。今朝はしっかりと３プッシュを顔、とくに目尻に多めにつけて残りを手の甲につけました。今朝はしっかりと３プッシュを顔、とくに目尻に多めにつけて残りを手の甲につけました。今朝はしっかりと３プッシュを顔、とくに目尻に多めにつけて残りを手の甲につけました。 

目元（目頭側）の悩みが改善されてきたので、今朝からは目尻側に力を入れていきたいと思います！ 

私の目尻は加齢による色素沈着がそれなりに進んでいて、ブラウンのアイシャドウを引いたように目尻に色がついています。

今まではクマによる目頭側の色素沈着ばかり気になっていたけれど、よくよく見ると目尻側の色素沈着も相当だという事にい

まさらながら気がつきました。とほほ･･･。 

 

でも、良いほうに考えたら、１つの悩みが解決できたからこそこそ次の悩みが出てきたということなのでこの調子で目尻の色素

沈着もしっかりとお手入れをしてしていきたいです。 
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９月２８９月２８９月２８９月２８日日日日    ＰＭ９時ＰＭ９時ＰＭ９時ＰＭ９時    

お風呂上りに軽めの２プッシュを目尻に多めに。お風呂上りに軽めの２プッシュを目尻に多めに。お風呂上りに軽めの２プッシュを目尻に多めに。お風呂上りに軽めの２プッシュを目尻に多めに。 

目の周りは皮膚も薄くとてもデリケートな場所なので、なるべくこすったり摩擦を起こさないように優しく押し込むようにつけよう

と心がけています。 

 

昔、法令線がひどく気になっていた頃、シワ改善美容液を毎日塗りこんでいたら、その摩擦のせいか結果的にかえって法令

線が深くなってしまった経験があります。 

 

気になるところをケアするつもりが、余計に悩みを深刻にしてしまうのはどうなんだろうと、あの頃はぐるぐると悩んだものです。 

今にして分かったことは、肌って本当に些細なことで傷ついたりかぶれたり、シワになってしまうという事です。 

せっかくジリという素敵な美容液のモニターをさせて頂いているのですから、ジリの効果を最大限に引き出せるよう私自身も努

力したいです。 

スキンケアの基本。 

優しく丁寧に肌を愛してあげること。 

 

９月２９日９月２９日９月２９日９月２９日    ＡＭ８時ＡＭ８時ＡＭ８時ＡＭ８時    

しっかり２プッシュを顔全体、とくに目尻に多めにつけて残りは手の甲につけました。しっかり２プッシュを顔全体、とくに目尻に多めにつけて残りは手の甲につけました。しっかり２プッシュを顔全体、とくに目尻に多めにつけて残りは手の甲につけました。しっかり２プッシュを顔全体、とくに目尻に多めにつけて残りは手の甲につけました。    

今朝も目元のクマは気にならないです。 

嬉しいな。まぶたも元気でパッチリしています。 

目尻の色素沈着もだんだん薄くなってくれるといいなぁ。 

 

最近、この手の甲へジリをつけるという作業がお気に入りなんです。 

自分の顔って鏡を覗かない限り見えないですが、手の甲っていつでも見ることができるので、ひとつの目安になると言います

か、手の甲がすごくすごくキレイ手の甲がすごくすごくキレイ手の甲がすごくすごくキレイ手の甲がすごくすごくキレイになりました。 

キメが細かくキメが細かくキメが細かくキメが細かくなったんです！ 

 

虫メガネで見るとハッキリ分かります。はい、観察したくて拡大しちゃいました（笑） 

三角のような細かい網の目が見えるんです！ 

いずれは顔にもこのキメが復活してくれることを願いたいです。 

最終目標はキメの細かいキレイな肌になること！です。 

 

９月２９日９月２９日９月２９日９月２９日    ＰＭ１０時ＰＭ１０時ＰＭ１０時ＰＭ１０時    

軽めの３プッシュを軽めの３プッシュを軽めの３プッシュを軽めの３プッシュを目尻多めにして顔全体につけました。目尻多めにして顔全体につけました。目尻多めにして顔全体につけました。目尻多めにして顔全体につけました。    

今のところ目尻にはまだ大きな変化はありません、地道にコツコツ、これが一番ですのでしばらくは目尻を重点的に多めにつ

けていきます。 

 

そうそう、ジリをつけた後の温かい熱感ですが、体調とリンクしている事が分かりました！ 

体調がよく、より元気な時ほどポカポカ体調がよく、より元気な時ほどポカポカ体調がよく、より元気な時ほどポカポカ体調がよく、より元気な時ほどポカポカしてきますね。 

体温より２～３度高い感覚です。 

 

日焼けした時に感じるほてりにも似ているといえば似ていますが、不快感は全くなくて、肌質を改善してくれている肌質を改善してくれている肌質を改善してくれている肌質を改善してくれている、そして何
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より守ってくれている感覚がずっと続く守ってくれている感覚がずっと続く守ってくれている感覚がずっと続く守ってくれている感覚がずっと続くんです。 

余裕があればいずれ首のシワなどにも塗っていきたいなぁ。 

 

本当に全身にジリを使いたいくらいです。ジリと同じ成分でボディローションなど出来たら嬉しい！ 

などと楽しくスキンケアしながら毎日を送っています。 

楽しみながらだと、どんな分野の事も長く続けられますし、スキンケアが楽しいと思えるような効果を実感した事がプラスの効

果、プラスの連鎖を生み出してくれています。 

ありがとうジリ！ 

 

９月３０日９月３０日９月３０日９月３０日    ＡＭ７時ＡＭ７時ＡＭ７時ＡＭ７時    

今朝は軽く４プッシュを顔全体、目尻に多めにつけて残りを頭皮と手の甲に。今朝は軽く４プッシュを顔全体、目尻に多めにつけて残りを頭皮と手の甲に。今朝は軽く４プッシュを顔全体、目尻に多めにつけて残りを頭皮と手の甲に。今朝は軽く４プッシュを顔全体、目尻に多めにつけて残りを頭皮と手の甲に。    

目尻は余分な力が入らないように薬指でゆっくりと押し込むようにつけています。 

目の周りは皮膚が薄くデリケートな場所なので、指による刺激と摩擦はなるべく避けたいです。 

 

薬指で美容液をつける事にまだ慣れていませんが人差し指でつけるよりも力が抜けていて良い感じ。 

あ！今朝は目尻の色素沈着がいつもよりも薄く範囲が小さくなっている今朝は目尻の色素沈着がいつもよりも薄く範囲が小さくなっている今朝は目尻の色素沈着がいつもよりも薄く範囲が小さくなっている今朝は目尻の色素沈着がいつもよりも薄く範囲が小さくなっている気がします！ 

昨夜早めに眠りについた事も関係しているのかも知れません。 

 

目尻の色素沈着の原因、おそらく今までメイクの時に使用してきたブラシによる摩擦が積み重なった結果なんだと感じまし

た。 

きっとそうです。洗顔やスキンケアを丁寧に行ってもメイクブラシによる摩擦が積み重なればお肌へのダメージは蓄積されて

いくはず･･･。 

 

考えてみたらスキンケアにはこれまでかなりのお金を惜しまずに使ってきましたが、いっぽうでメイクは無頓着といいますか、い

え、アイシャドウやチークはそれなりのブランドの物を使用していましたが問題はメイクブラシです。 

 

なんと１００円ショップで購入したブラシをずっと使っていました。 

ブラシを全て揃えるととても高いですので、ついつい安い物を使い捨ての感覚で使っていました。 

反省しなければ、です。お肌へのダメージ、その原因にメイクブラシが絡んでいるかも知れません。 

 

