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お使いのシャンプーを替えれば、髪も肌も変わります。

バーデンスサロンは、お客さまの髪と肌を
見て話して、責任をもって保証します。
低刺激のお酢系シャンプー「バーデンス スキャルプシャンプー」は、ネットでは買えないシャンプーとコスメフリークに
も話題です。
なぜ世の中の流れと逆行しているようにも思える販売方法なのでしょうか？ バーデンスサロンの役割から、
その答えが見えてきました。
えることが大事なのです」
——そこまで徹底しなければい
けないということですね。
バーデンスブランドのみを扱
「そうです。サロンがシャンプ
う正規サロン「バーデンスサロ
ーを替えると、まず美容師さん
ン」が全国に増えています。こ
の手あれがなくなります。手あ
れまでの美容室とどこが違うの
れするなら、お客さまの髪だっ
か、モアコスメティックスの亀
て頭皮だってあれているはず。
田宗一社長に聞きました。
そこを見ないことにして、カッ
亀田社長（以下略）「バーデン
ト技術だ、スタイルだというの
スサロンは、アレルギー、アト
は、きれいになりに来ているお
ピー、肌あれ・敏感肌・ダメー
客さまをまったく顧みていない
ジヘアにお悩みの方に通ってい
といえるでしょう。
ただきたいサロンです。そのた
技術やファッションは、サロ
めに、サロンには硫酸と表示の
ンの皆さんの腕のふるいどころ。
あるシャンプーの使用と販売を
バーデンスサロンは何が違うか
せず、低刺激洗浄剤として特許
というと、お客さまの髪と肌を
を取得しているラウレス -3酢
保証するのです。カットやその
酸アミノ酸配合のバーデンスシ
他の施術後、1カ月で頭皮をチ
ャンプーのみをお客さまにご案
ェックし、髪も整えます。無料
内いただいています。
でヘッドスパも行います。それ
2016年アメリカ油化学会に
がお客さまへのサービスになり、
投稿した論文で示したように、 サロンにとっては、髪の毛や頭
細胞を殺すことがわかっている
皮の変化を確認できる時間でも
硫酸系の界面活性剤を遠ざけな
あるわけです。
ければ、健康な肌と髪に戻すこ
サロンでは雑誌などは置かな
とはできないからです。
いで、肌や髪のことを話し合っ
もちろん、お客さまがご自宅
て正しい知識や情報を得ていた
で使っているシャンプーも硫酸
だいて、1年後、10年後、ずっ
と表示のあるものはやめてもら
と健康な肌と髪でいていただき
います。『自宅にあるシャンプ
たいのです」
ーは、無償でバーデンスと交換
美容のプロフェッショナルが
さ せ て い た だ い て い ま す』と。
お客さまの〝美〟をかなえる
そのくらい刺激があるのだと伝

スタートは刺激がある
シャンプーをやめること

バーデンスサロン

羽田光子 様

2018
あなたはバーデンス製品を使い

お客様を美しくするため素描を重ねて技術を磨かれ
その高い技術をバーデンスサロンに広く発信されました
よってここにその努力とお客様を守る熱意を表彰し
テクニカルマイスターに認定します
2018年2月

定期的に開かれているモアコスメティック
スの講習会

シャンプーマイスターに贈られる盾

——サロンスタッフも自信がな
いと伝えられないですね。
「お客さまにきちんと説明でき
るように、さまざまなデータを
出してお渡ししています。講習
会を繰り返し開いて、シャンプ
ーマイスター制度も設けていま
す。一歩踏み込んで、お客さま
がサロンに足を運びたくなる方
法やお客さまに喜んでいただけ
る環境づくりを、バーデンスの
サロン診断士がお手伝いさせて
いただいています。また、美容
室は女性も活躍する職場。結婚
されて子どもができても長く働
けるような環境づくりのお手伝
いもしたいと思っています。こ
れらはすべて、美容のプロとし
てお客さまが望む以上の美を提
供するサロンになってほしいか
らです。
そのためのサポートとして、
スタッフに代わってシャンプー
の真実を伝えてくれるアンケー
ト も 用 意 し て い ま す。り そ な
DE モニター会で主婦と OL 各
100名にサンプルを配布した
ところ、ご使用後のアンケート
では、約半数の方がシャンプー
を使いたいという良好な結果が
得られました。
また、通行中の方がバーデン