９月３０日９月３０日９月３０日９月３０日    ＰＭ１０時ＰＭ１０時ＰＭ１０時ＰＭ１０時    

しっかり３プッシュを顔全体に丁寧に重ねづけしました。今夜は残りを首元にも少しつけてみました。しっかり３プッシュを顔全体に丁寧に重ねづけしました。今夜は残りを首元にも少しつけてみました。しっかり３プッシュを顔全体に丁寧に重ねづけしました。今夜は残りを首元にも少しつけてみました。しっかり３プッシュを顔全体に丁寧に重ねづけしました。今夜は残りを首元にも少しつけてみました。    

最近、鏡を見るのがすごく楽しいです。 

 

とくに気になる目元の悩みが日に日に改善されていって、もうほぼ気にならないところまできました。 

一昨日からは目尻の色素沈着改善のためにジリを少し多めにつけるように目尻の色素沈着改善のためにジリを少し多めにつけるように目尻の色素沈着改善のためにジリを少し多めにつけるように目尻の色素沈着改善のためにジリを少し多めにつけるようにしています。 

なので目尻がポカポカとして気持ちがいいです！ 

 

このポカポカ感がジリの魅力の一つポカポカ感がジリの魅力の一つポカポカ感がジリの魅力の一つポカポカ感がジリの魅力の一つですね。温かいだけではなく、パワーみたいなものを感じるパワーみたいなものを感じるパワーみたいなものを感じるパワーみたいなものを感じるんです。 

よくなってきている、という安心感と実感を与えてくれる美容液ってジリだけかも知れません。 

私が過去に使っていたスキンケア製品ではこういう『実感力』のある物はありませんでした。 
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なんとなく、だとか、効いてるような効いてないような･･･まぁ効いてるのかな、みたいな商品が多かったです。 

スキンケアっていうのはこういうものだよね、とある程度諦めて？いた部分があります。 

明日も元気なお肌で目覚められますように。今日もジリに感謝して、おやすみなさい。 

 

１０月１日１０月１日１０月１日１０月１日    ＡＭ８時ＡＭ８時ＡＭ８時ＡＭ８時    

今日から１０月です！ 

本格的な秋の到来が嬉しくて、ジリを本格的な秋の到来が嬉しくて、ジリを本格的な秋の到来が嬉しくて、ジリを本格的な秋の到来が嬉しくて、ジリを贅沢に５プッシュもつけてしまいました（笑）贅沢に５プッシュもつけてしまいました（笑）贅沢に５プッシュもつけてしまいました（笑）贅沢に５プッシュもつけてしまいました（笑）    

さすがに５プッシュは多すぎました。手の甲につけても首につけてもまだ余っていたのでその分を頭皮にトントンと押し込むよ

うにつけてみました。 

少しずつ、つけたところがポカポカしてくるのが本当に気持ちいいです。 

 

目尻を拡大鏡で見てみると、なななんと！！ 

色素沈着の範囲が以前よりも小さくなり始めているではありませんか！ 

まだ肉眼ではなく拡大鏡でないと気づかない変化ですが、少しずつ改善されている事だけは確かです。 

それに上下のまつ毛が･･･なんだか増えている！？！？ 

 

いついついついつの間にか、まるでアイラインを引いたように隙間なくまつ毛が生えている事に驚きの間にか、まるでアイラインを引いたように隙間なくまつ毛が生えている事に驚きの間にか、まるでアイラインを引いたように隙間なくまつ毛が生えている事に驚きの間にか、まるでアイラインを引いたように隙間なくまつ毛が生えている事に驚きました。 

今まで気にしなかったけれど、少しずつ増えていたのかも知れません。 

今日は朝から嬉しい変化が２つもありました。 

やっぱりお肌が良く変わっていくって嬉しい～！お肌が良く変わっていくって嬉しい～！お肌が良く変わっていくって嬉しい～！お肌が良く変わっていくって嬉しい～！  

 

１０月１日１０月１日１０月１日１０月１日    ＰＭ１０時ＰＭ１０時ＰＭ１０時ＰＭ１０時    

朝はジリを少し多くつけ過ぎてしまったので、夜は控えめの２プッシュを顔全体と目尻につけました。朝はジリを少し多くつけ過ぎてしまったので、夜は控えめの２プッシュを顔全体と目尻につけました。朝はジリを少し多くつけ過ぎてしまったので、夜は控えめの２プッシュを顔全体と目尻につけました。朝はジリを少し多くつけ過ぎてしまったので、夜は控えめの２プッシュを顔全体と目尻につけました。    

つけた後のポカポカとした熱感がお風呂上りの素肌により気持ちよさをもたらしてくれますね。 

それに、ジリをつけるとまるでハイライトを塗ったようにお肌がツヤツヤと光るのですっぴんなのに薄くメイクをしているような気

分になり、テンションが上がります。 

 

お肌のことを考えたらノーメイクが一番ですが、鏡を見てテンションが上がるのはやっぱりメイク後ですもんね。 

ジリをつけるとノーメイクで肌負担ゼロなのにナチュラルメイク感覚を味わえる、これもジリの凄さ！ 

目尻の色素沈着、範囲が小さくなっているだけでなく少しずつ色が薄くなりつつあります、嬉しすぎる！ 

私の目尻の場合、全体がブラウンのシャドウを引いたように色素沈着していました。 

メイクブラシによるダメージと日常の笑うという表情でもおそらく色素沈着していたように思います。 

 

観察のため鏡を見て想いっきり笑うと、ちょうど笑った時にできる笑いジワに合わせるように色素沈着していました。 

４０代って複雑ですよね。 

 

若見えのためには無表情よりも笑った方が良いけれど、笑うと今度は目元、口元にシワが出てしまうので、無表情よりは若く見

えるけれどそれでも２０代の女の子にはない「表情じわ」がどうしても出来てしまいます。 

昔、表情ジワを作らずに笑う練習をした事がありますが（笑） 

 

ものすご～く不自然！でした。笑ってるようで笑ってないんです。 
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それよりも、表情じわが出てしまっても、素敵に年齢を重ねた大人の笑顔の方が良いと しみじみ感じながら、明日もジリのス

キンケアタイムを楽しみに、おやすみなさい。 

 

１０月２日１０月２日１０月２日１０月２日    ＡＭ８時ＡＭ８時ＡＭ８時ＡＭ８時    

洗顔後にしっかりと２プッシュを目尻中心に顔全体につけました。洗顔後にしっかりと２プッシュを目尻中心に顔全体につけました。洗顔後にしっかりと２プッシュを目尻中心に顔全体につけました。洗顔後にしっかりと２プッシュを目尻中心に顔全体につけました。    

私はまず、起きてすぐに鏡をチェックします。 

ここ最近の日課です！ 

 

むくみや血色はどうか、肌全体の元気はあるか、などいろいろチェック。 

眠っている間にジリが肌を守ってくれているおかげで起きたての肌がとても調子が良いです！ 

 

このままノーメイクでずっと過ごしたくなるくらい、それくらい調子が良いんです。 

実際ファンデーションの量も減ります。カバーする場所が少しずつ減っていくのでファンデーションを必要としなくなるんです。 

 

いつか、ファンデーションを塗らなくても過ごせるようになるかも知れません。 

そうしたらもういい事づくめの日々ですよね！ 

メイクによる肌負担から開放されますし、経済的にも助かるのですから。 

目尻の色素沈着もだいぶ変化が現れてきました。 

 

ブラウンから赤、もしくはピンクの色味の色素沈着に変わってきました。 

同じ色素沈着でも茶色とピンクで印象はここまで違うのかぁ。 

ジリのモニターを始めてからというもの、スキンケアへの取り組み方が以前よりもずっと本気になってきました。 

 

嬉しい変化を感じれば感じるほど、より真剣にお肌と向き合うようになりますね！ 

 

１０月２日１０月２日１０月２日１０月２日    ＰＭ１０時ＰＭ１０時ＰＭ１０時ＰＭ１０時    

ジリ２プッシュを目尻多めにして顔全体に優しくつけました。ジリ２プッシュを目尻多めにして顔全体に優しくつけました。ジリ２プッシュを目尻多めにして顔全体に優しくつけました。ジリ２プッシュを目尻多めにして顔全体に優しくつけました。    

そうそう、ジリにはＵＶ効果もあると伺っていたので、多少不安もありましたが思い切ってＵＶケアもこれ１本にしているのです

が、首と顔の色を見比べてみても日焼けをしているところはなく、改めてジリのＵＶ効果に感謝です。 

 

じっくりと拡大鏡で顔全体をチェックして気がついた事は、今日は毛穴です。 

ジリ開始直後と比べると驚くほど閉じてきています。 

昔はおでこの毛穴まで目立っていたのに、ジリって凄いなぁ･･･毎日驚きと嬉しさの連続！ 

 

近いうちにどこかのショップでスキンケアチェックしてみたくなりました。 

見た目にこれだけ発見があるのですから、肌の内面はもっともっとたくさんの変化があるんじゃないかな。 

水分量や皮脂の分泌量、キメなど、機械を使って調べてみたくなってしまいました。 

 

目尻の色素沈着も赤ピンク色に薄くなり感激です。 

ちなみに、ジリ開始当初に気にしていた目頭側のシワや色素沈着はもうチェックを忘れるほど気にならなくなりました。 
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１０月３日１０月３日１０月３日１０月３日    ＡＭ８時ＡＭ８時ＡＭ８時ＡＭ８時    

今朝は少し寝不足のためか目のクマが目立ち表情も疲れ気味のスタート。今朝は少し寝不足のためか目のクマが目立ち表情も疲れ気味のスタート。今朝は少し寝不足のためか目のクマが目立ち表情も疲れ気味のスタート。今朝は少し寝不足のためか目のクマが目立ち表情も疲れ気味のスタート。    

３プッシュを顔全体と手の甲につけました。 

 

寝不足だとなかなか･･･お肌だけでなく気持ちのコンディションも今ひとつ上がりません～。 

天気の悪さも関係しているのかなぁ、それでもジリをつけた後のポカポカする熱感に癒され今日も一日笑顔で過ごそうと鏡を

見ながら自分自身に言い聞かせてみます。 

 

クマが出来ている以外は目元周りはいつも通り元気です！ 

よしっ、たくさんいいことありますように。 

 

１０月３日１０月３日１０月３日１０月３日    ＰＭ１０時ＰＭ１０時ＰＭ１０時ＰＭ１０時    

寝不足によるテンション下がり気味の１日のスタートでしたが、終えてみると今日は良い事がたくさんありました！寝不足によるテンション下がり気味の１日のスタートでしたが、終えてみると今日は良い事がたくさんありました！寝不足によるテンション下がり気味の１日のスタートでしたが、終えてみると今日は良い事がたくさんありました！寝不足によるテンション下がり気味の１日のスタートでしたが、終えてみると今日は良い事がたくさんありました！    

良いことに囲まれるとそれだけで疲れも吹き飛んでしまいますね（笑） 

今日は朝よりも夜の方が元気です！ 

 

いけないいけない、ジリの報告が後回しになってしまいましたすみません。 

良いことがあったので今夜は贅沢に軽めの４プッシュを目尻中心、そして法令線にも重ねづけするように顔全体に伸ばしまし

た。 

 

今日あった良いこと、それは･･････お肌のことで違う方に３回も褒められた事です！ 

そのうち一人は仕事関係の女性に手がキレイですねって褒められました。 

しかも２０代の可愛らしい女性に褒めてもらえたので二重の喜びです！ 

 

残り二人は男性に褒められましたが、嬉しいのと恥ずかしいのとで、内緒にさせて下さい♪ 

自分で気づくだけじゃなくて、周りの方に気づいてもらえること、褒めてもらえることがとっても嬉しいです。 

ジリと出会えて本当に幸せです。 

 

１０月４日１０月４日１０月４日１０月４日    ＡＭ８時ＡＭ８時ＡＭ８時ＡＭ８時    

昨日は褒めてもらえた嬉しさのあまりついつい夜更かしを･･･反省しなければ～。昨日は褒めてもらえた嬉しさのあまりついつい夜更かしを･･･反省しなければ～。昨日は褒めてもらえた嬉しさのあまりついつい夜更かしを･･･反省しなければ～。昨日は褒めてもらえた嬉しさのあまりついつい夜更かしを･･･反省しなければ～。    

でも、お肌の調子はまずまず良いです。 

目尻の色素沈着がまた薄くなってきてる！ 

それにまつ毛が増えたのも勘違いじゃなさそうです。やっぱり増えてる、それに１本１本が太くしっかりしています！ 

今日は天気が良いです。お天気だと気持ちも晴れ晴れしますね。 

 

拡大鏡で確認してみて新しく気がついたことは、左右の目の開き方が対照になってきているという事です。 

 

以前はもっと不揃いに下がっていたのに、パッチリと瞼が開いて目元全体がキュッと上に引きあがってきています。 

それにジリをつけた後のお肌はツヤツヤしていて気持ちいい～。 

夜更かししてしまったのに今朝は充実のスタートが切れそうです！ 

 



 
 

－  － 13

くすみが取れて色素沈着が薄くなったくすみが取れて色素沈着が薄くなったくすみが取れて色素沈着が薄くなったくすみが取れて色素沈着が薄くなった･･･2016/10/5～10/14    

お世話になっております、モニターのたかこです。 

ジリの美容液のおかげで本当に日々、お肌の悩みが改善されてきて嬉しい限りです！ 

 

女性は年齢に関係なく、幾つになっても女性であり少女なのですね、キレイになれたら素直に嬉しいですし、前髪にクセがつ

いても凹んでしまう、ジリのモニターになって以来、「日々のルーティン作業」だったスキンケアが「楽しくて仕方のないもの」に

変化した事が本当に嬉しいです。 

 

綺麗になる事が趣味になり、綺麗である事が生きる喜びになり、ジリと出会ってたくさんの気づきがありました。 

 

朝夜の日記形式で経過を報告していましたが、ちょっと長すぎて読みづらいかな？？というのと、ジリとは関係のない日常の

思いなど書いてしまっておりましたので、今回はジリを使用して気がついたお肌の変化（私が感じたこと）を日報のような感覚

で報告していきたいと思います。 

よろしくおねがいいたします。 

   

  

日付、使用量、使用箇所 

より変化を感じた順番で記入していきます。 

●マークが付いたものは悪い変化です。 

 

１０月１０月１０月１０月５日５日５日５日    夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    顔全体に均一につける顔全体に均一につける顔全体に均一につける顔全体に均一につける    

鼻周りの毛穴が目立たなくなってきている 

目の下の小ジワが浅くなっている 
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１０月６日１０月６日１０月６日１０月６日    朝朝朝朝    ３プッシュ（軽め）３プッシュ（軽め）３プッシュ（軽め）３プッシュ（軽め）    目の下、目尻、法令線を中心的につける目の下、目尻、法令線を中心的につける目の下、目尻、法令線を中心的につける目の下、目尻、法令線を中心的につける    

クマの色が薄くなっている気がします 

目尻の色素沈着が薄くなっている感じです 

●寝相（横向き）のせいで左側法令線が深くなっているようです 

 

１０月６日１０月６日１０月６日１０月６日    夜夜夜夜    ３プッシュ（軽め）３プッシュ（軽め）３プッシュ（軽め）３プッシュ（軽め）    顔全体均一に、残りを頭皮につける顔全体均一に、残りを頭皮につける顔全体均一に、残りを頭皮につける顔全体均一に、残りを頭皮につける    

頬骨周辺のツヤを感じます 

目の下の小ジワが浅くなってきています 

肌全体のくすみが少しずつとれてきています（健康的な肌色になってきている） 

 