スサロンとわかるように『バー
デンス入荷しました』ののぼり
をサロン前に設置しています。
これらはお客さまに広くシャン
プーを知ってもらい、シャンプ
ーの購入にサロンに足を運んで
もらいたいという想いからです」
——インターネットでシャンプ
ーを購入していては受けられな
いサービスばかりですね。
「お一人おひとりの髪を肌を直
接見るからできることで、勝手
に使ってください！では保証は
できません。バーデンスサロン
のお客さまは、健康な頭皮とお
肌をお持ちの人ではないからで
す。サロンとお客さまが一緒に
取り組んでいけば、お客さまの
髪と肌を一生護ることができる
と信じています。
失礼ですが、50代、60代に
なるとエイジングに顕著に個人
差が出ます。バーデンスを長年
お使いの方は、皆さん同世代の
方よりお若く見えます。それだ
け、肌や髪の細胞を殺していな
いし、刺激を与えていないから
なのです。
もちろん、健康肌、健康毛と
思っておられる方も、ぜひバー
デンスサロンで診断してみてく
ださい」

りそな
DE
モニター会

バーデンス エマルジョンファンデーションのアンケート結果を大発表！

安全・安心のタルク・マイカ・セリサイトフリー
82％（168名）が購入したいと回答！

安全なファンデーションなら
安心して使える！
日本一厳しいモニターといわ
れる関西の主婦と OL が、見て、
使って、試して、体験して、商
品の感想を企業に伝えるイベン
ト が「り そ な DE モ ニ タ ー 会」。
今回、モアコスメティックスは、
『バーデンス エマルジョンファ
ンデーション』の意見を聞きた
いと参加しました。
使用前アンケートでわかった
ことは、一般的なファンデーシ
ョンの原料としてタルク・マイ
カ・セリサイトが使われている
ことを、ほとんどの方は知らな
いということです（下記を参照）。
タルクは危険物質アスベスト

と同じ構造をしている安全性が
確立していない原料ですし、マ
イカ・セイサイトは色ぐすみの
原因です。多くのメーカーはこ
れを知りながら、ひた隠しに隠
してきたので、これほど一番の
愛用者である女性たちが知らな
いのです。
そして、これらのファンデー
ション原料には不向きなものを
使用していない、安全・安心な
ファンデーションを使いたい
か？ と い う 問 い に は、168
名（82％）が購入したいと答
えてくれました。
いま、女性たちが望んでいる
のは、安全・安心で使い心地の
いいファンデーションなのです。

使用前アンケート（204名より回答）
発がん性が
・セリサイトが
Q あるタルクに、
Q あるマイカ
あることをご存知でした
色素沈着や色ぐすみの原
フ
 ァンデーションの原料で

フ
 ァンデーションの原料で

か?

因であることをご存知で
したか?

はい23名

バーデンス エマルジョンファンデーション
11g・全6色
各3,900円
（税抜）
パクトケース
（無地・花柄） 1,200円
（税抜）
日本人の肌に合う6色

ベージュ
オークル10

ベージュ
オークル20

89％
いいえ
181名

ピンク
ベージュ10

タ
 ルク・マイカ・セリサイト

明感とカバー力を両立し
た流行のエマルジョンタイ
プで販売されていたら使
ってみたいですか?

ルジョンファンデーション
約3カ月使用可能）を美容
室、エステサロンで購入し
たいと思いますか?

わからない1名

わからない5名
いいえ
31名

99％

いいえ
190名

ピンク
ベージュ20

タ
 ルク・マイカ・セリサイト

いいえ
1名

93％

オークル
20

Q が入っていない安全安心
Q が入っていない安全安心
なファンデーションが、透
なファンデーション（エマ

はい13名
わからない
1名

オークル
10

はい
202名

82％
はい
168名

ファンデーション原料のタルクとは？

ファンデーション原料のマイカ・セリサイトとは？

いま販売されているファンデ
ーションの多くに、白色原料と
して、また肌へののびやすべり
をよくするために、タルクとい
う自然鉱物が使われています。
ところが、タルクは悪性中皮腫
などを引き起こすアスベストと
そっくりな構造をしているので
す。構造が似ていれば、同じ働
きをしてしまうので、肌に直接
のせるファンデーションには不

夕方になるとファンデーショ
ンがくすんでしまう、だから購
入するときは、ひとつ明るい色
を選ぶのが正しいと思っていま
せんか。その色ぐすみの犯人は、
マイカ・セリサイトというファ
ンデーション原料だったのです。
どちらもタルクと同じ自然鉱石
で、なめらかな感触や光沢を出
すための原料です。
ところが、これらはすりガラ
スと同じ構造をしていて、乾い
ているときには、光を通してツ
ヤも明るさもあるのに、濡れて
しまうと、透けて中の不純物が
見えてしまうのです。
「モアパウダー」は不純物を一