１０月７日１０月７日１０月７日１０月７日    朝朝朝朝    ３プッシュ（しっかり）３プッシュ（しっかり）３プッシュ（しっかり）３プッシュ（しっかり）    顔全体、目尻多め、残りを頭皮につける顔全体、目尻多め、残りを頭皮につける顔全体、目尻多め、残りを頭皮につける顔全体、目尻多め、残りを頭皮につける    

唇の両側にあった下がりジワの色素沈着が薄くなっています 

目尻の色素沈着が薄くなってきています 

 

唇の両側に、たとえるなら腹話術の人形のような線が入っているんです私。 

気がついたのは３０代に入ってからです。 

シワかと思うとそうではなくて、血管かなとも思ったことがあるのですがおそらくは色素沈着ではないかと思っています。 

そしてこれを放っておくとやがてはシワやたるみになるのではないかと・・・今のうちにジリでしっかりと対策していきたいです！ 

 

１０月７日１０月７日１０月７日１０月７日    夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    目元周りを中心に全体的に、残りを手の甲につける目元周りを中心に全体的に、残りを手の甲につける目元周りを中心に全体的に、残りを手の甲につける目元周りを中心に全体的に、残りを手の甲につける    

くすみがとれて均一な肌色になってきています 

鼻の両際の毛穴が閉じてきていると感じます 

 

１０月８日１０月８日１０月８日１０月８日    朝朝朝朝    ３プッシュ（軽め）３プッシュ（軽め）３プッシュ（軽め）３プッシュ（軽め）    顔全体に均一に、残りを目尻につける顔全体に均一に、残りを目尻につける顔全体に均一に、残りを目尻につける顔全体に均一に、残りを目尻につける    

手の甲が柔らかくフワフワになって嬉しいです 

クマの色が薄く調子が良いです 

●寝相が悪いせいで左側法令線が少し深くなってしまいました 

 

寝相はクセというか習慣というか、つい横向きで寝入ってしまい、朝までその向きのままだったりします。 

当然眠っている何時間もの間、顔の片側だけにお肉が集中しますから負荷がかかり翌朝むくんだり、顔が押されて法令線が

深くなってしまったりするのかも知れないですね、せっかく素晴らしい美容液のモニターをやらせていただいているのですから

寝相のこともしっかりと考え、美容に取り入れていきたいです。 

大切なのは楽しみながら続けること、ですよね。辛いことは続かないですが、楽しいことはいくらでも続けられる。 

ジリを使うのが毎日本当に楽しいのでお肌についてもっともっと真剣に悩んだり喜んだりしたいです。 

 

１０月８日１０月８日１０月８日１０月８日    夜夜夜夜    １プ１プ１プ１プッシュ（しっかり）ッシュ（しっかり）ッシュ（しっかり）ッシュ（しっかり）    顔全体に均一につける顔全体に均一につける顔全体に均一につける顔全体に均一につける    

今日は肌全体の調子が良いです、なので１プッシュで十分でした。 

ジリはその時のお肌の調子で量を調節する使い方が合っていると感じます。 

お肌の調子が良い時はつけていて自然と分かるのでそういう時には１プッシュでも十分な効果と安心感があります。 
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１０月９日１０月９日１０月９日１０月９日    朝朝朝朝    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    目尻を多めに顔全体に、残りを手の甲につける目尻を多めに顔全体に、残りを手の甲につける目尻を多めに顔全体に、残りを手の甲につける目尻を多めに顔全体に、残りを手の甲につける    

目尻の色素沈着が薄くなってきているようです 

右側の法令線がだいぶ薄くなってきました 

 

１０月９日１０月９日１０月９日１０月９日    夜夜夜夜    ２プッシュ（しっかり）２プッシュ（しっかり）２プッシュ（しっかり）２プッシュ（しっかり）    顔全体に、残りを頭皮に顔全体に、残りを頭皮に顔全体に、残りを頭皮に顔全体に、残りを頭皮につけるつけるつけるつける    

上まぶたと眉毛の間にたくさんあった小さなシワが徐々に薄くなってきました 

肌全体のくすみがとれてピンク色に近い肌色になってきて嬉しいです 

 

１０月１０日１０月１０日１０月１０日１０月１０日    朝朝朝朝    １プッシュ（軽め）１プッシュ（軽め）１プッシュ（軽め）１プッシュ（軽め）    顔全体になじませるようにつける顔全体になじませるようにつける顔全体になじませるようにつける顔全体になじませるようにつける    

右側の頬のたるみが改善され引きあがってきていると感じました 

肌調子が良いので１プッシュで十分に顔全体に美容液が行き渡りました 

 

１０月１０日１０月１０日１０月１０日１０月１０日    夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    顔全体に均一につける顔全体に均一につける顔全体に均一につける顔全体に均一につける    

ジリ使用開始の頃と比べて肌のくすみが驚くほど改善されました 

鏡を見て感じるだけでなく、写真に撮ることでより一層、お肌が良い方向へむかっているのを感じます 

 

１０月１１日１０月１１日１０月１１日１０月１１日    朝朝朝朝    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    顔全体に均一に丁寧につける顔全体に均一に丁寧につける顔全体に均一に丁寧につける顔全体に均一に丁寧につける    

気になっていた目頭側の小ジワが気にならないほどにまで改善されました 

肌のくすみだけでなく、部分によって違っていた色ムラが少しずつ整ってきています 

以前は法令線からアゴ下までのくすみ（１トーン暗く茶色っぽい）がありましたが頬骨あたりの健康的な色に近づいてきて頬骨あたりの健康的な色に近づいてきて頬骨あたりの健康的な色に近づいてきて頬骨あたりの健康的な色に近づいてきていま

す、とっても嬉しいです 

 

１０月１１日１０月１１日１０月１１日１０月１１日    夜夜夜夜    ３プッシュ（しっかり）３プッシュ（しっかり）３プッシュ（しっかり）３プッシュ（しっかり）    顔全体に均一に、残りを頭皮につける顔全体に均一に、残りを頭皮につける顔全体に均一に、残りを頭皮につける顔全体に均一に、残りを頭皮につける    

毛穴が目立たず頬が健康なピンク頬が健康なピンク頬が健康なピンク頬が健康なピンク色色色色をしています 

目尻の色素沈着が日に日に薄く目尻の色素沈着が日に日に薄く目尻の色素沈着が日に日に薄く目尻の色素沈着が日に日に薄くなってきています 

頭皮に時々つけているのですが、つけた部分だけとても柔らかく頭皮に時々つけているのですが、つけた部分だけとても柔らかく頭皮に時々つけているのですが、つけた部分だけとても柔らかく頭皮に時々つけているのですが、つけた部分だけとても柔らかくなります 

 

頭皮もお肌ですので、柔らかく保つことが大切だとエステティシャンの友人に教えてもらった記憶があります。 

女性も年齢と共に髪の毛が細く薄くなってゆきます。 

加齢による女性ホルモンの減少や乱れた食生活やストレスなど、いくつもの原因が重なって髪や頭皮がダメージを受けるの

だそうです。 

 

私は若い頃から髪量が少ない方でしたので、抜け毛の心配も他人事ではありません。 

ジリを使用する事でお肌だけでなく育毛効果も感じられたら本当に幸せです。 

育毛にかかせないのは頭皮の健康、頭皮は畑でいうと土に当たります。 

柔らかく肥料がたっぷりの土からは強くて健康な草木が生えてきますので固いアスファルトのような頭皮よりもフワフワに柔らか

い頭皮を保つ事が健やかな髪を育てると信じています。 

 

１０月１２日１０月１２日１０月１２日１０月１２日    朝朝朝朝    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    目尻を中心に顔全体に、残りを手の甲につける目尻を中心に顔全体に、残りを手の甲につける目尻を中心に顔全体に、残りを手の甲につける目尻を中心に顔全体に、残りを手の甲につける    

手のキメがとても細かくなり肉眼で見えるのが嬉しいです 

目がぱっちりと開くようになりました目がぱっちりと開くようになりました目がぱっちりと開くようになりました目がぱっちりと開くようになりました（写真で撮るとよく分かります） 
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１０月１２日１０月１２日１０月１２日１０月１２日    夜夜夜夜    ２プッシ２プッシ２プッシ２プッシュ（軽め）ュ（軽め）ュ（軽め）ュ（軽め）    顔全体に優しく、残りを手の甲につける顔全体に優しく、残りを手の甲につける顔全体に優しく、残りを手の甲につける顔全体に優しく、残りを手の甲につける    

肌の色ムラが均一になってきました、くすみがなくなるまでもうあと少し、がんばります 

クマの範囲がだいぶ狭くなってきました、もしかするとクマというよりもたるみ？だったのかも知れません 

 

今日は昼間、百貨店の化粧品ブースにて某メーカーさんの肌チェックを受けました 

透明感と潤いは３０代前半と診断され、さらに毛穴は２０代後半と診断され透明感と潤いは３０代前半と診断され、さらに毛穴は２０代後半と診断され透明感と潤いは３０代前半と診断され、さらに毛穴は２０代後半と診断され透明感と潤いは３０代前半と診断され、さらに毛穴は２０代後半と診断されてとってもとっても嬉しかったです 

ハリのスコアだけ実年齢よりも上（しゅん･･･）と診断されました、これからの改善はハリ向上を目指します！ 

 

１０月１３日１０月１３日１０月１３日１０月１３日    朝朝朝朝    ２プッシュ（しっかり）２プッシュ（しっかり）２プッシュ（しっかり）２プッシュ（しっかり）    目元を中心に顔全体につける目元を中心に顔全体につける目元を中心に顔全体につける目元を中心に顔全体につける    

朝のむくみが感じられず爽快です 

ぼやけていた輪郭がはっきりとしてきました 

●寝不足＆また横向きのまま寝相がかたまってしまったようで左側の法令線が深くなってしまいました 

 

１０月１３日１０月１３日１０月１３日１０月１３日    夜夜夜夜    １プッシュ（軽め）１プッシュ（軽め）１プッシュ（軽め）１プッシュ（軽め）    顔全体につける顔全体につける顔全体につける顔全体につける    

毛穴が閉じていて顔全体が締まって見えます 

尊敬しているエステ店の店長さんと１ヶ月ぶりに会い肌チェックをしていただいたところツヤと透明感が素晴らしいとのお褒めツヤと透明感が素晴らしいとのお褒めツヤと透明感が素晴らしいとのお褒めツヤと透明感が素晴らしいとのお褒め

の言葉をいただき嬉しくての言葉をいただき嬉しくての言葉をいただき嬉しくての言葉をいただき嬉しくて仕方がありません 

（私がジリのモニターであることは店長さんは知りません） 

●今日はスマホを見る時間が長かったせいか、目の下のたるみを感じました 

 

１０月１４日１０月１４日１０月１４日１０月１４日    朝朝朝朝    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    顔全体に１プッシュ、頭皮に贅沢に１プッシュをつける顔全体に１プッシュ、頭皮に贅沢に１プッシュをつける顔全体に１プッシュ、頭皮に贅沢に１プッシュをつける顔全体に１プッシュ、頭皮に贅沢に１プッシュをつける    

小鼻の毛穴の詰まりが解消されつつあります 

 

以前なら起きてすぐ黒いツブツブがあったのですが、その数がどんどん減ってきています 

今考えると･･･２０代の頃は若かったせいか相当乱暴なことをしていました 

当時、小鼻のパック（貼ってはがすタイプ）が流行っていたのですが、その頃の私は毛抜きで角栓を抜いていたんです･･･！ 

 

パックも毛抜きも原理は同じ "引っ張る" だということ、そして毛抜きで抜けばお金もかからないなぁということ、そんな理由か

ら角栓が溜まるたびに毛抜きで抜いていました 

 

すっぽりと抜けて気持ちが良いときもありますが、匠の技でも持ち合わせていない限り、やはりどうしても毛抜きで鼻表面をひ

っかいたり傷つけたりしてしまいます。 

当時の私に「そんなお肌をいじめるような事はしないでぇ！」と言って聞かせることはもうできませんが、これからのお肌に対し

て優しく丁寧に接してあげることで、お肌をたくさん喜ばせてあげていけたらと考えています。 
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経過報告経過報告経過報告経過報告･･･2016/10/14～10/31    

１０月３１日までの日誌と写真をお送りいたします。 

 

前回から今回までの間で最も感じた変化は「まつ毛」です。 

抜けやすく細かった私のまつ毛ですが、ジリを目周りにつけていただけで、下まつ毛も上まつ毛も太くしっかりと生えてきて 

この効果にはものすごく驚いています！ 

 

しかも今まで生えていなかったキワのところからもはえてきています！ 

まつ毛がふっさりしているのでアイラインを引いているような効果まであって、ジリはお肌だけではなく本当に体にも頭にも、全

身に使える美容液なんだなぁって実感しました。 

いつも、ほんとうにありがとうございます。 

 

写真は全てすっぴんです 
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１０月１４日１０月１４日１０月１４日１０月１４日    夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    顔全体につける顔全体につける顔全体につける顔全体につける    

小鼻周りの毛穴が少しずつ小さく浅くなってきています 

お肌の調子が絶好調、当分は２プッシュ以内でいけそうです 

 

１０月１５日１０月１５日１０月１５日１０月１５日    朝朝朝朝    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    顔全体につける顔全体につける顔全体につける顔全体につける    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    顔全体に１プッシュ、頭皮に１プッシュ顔全体に１プッシュ、頭皮に１プッシュ顔全体に１プッシュ、頭皮に１プッシュ顔全体に１プッシュ、頭皮に１プッシュ    

Ｔゾーンの毛穴が引き締まってきています 

以前はもっとポツポツ大きく広がっていたので嬉しいです 

毛穴が小さくなると顔全体が引き締まって見えます！毛穴が小さくなると顔全体が引き締まって見えます！毛穴が小さくなると顔全体が引き締まって見えます！毛穴が小さくなると顔全体が引き締まって見えます！    

 

１０月１６日１０月１６日１０月１６日１０月１６日    朝朝朝朝    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    顔全体につける顔全体につける顔全体につける顔全体につける    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）            目尻を中心に顔全体につける目尻を中心に顔全体につける目尻を中心に顔全体につける目尻を中心に顔全体につける    

今日はお肌に新しい発見や変化はありませんが、１日を通してお肌の調子が良かったこと、それが何より幸せです 

 

１０月１７日１０月１７日１０月１７日１０月１７日    朝朝朝朝    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    １プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました    

法令線（とくに気になっている左側）が薄くなってきています！ 

シワを気にしてなるべく表情を動かさないでいるよりも、なにも気にせず笑うことができるってすごく嬉しいなにも気にせず笑うことができるってすごく嬉しいなにも気にせず笑うことができるってすごく嬉しいなにも気にせず笑うことができるってすごく嬉しいです 

 

数日に１度、頭皮にジリをつける度につけたところとその周りがじわぁ～っと温まってこれはかなりいいぞ！って感じます 

最近の頭皮はものすごく柔らかさを保て最近の頭皮はものすごく柔らかさを保て最近の頭皮はものすごく柔らかさを保て最近の頭皮はものすごく柔らかさを保てています 

ジリと出会えたおかげで頭皮のこともまじめに考えるようになりました 

 

１０月１８日１０月１８日１０月１８日１０月１８日    朝朝朝朝    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    １プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました    

額の毛穴が閉じてきています 

なかなか手ごわい目の下のくまですが、こちらもジリ開始当初と比べるとだいぶ改善してきています、うれしい！ 
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１０月１９日１０月１９日１０月１９日１０月１９日    朝朝朝朝    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    １プッシュを顔全体に、１プッシュを手の甲と頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを手の甲と頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを手の甲と頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを手の甲と頭皮につけました    