タルク

3MgO・4SiO2・H2O

向きな成分です。
『バーデンス エマルジョンファ
ンデーション』のベース粉体は
すべて安全・安心な成分だけで
つくられた「モアパウダー」。
その白さ、のび、すべり、カバ
ー力、すべてタルクとは比べら
れないほど。これ以上の粉体を
ほかのメーカーが開発できない
のは、タルクの危険性を認めて
しまうことになるからです。

アスベスト

3MgO・2SiO2・2H2O

モアパウダー

Mg3K
［AIF2O
（SiO3）
3］

マイカ・セリサイト
の構造

マイカ・セリサイト
が濡れると

切含みませんから、汗や皮脂で
濡れたとしても、色ぐすみが起
きることはありません。つまり、
朝の明るい肌色が1日中続くと
いうわけです。

バーデンス エマルジョンファンデーションのアンケート結果を大発表！

カバー力・ツヤ感抜群の仕上がりに大満足！
63％（80名）が続けて使いたいと回答！

りそな
DE
モニター会

1週間使用後アンケート（128名より回答）

Q1

カバー力は？

■ 満足した
■ やや不満だった

7人

モニター参加者の声

21人

34人

78％
65人

Q2

★つけ心地も軽く、カバーしたい部分への
重ね塗りも簡単で厚塗りにもならなくてよ
かった。
★ナチュラルメイク風な仕上がりですが、
シ
ミのカバー力に満足です。
★パウダーとリキッドのよいところを合わせ
た感じが新鮮でした。
カバー力と仕上がり
がよかった。

仕上がりは？
モニター参加者の声

4人
27人

36人

76％
61人

Q3

★肌へのノリがよくきれいに仕上がりました。
★肌がガサガサになることも、
リキッドのよう
に汗で流れることもなかった。私には最も
使いやすく肌がきれいに見える商品でした。
★のびとカバー力があって、ナチュラルな使
用感でした。
★しっかりカバー力があるけれど、厚塗りに
ならないところが素晴らしいと思いました。

肌の透明感は？
3人

モニター参加者の声

33人

30人

72％
62人

Q4

★肌によくなじみ、透明感のある自然な仕上
がりになりました。
★透明感があるのがよかったです。
★透明感のある仕上がりで、素肌感がしっ
かりと感じられたのも気に入りました。
★のびがよく、肌のうるおいが長く続いて、
室内でも乾燥を感じることがなかったの
がよかった。

化粧もちは？
モニター参加者の声

7人

32人

24人

70％
65人

Q5

■ まあ満足した
■ 不満だった

★クリームファンデっぽいのにサラッとした
感じが続き、時間が経ってもベタつき感
はあまりなかった。
★気になるシミやくすみ、色むらをしっかりと
カバーしてくれ、汗をかいてもくずれたり
よれたりしない。
★薄づきなのにお化粧している感じがあっ
てくずれにくかった。

継続して使用したい？

るナノウレタンパウダー、透明
感ある肌に仕上げるアルミナシ
リコンパウダー、肌ざわりや透
明感をアップするプラスティッ
女性たちがファンデーション
に求めるポイントはさまざま。 クパウダーなど、最新のパウダ
ー成分を投入しています。あな
シミやくすみをきっちりカバー
たがいまお使いのファンデーシ
したい、薄づきに見えて透明感
ョンへの不満は、最新のものに
もほしい、若々しく見えるツヤ
アップデートしていないせいか
肌になりたい、毛穴をカバーし
てふっくらハリ肌に整えたい、 もしれないのです。
実際に、エマルジョンファン
朝の仕上がりがくずれず夕方ま
デーションを1週間使われたモ
で続いてほしい、何も塗ってい
ニターの63％の方が続けて使
ないように見えて若々しい印象
いたいと答えてくれました。そ
になりたい……。
の使用感は、モニターの声から
そんな欲張りな女性たちの希
よくわかります。
望をすべてかなえてくれるのが
みずみずしい透明感があるの
『バーデンス エマルジョンファ
にカバー力があって、軽やかな
ンデーション』です。
のに化粧くずれせず、肌質を問
エマルジョンファンデーショ
わず使えて、なりたい理想の肌
ンとは、最新技術から生まれた
になれます。まさにバーデンス
リキッドとパウダーのいいとこ
取りをしたファンデーション。 史上最高の肌をかなえる進化系
ファンデーションです。
さらに、シミ・シワをカバーす

液晶タイプが可能にした
カバー力と透明感

エマルジョンファンデーション使用方法（例）

モニター参加者の声

いいえ
48人

63％
はい

80人

★今まで使っていたのは毛穴をふさいでい
る感じ。これは重く感じないので使いきっ
たら購入したい。
★ブランド化粧品のほとんどに使われてい
るタルクに発がん性があると聞いて怖く
思いました。このファンデーションを継続
したいです。
★仕上がりがとてもキレイになるので購入し
たいと思いました。