目元が以前よりも華やかになってきていてうれしい驚きです 

拡大鏡で見てみると、うん！ 

やっぱりまつ毛が太く長く伸びているのが分かりますまつ毛が太く長く伸びているのが分かりますまつ毛が太く長く伸びているのが分かりますまつ毛が太く長く伸びているのが分かります 

まつ毛効果凄いです！まつ毛効果凄いです！まつ毛効果凄いです！まつ毛効果凄いです！ 今夜もジリに感謝して眠ります、おやすみなさい 

 

１０月２０日１０月２０日１０月２０日１０月２０日    朝朝朝朝    １プッシュ（軽め）１プッシュ（軽め）１プッシュ（軽め）１プッシュ（軽め）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    目尻を目尻を目尻を目尻を中心に顔全体につけました中心に顔全体につけました中心に顔全体につけました中心に顔全体につけました    

最近はお肌の調子がずっと、良い状態で保たれているので使用量も少しずつ減ってきているように思います 

昨日のまつ毛効果に今朝も驚いて、マスカラを塗るのが楽しみになりました 

どんな付けまつ毛も、自まつ毛の美しさにはかなわないのではないでしょうか 

目指せ天然美！ 

 

１０月２１日１０月２１日１０月２１日１０月２１日    朝朝朝朝    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました    

夜夜夜夜    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    １プッシュを顔全体に、１プッシュを手の甲につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを手の甲につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを手の甲につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを手の甲につけました    

頬の毛穴と額の毛穴が順調に閉じてきています 

肉眼で見るよりもやはり拡大鏡で見た時に明らかに分かります 

目尻の色素沈着はやや濃くなっています、おそらくホルモン周期なども関係しているのかも知れません 

 

夜、少し実験的に左の手の甲にジリをつけて浸透させて、右の手の甲には以前使用していた美容液をつけて浸透させてみま

した 

びっくりです！ 

ジリは吸い込まれるかのように肌内部までぐいぐい入っていきます 

そして、入っていった後にはホカホカとあたたかくなりしっかりと蓋をしてくれているのが分かります 

以前使用していた美容液のほうは、手の甲の表面にまったりと膜をはっただけでした 

手の甲で試しただけでこんなに違うなんて･･･ 

あらためて、ジリの実力にまいりました！ 

 

１０月２２日１０月２２日１０月２２日１０月２２日    朝朝朝朝    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（しっかり）２プッシュ（しっかり）２プッシュ（しっかり）２プッシュ（しっかり）            小鼻を中心に顔全体につけました小鼻を中心に顔全体につけました小鼻を中心に顔全体につけました小鼻を中心に顔全体につけました    

●今日は小鼻に毛穴詰まりを感じたので、夜はジリを小鼻中心につけてみました 

ずっと良いコンディションを保っていたお肌だけに、ショックですがおそらくはクレンジング不足による詰まりではないかと思い

ます 

 

１０月２３日１０月２３日１０月２３日１０月２３日    朝朝朝朝    １プッシュ（軽め）１プッシュ（軽め）１プッシュ（軽め）１プッシュ（軽め）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    目の下のクマを中心に顔全体につけました目の下のクマを中心に顔全体につけました目の下のクマを中心に顔全体につけました目の下のクマを中心に顔全体につけました    

昨夜しっかりと２プッシュつけたおかげで今朝のお肌の潤いバランスが整っていて、朝は軽めの１プッシュですみました 

小鼻の詰まりは昨日よりも良くなっていて一安心です 

額の毛穴も閉じていて嬉しいです 

法令線はジリをつけた後しばらくはほとんど気にならないです、うれしいです 
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ジリにはどれだけ助けられているか、本当にありがとうございます！ 

 

１０月２４日１０月２４日１０月２４日１０月２４日    朝朝朝朝    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）            １プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました    

頭皮がとても柔らかくなってきています！ 

以前よりも髪が抜けにくくなってきている髪が抜けにくくなってきている髪が抜けにくくなってきている髪が抜けにくくなってきているのが分かります 

それに、まつ毛も太くしっかり生えてきて嬉しいまつ毛も太くしっかり生えてきて嬉しいまつ毛も太くしっかり生えてきて嬉しいまつ毛も太くしっかり生えてきて嬉しいです 

 

１０月２５日１０月２５日１０月２５日１０月２５日    朝朝朝朝    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

今日も一日順調なお肌でした 

なんだか最近感じてきていることがあります 

まるでファンデーションを塗っているかのようなお肌の質感なのです 

キメが整って顔色が均一なのでそう感じるのかな？ 

もしかしてファンデいらずのお肌になる日が近いファンデいらずのお肌になる日が近いファンデいらずのお肌になる日が近いファンデいらずのお肌になる日が近いかもしれません 

うれしいっ！ 

 

１０月２６日１０月２６日１０月２６日１０月２６日    朝朝朝朝    ２プッ２プッ２プッ２プッシュ（軽め）シュ（軽め）シュ（軽め）シュ（軽め）            目尻とクマを中心に顔全体につけました目尻とクマを中心に顔全体につけました目尻とクマを中心に顔全体につけました目尻とクマを中心に顔全体につけました    

夜夜夜夜    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

●今朝はクマが目立ちました●今朝はクマが目立ちました●今朝はクマが目立ちました●今朝はクマが目立ちました、 

忙しさでつい眠りにつくのがかなり遅くなってしまいました 

ジリを使っていると、お肌のコンディションがつねに良好な状態で保たれるので、少しのお肌の乱れにも敏感に気がつく事が

できます 

ジリに感謝ジリに感謝ジリに感謝ジリに感謝です、ありがとうございます！ 

 

１０月２７日１０月２７日１０月２７日１０月２７日    朝朝朝朝    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）            １プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました    

法令法令法令法令線が気にならない日が続いています線が気にならない日が続いています線が気にならない日が続いています線が気にならない日が続いています    

気にならなくなるとまるで開放されたかのように、そこを見ずにすみますね 

逆に気になる部分はいつまでも見続けて悩んでしまうという事かも知れないです 

気にならないってステキ気にならないってステキ気にならないってステキ気にならないってステキだなって思いました 

もっともっと、気にならないところを増やしていきたいです！もっともっと、気にならないところを増やしていきたいです！もっともっと、気にならないところを増やしていきたいです！もっともっと、気にならないところを増やしていきたいです！    

 

１０月２８日１０月２８日１０月２８日１０月２８日    朝朝朝朝    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）            目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました    

今日も法令線が目立たず１日気持ちよく過ごせました 

それにやっぱり･･････まつ毛！ 

まつ毛が増えていて瞳がゴまつ毛が増えていて瞳がゴまつ毛が増えていて瞳がゴまつ毛が増えていて瞳がゴージャスージャスージャスージャスに見えます、嬉しいです！ 

 

 

 



 
 

－  － 21

１０月２９日１０月２９日１０月２９日１０月２９日    朝朝朝朝    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    １プッシュを顔全体に、１プッシュを手の甲につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを手の甲につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを手の甲につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを手の甲につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    １プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました    

書こうかどうしようか、ためらいましたが、勇気を出して書きます！ 

 

もしかしたら私はシンデレラ姫になってしまうかもしれない 

（･･････あぁ、書いてはみたもののかなり恥ずかしいです） 

 

ジリは私にとってはまるで魔法のよう 

毎日少しずつ悩みが改善されていき、気持ちまで幸せになって、使い始める前の気持ちと今の気持ちがぜんぜん違うんです 

 

「本物」を使うってこんなにも作用が大きい「本物」を使うってこんなにも作用が大きい「本物」を使うってこんなにも作用が大きい「本物」を使うってこんなにも作用が大きいのですね 

 

作用はお肌だけではなく心にももたらされて、本当に幸せです 

 