➊指の平でファンデー ➋指につけたファンデ
ションを液状になる
ーションをポンポン
まで5〜6回くるくる
と肌の上にのせるよ
する
うに塗布

➌クマやシミが気にな

る箇所には指でポン
ポンと重ねづけして
なじませる

冬には冬の
保湿ケア

いつものお手入れにプラスして
乾燥知らずのしっとり肌に！
秋が深まり湿度が急に下がると、肌が乾燥しがちに。肌が乾燥してしまうと、肌の老化を止められなくなっ
てしまいます。手遅れになる前に、いつものお手入れに冬肌対策のスペシャルケアをプラスしましょう。ど
んな肌になりたいか、目指す肌別にアイテムを取り入れて、ふっくら柔らかハリ肌を冬中キープ！

ベーシックスキンケア／セルシリーズ
化粧落とし

洗顔料

整肌用化粧液／保湿用化粧液

保湿用美容液

保湿用クリーム

セルディープクレンジング

セルクリアフォーム

セルパーフェクト
エッセンス LV1・LV2

セルパーフェクトリクイド

セルパーフェクトクリーム

100g

120ml

180ml

5,600円（税抜）

4,000円（税抜）

5,200円
（税抜）

スペシャルケアアイテム

30ml

7,000円
（税抜）

30g

ジュエキ クリーム

（保湿用クリーム）

30g

ジュエキ エッセンス
（保湿用化粧液）

バーデンス
薬用ホワイトローション

バーデンス エモリエント
エッセンス（美容液）

30ml 7,000円
（税抜）
〈医薬部外品〉

ダメージスキン・
ドライスキン
200ml 12,000円
（税抜）

（ハンド＆ボディ用保湿ゲルクリーム）
80g

2,000円
（税抜）

角質層

水
水

バーデンス オーガニック
モイスチャークリーム
20g

4,800円
（税別）

皮脂腺

正常皮膚

真皮

バーデンス オーガニック
ハンド＆ボディ

皮膚がとても薄い目も
とに、冬の乾燥は追い
討ちをかけます。目も
とや頬など重要保湿ポ
イントに、角質層への
浸透性が高いレシチン
（リン脂質）のしっとり
クリームの部分使いを
プラス。

微生物

アレルゲン
細胞間脂質

アレルゲン

オーガニックモイスチャークリーム

保湿剤セラミドと水分
の蒸発を防ぐキチンキ
トサンのダブルの力
で、
手も体もしっとり。
かきむしりたくなるほ
ど乾燥する脚や背中に
たっぷりとお使いくだ
さい。

活性酸素はシミを増やして肌の乾燥を悪
化させます。皮脂をコントロールする働
きをもつ白樺樹液が、皮脂を護ってうる
おいを逃しません。100％白樺樹液使用
のコクのあるクリームに替えて、肌の内
側からうるおうハリ肌に。

角質層

表皮

頬や目もとなどの部分使いに

12,000円
（税抜）

うるおいを逃がさない肌づくりを！
微生物

真皮

ボディと手の保湿には
全身うるおうオーガニックハンド＆ボディ

10,000円
（税抜）

表皮

積極的に美白ケアを始めるなら、紫外線の弱いこの季節がベスト。美白
ケアの薬用ホワイトローションに重ねる乾燥対策ローションとして、
エモリエントエッセンスがおすすめ。アミノ酸が豊富な米発酵エキス
が配合され、高い浸透力とうるおいをキープする保水力の高さは群を
抜いています。

7,000円（税抜）

白樺樹液配合のジュエキクリーム

紫外線やストレスで発生す
る活性酸素は細胞を傷つけ、
シミを濃くしたり肌の保水
力を低下させます。夜のお
手入れを、水を使わず100
％白樺樹液配合のジュエキ
エ ッ セ ン ス に チ ェ ン ジ！
乾いた肌にぐんぐん浸透し
ます。

150ml

30ml

肌の酸化老化を防いで
うるおいを逃さない

白樺樹液100％配合のジュエキ エッセンス

薬用ホワイトローションと
エモリエントエッセンスのダブル使いを！

セルプロテクター

12,000円
（税抜）

肌のシミを防いでうるおう肌に

超保湿＋美白もお望みの方に

保護用美容液

水
皮脂腺

バリア機能が低下した皮膚

肌には、水分を逃がさ
ず、うるおいのある肌
をキープするバリア
機能が備わっていま
す。バリア機能が低下
した肌は乾燥しやす
く保水力も弱いので
す。保湿と同時に、肌
の根本からの立て直
しが必要です。