１０月３０日１０月３０日１０月３０日１０月３０日    朝朝朝朝    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）            目尻を中心に、顔全体につけました目尻を中心に、顔全体につけました目尻を中心に、顔全体につけました目尻を中心に、顔全体につけました    

そういえば、ジリを使い始めた頃必ず感じていたホカホカ感。 

毎日の感覚で慣れたせいなのか、顔にはあまり強く感じなくなりました 

少しさびしい気もしますが、最近は手の甲や頭皮につけた後にホカホカと温かい感じを受けますホカホカと温かい感じを受けますホカホカと温かい感じを受けますホカホカと温かい感じを受けます 

ホカホカ感は実に気持ちよいのでぜひ、体感されてみて下さい 

 

１０月３１日１０月３１日１０月３１日１０月３１日    朝朝朝朝    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（しっかり）２プッシュ（しっかり）２プッシュ（しっかり）２プッシュ（しっかり）    １プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました    

今日で１０月も終わりです 

これからはますます乾燥の厳しい冬へと季節が移り変わってゆきますが、ジリと一緒にお肌を護りながら乗り越えていきたいで

す！ 

 

日々、当たり前と思えるような出来事にもありがとうといえる気持ちを持たせてくれたジリに、とっても、ありがとうありがとうといえる気持ちを持たせてくれたジリに、とっても、ありがとうありがとうといえる気持ちを持たせてくれたジリに、とっても、ありがとうありがとうといえる気持ちを持たせてくれたジリに、とっても、ありがとう 

ジリのおかげで肌悩みが軽減し心が満たされてきています 

どうもありがとう 

 

 

経過報告経過報告経過報告経過報告･･･2016/11/1～11/15    

１１月１日から１１月１５日までの日誌と写真をお送りいたします。 

 

いよいよ乾燥の厳しい冬に入ろうとしています、いかがお過ごしでしょうか。 

今日は用事の後、F 社のカウンターで肌スコアチェックをして頂きました。 

 

前回１１ｐだったハリが今回は２７ｐと改善されていたのに対し、うるおいは６２ｐから４５ｐにクリアは８６ｐから５７ｐに下がっていま

した。 
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やはり季節柄、乾燥しているようです。 

ジリでしっかりと乾燥を防いでいきたいです。 

 

（透明感は７３ｐから８５ｐに上がっていました） 

   

    

１１月１日１１月１日１１月１日１１月１日        朝朝朝朝    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました 

拡大鏡を使ってみると毛穴が閉じているのがはっきり分かります毛穴が閉じているのがはっきり分かります毛穴が閉じているのがはっきり分かります毛穴が閉じているのがはっきり分かります。 

 

以前はもっと縦長だったはずの毛穴がこんなに小さく閉じるなんて本小さく閉じるなんて本小さく閉じるなんて本小さく閉じるなんて本

当に驚きです！当に驚きです！当に驚きです！当に驚きです！ 

毎日ジリを続けることで毛穴の悩みとはお別れできそうです。 

 

１１月２日１１月２日１１月２日１１月２日        朝朝朝朝    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（しっかり）２プッシュ（しっかり）２プッシュ（しっかり）２プッシュ（しっかり）    １プッシュを顔に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔に、１プッシュを頭皮につけました    

今日はメイクのノリ（とくにアイメイク）が良かったです。 

 

目尻の色素沈着が薄くなってきたおかげでアイシャドウの色がよくのります。 

でも、このまま続けたらノーメイクでもぱっちりとした目元になりそうで、とっても楽しみです。 

 

１１月３日１１月３日１１月３日１１月３日        朝朝朝朝    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

気になっていた左側の法令線、朝起きた時が一番深いです。 

 

おそらくは寝相によるクセだとは思うのですが、朝、ジリをつけながら優しく丁寧に法令線をマッサージするとだんだんと消えジリをつけながら優しく丁寧に法令線をマッサージするとだんだんと消えジリをつけながら優しく丁寧に法令線をマッサージするとだんだんと消えジリをつけながら優しく丁寧に法令線をマッサージするとだんだんと消え

ていきますていきますていきますていきます。 

マッサージはこすらずに、肌を撫でてあげる感じで行っています。 

 

１１月４日１１月４日１１月４日１１月４日        朝朝朝朝    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    
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夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました    

目のクマが少しずつ健康的な色になってきています。 

 

体調によって青クマだったり茶クマだったりしますが、クマそのものがだんだんと目立たなくなってきているので後はこのクマの

ライン（たるみ？）が消えたら、もう最高です。 

 

１１月４日１１月４日１１月４日１１月４日        朝朝朝朝    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    １プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました    

今日は、長い付き合いで私の憧れでもあるエステ店の店長さんとお会いしました。 

お肌の調子がとても良いと誉められて、嬉しかったです。 

 

美容のプロが仰る言葉には重みや真実味があるので今日のように誉められると、嬉しくて、もっと綺麗になりたいって思っちゃ

います。 

 

１１月５日１１月５日１１月５日１１月５日        朝朝朝朝    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました    

ジリのおかげで肌くすみが整い顔色が均一になってきたら、顔にあるホクロが目立つようにジリのおかげで肌くすみが整い顔色が均一になってきたら、顔にあるホクロが目立つようにジリのおかげで肌くすみが整い顔色が均一になってきたら、顔にあるホクロが目立つようにジリのおかげで肌くすみが整い顔色が均一になってきたら、顔にあるホクロが目立つようになりました。 

面白い発見。 

 

お肌の調子が良いと、気になっていたホクロもチャームポイントに変わりそうです。 

 

１１月６日１１月６日１１月６日１１月６日        朝朝朝朝    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

最近はお肌の調子によって１日に３～４プッシュ使用を続けています。 

これからの季節は乾燥が進むのでこの量ですが、夏の時期だったら１日に２プッシュでも十分いけそうな気がします。 

化粧水や美容液、クリームなどを分けて購入するよりもコスパが良いのが嬉しいクリームなどを分けて購入するよりもコスパが良いのが嬉しいクリームなどを分けて購入するよりもコスパが良いのが嬉しいクリームなどを分けて購入するよりもコスパが良いのが嬉しいです。 

 

１１月７日１１月７日１１月７日１１月７日        朝朝朝朝    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました    

Ｔゾーンの毛穴がほん毛穴がほん毛穴がほん毛穴がほんとうにキレイに閉じてきたとうにキレイに閉じてきたとうにキレイに閉じてきたとうにキレイに閉じてきたなぁ、と拡大鏡をのぞき込みながら嬉しくて笑顔になってしまうこの頃です。 

 

小鼻の黒ずみはあるものの、でも以前よりもずっと、毛穴の詰まりは少ないですし目立ちません。嬉しいな。 

１１月８日１１月８日１１月８日１１月８日        朝朝朝朝    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    顔全体と残りを手の甲につけました顔全体と残りを手の甲につけました顔全体と残りを手の甲につけました顔全体と残りを手の甲につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    １プシュを顔に、１プッシュを頭皮につけました１プシュを顔に、１プッシュを頭皮につけました１プシュを顔に、１プッシュを頭皮につけました１プシュを顔に、１プッシュを頭皮につけました    

お肌だけじゃなくて頭皮環境も良くなってきて、毎年１０月の終わり頃から乾燥による痒みなどが出てきていた頭皮ですが、今

年はまだ痒みがでていません、ジリで頭皮を保湿できているからだと思うんです。 

１プッシュでもちゃんと頭皮に行き渡るのが分かる１プッシュでもちゃんと頭皮に行き渡るのが分かる１プッシュでもちゃんと頭皮に行き渡るのが分かる１プッシュでもちゃんと頭皮に行き渡るのが分かるんです。 

ポカポカと守られている感じがとてもお気に入りです。 

ジリ使い始め当初はこのポカポカ感に衝撃を受けるジリ使い始め当初はこのポカポカ感に衝撃を受けるジリ使い始め当初はこのポカポカ感に衝撃を受けるジリ使い始め当初はこのポカポカ感に衝撃を受けるほどでした。 

他のどのスキンケア製品でもこの感覚に出会ったことはないので、本当にありがたくて、幸せです。 
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１１月９日１１月９日１１月９日１１月９日        朝朝朝朝    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（しっかり）２プッシュ（しっかり）２プッシュ（しっかり）２プッシュ（しっかり）    顔全体、頭皮、手の甲につけました顔全体、頭皮、手の甲につけました顔全体、頭皮、手の甲につけました顔全体、頭皮、手の甲につけました    

１１月に入り、寒さも乾燥もすすみましたね。 

そのせいか朝の寝起き時の法令線が気になる感じです。 

 

冬をどう乗り切るかで翌年の肌年齢が決まる、と通販番組で美容アドバイザーの方が仰っていました。 

確かにそのとおりかも知れないです、冬は顔だけではなく腕や足など体のあちこちで肌トラブルが起こるので、しっかり上手に

乾燥を防いで来年の肌年齢を良好にしたいです。 

 

１１月１０日１１月１０日１１月１０日１１月１０日    朝朝朝朝    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    １プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました    

今日は、気になるコスメをチェックしに百貨店へ行ってきました。 

コスメについてＢＡさんに相談していたのですが、お肌の状態を褒められて、毛穴がぜんぜん見えないですね！？と驚かれ

て反対にＢＡさんから、毎日どんなスキンケアをしているのか教えて欲しいと相談されて毎日どんなスキンケアをしているのか教えて欲しいと相談されて毎日どんなスキンケアをしているのか教えて欲しいと相談されて毎日どんなスキンケアをしているのか教えて欲しいと相談されて、 なんとも嬉しい気持ちになりました。

ジリに感謝感激ジリに感謝感激ジリに感謝感激ジリに感謝感激です。 

 

１１月１１日１１月１１日１１月１１日１１月１１日    朝朝朝朝    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    頬周りを中心に顔全体につけました頬周りを中心に顔全体につけました頬周りを中心に顔全体につけました頬周りを中心に顔全体につけました    

夜夜夜夜    １プッシュ（軽め）１プッシュ（軽め）１プッシュ（軽め）１プッシュ（軽め）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

やっぱり朝の法令線が気になります。 

今朝もジリをつけたあと法令線のあたりを優しくマッサージしました。 

これからもっと寒くなって乾燥してくるので、寝不足や食生活などの生活習慣も整えながらスキンケアしていきたいです。 

 

１１月１２日１１月１２日１１月１２日１１月１２日    朝朝朝朝    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    目尻と法令線に重点的につけました目尻と法令線に重点的につけました目尻と法令線に重点的につけました目尻と法令線に重点的につけました    

朝の法令線対策に、夜のお手入れ時にジリを法令線に沿って押し込むようにつけてみました。 

あとは必要以上に悩まないように、使い始めの頃のの写真と見比べてみました。 

ジリを使い始めの頃と比較すると法令線が浅く薄くなってきているのがよく分かるので写真に残しておくっていいなって思いま

した。 

 

１１月１３日１１月１３日１１月１３日１１月１３日    朝朝朝朝    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    法令線を法令線を法令線を法令線を中心に顔全体につけました中心に顔全体につけました中心に顔全体につけました中心に顔全体につけました    

昨夜のケアが良かったのか、今朝は法令線が深く刻まれていませんでした。ホッ･･･。 

目尻の色素沈着もだいぶ改善されてきています。 

ジリモニター開始当初は、目尻よりもクマの方が気になっていたのですが今ふり返ってみれば、あっさりとクマが改善された感

じです。嬉しい！ 

クマを目立たせていた原因のひとつに、目の下に小さなシワがたくさんあってでも、最近はそのシワがほぼ改善されたのでクシワがほぼ改善されたのでクシワがほぼ改善されたのでクシワがほぼ改善されたのでク

マが目立たなくなったマが目立たなくなったマが目立たなくなったマが目立たなくなったのではないかと感じています。 

 

１１月１４日１１月１４日１１月１４日１１月１４日    朝朝朝朝    １プッシュ（軽め）１プッシュ（軽め）１プッシュ（軽め）１プッシュ（軽め）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

夜夜夜夜    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    １プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました１プッシュを顔全体に、１プッシュを頭皮につけました    

私の肌は、合わないスキンケアや生理周期などですぐに吹き出物ができてしまうのですが、ジリを使い始めてから吹き出物にジリを使い始めてから吹き出物にジリを使い始めてから吹き出物にジリを使い始めてから吹き出物に
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よる肌トラブルがほとんど起きていないよる肌トラブルがほとんど起きていないよる肌トラブルがほとんど起きていないよる肌トラブルがほとんど起きていないんです。 

ほんとうにありがたいです。 

４０代の吹き出物はけっこう厄介で、炎症が治まってもしばらく赤みが引かず目立ちます。 

そうすると肌色が均一ではなくなったりしますし、炎症がひどい場合は色素沈着で何ヶ月も痕がのこります。 

最近は、吹き出物ができても１日か２日ですぐに治まってしまう吹き出物ができても１日か２日ですぐに治まってしまう吹き出物ができても１日か２日ですぐに治まってしまう吹き出物ができても１日か２日ですぐに治まってしまうのでさまざまな肌トラブルから守ってくれているジリに感謝です。

ありがとう。 

 

１１月１５日１１月１５日１１月１５日１１月１５日    朝朝朝朝    ２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）２プッシュ（軽め）    目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました目尻を中心に顔全体につけました    

夜夜夜夜    １プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）１プッシュ（しっかり）    顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました顔全体につけました    

気になった時に、ジリをつけながら優しく法令線マッサージ。 

その効果が少しずつあらわれてきています。うれしいです。 

 

頬周辺の毛穴も綺麗に閉じてくれてほんとうに嬉しいな。 

40 歳を過ぎると日頃のお手入れの差がハッキリ出る、と、ＢＡさんに教えてもらった事があります。 

あわせて普段の生活習慣もお肌に出てくるのでジリで至福のスキンケアをしながら、睡眠管理や食事管理をして行きたいと思

います 

 

 

ジリジリジリジリ 1111本を使い終えて本を使い終えて本を使い終えて本を使い終えて･･･2016/12/28    
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ジリ美容液は 12 月 27 日朝に 1 本使い終えました。 

この度は、こんなに素敵なモニター企画に参加させていただきまして本当に、本当に、ありがとうございました。 

 

使い始め当初、深刻だった肌悩みのクマや法令線が今では気にならない程度になり、年齢相応の、もしかしたらそれ以上の

若返りのような改善効果を強く実感いたしました。 

 

毎年冬は口元に、乾燥による粉ふき現象が起こったり、ひどい時には笑うと唇の端が乾燥によりピキッと切れてしまったりする

事もありました。 

 

ですが、今年の冬はまだ一度も粉ふきが起こっていません。 

私自身がいちばん信じられない・・・それくらいに、ジリの保湿効果が高いのですよね。 

 

それに、ジリを使い始めて肌悩みが軽くなった分だけ日に日に気持ちも前向きになり、生活習慣や美容への意識がより一層

高まりました。 
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以前でしたらＢＡさんやエステシャンの方に、どんなダメ出しをされるだろうとビクビクしていたものですが、 

ダメ出しどころかどんな美容グッズを使っているのですか？ 

どんな美容法を試しているのですか？ 

と、反対に美容のアドバイスを求められるようになり、嬉しい戸惑いです。 

 

お肌が改善されたことで、やる気が沸いてきてダイエットも始めて、いろいろな事に関心が高まって今なおチャレンジの毎日

です。 

 

これもジリを使い始めたことがきっかけです。 

ジリと出会えてほんとうに良かったです。 

心から感謝いたします。 

 

 


