製品の紹介

製品概要

Evoque™ スキンケアサプリメント・システムは、科学的に考案された独自の3ステップ製品ラインで、細胞レベルにて健康

的で若々しい肌へと導きす。
Evoque™ウルトラ・プレミアム・フォーミュラは、世界中のスキンケア市場のトップリーダーであ

る日本の科学者により、研究され作りあげられました。Evoque™は、現在可能な最先端のスキンサプリメント・システムの

1つであり、
リバースエイジングサプリメントの最新の科学を最大限に活かした製品です。
これらのウルトラ・プレミアムフォ

ーミュラは、日本の厳重な規制の下、日本国内で最も信頼されている工場の1つにおいて、製造されています。
この優れた

スキンサプリメント・システムは、他に類を見ないリバースエイジングの特性を提供し、積極的に働きかけ、最先端の成分
で肌を整え、潤いを与え、清潔にします。

EVOQUEのベネフィット：
優れた洗浄能力

心地よい角質除去
上質な潤い

老化の徴候を減少

緩んだ肌の張りと引き締め

健康的で若々しい外観をサポート
鮮やかな輝きを与える

健康的なコラーゲンの生産をサポート
弾力性を促す

細胞の活性化を促進

クルエルティー フリー
パラベン フリー
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製品の紹介

革新的成分の組み合わせ：
Evoque™スキンケアサプリメント・システムは、
ヒト脂肪細胞培養培地エキス、
ウコン抽出物、
プロテオグリカン、水溶性コラーゲ

ン、
ヒアルロン酸などの最先端の成分を配合し、肌のコンディションを整え、保湿し、清潔に保つために特別に考案された、他に類
を見ないリバースエイジング効果を提供します。
これらの成分は、
この種で初めての調合で共に働きかけ、老化の兆候を軽減する

のを助け、若返りに役立つ新しいタイプのスキン管理を提供します。

3ステップシステム：

ステ ップ

ステ ップ

1

ステ ップ

2

EVOQUE
CLEANSING OIL

3

EVOQUE
ESSENCE

EVOQUE
CRÈME GEL

EVOQUE CLEANSING OIL

リバースエイジング・クレンジングフォーミュラ

幹細胞技術の力とウコンの自然治癒力を利用したこの超プレミアム·クレンジングは、素早く肌に働きかける

よう特殊な調合を使用することで、
メイク、肌の角質、汚れ、蓄積したオイルなどの汚れを簡単に取り除く助け
をします。
ヒアルロン酸や幹細胞エキスなどの相乗効果を特徴とする成分を配合したEvoque™ クレンジング

オイルは、強力な再生力を持つと同時に、肌の炎症を鎮め、目に見える老化の兆候を軽減する助けをします。

このウルトラ・プレミアム・クレンザーは、強い刺激のある溶剤を使用しておりませんので、敏感肌を含むあら
ゆる肌タイプの方にご使用いただけます。
プロテオグリカン配合で、保水力を高めながら、
ヒアルロン酸の利

点を活かし、優れた保湿力を発揮します。
また、Evoque™ クレンジングオイルは、保湿だけでなく、細胞レベル

でのコラーゲン生成をサポートし、生き生きとした輝きのある肌へと導きます。
健康的で若々しい肌をサポー

トする優れたクレンザーを毎日使うことで、清潔で活力に満ちた、輝くような美しい肌を手に入れましょう。

主要成分：プロテオグリカン、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス(ADSC-CM)、プラセンタ 、水溶性コラーゲン、

ヒアルロン酸
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EVOQUE ESSENCE

幹細胞技術セラム

Evoque™エッセンスは、肌を若返らせ、引き締めるためにすぐ働きかける幹細胞技術を使用して、肌にハリと

潤いを与える最先端の美容液です。
最新の研究で発見された水チャネルタンパク質をターゲットにし、活性化

させることで、優れた保湿効果を発揮する贅沢なデザインと感触の美容液です。
独自の配合により、肌への吸
収性に優れ、肌本来の保湿力を促しながら、強力な回復力の特性を活かします。
重要な成分と抗酸化物質の
供給を促進するための配合は、細胞を内側と外側から強化し、潤いを与えるように働きかけます。細胞レベ

ルでの健康な肌作りをサポートするだけでなく、Evoqueクリームジェルの強力な力と優れた保湿力と回復
力を高めるために考案されました。

主要成分：プロテオグリカン、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス(ADSC-CM)、水溶性コラーゲン、ヒアルロン
酸、プラセンタ 、オリーブ果実油、グリセリルグルコシド

EVOQUE CRÈME GEL

ウルトラ・プレミアムな保湿力

Evoque™クリームジェルは、市場でも特に注目されている、他にはないウルトラ・プレミアムな保湿成分を配
合しています。
幹細胞エキスや強力な天然花エキスなど、世界最高水準のリバースエイジング技術を駆使し

た独自のフォーミュラで、革新的な体験を実現しています。
Evoque™クリームジェルは、健康的で若々しい肌
へと導くために考案された最先端のアンチエイジング技術により、優れた保湿力を発揮します。

独自に開発された成分の組み合わせは、強力な抗酸化を提供し、肌の保護と再生をサポートし、最先端の再
生機能を提供します。
優れたリバースエイジング技術により、
あらゆる肌タイプの方に、みずみずしく、贅沢で

快適な唯一のスキンケア体験をお届けします。
弊社の革新的な幹細胞技術は、老化やダメージを受けた細胞

を刺激し、活性化させることにより、使用するたびに永遠の美しさを促進する助けをします。

主要成分：プロテオグリカン、ヒト脂肪細胞順化培養液エキス、水溶性コラーゲン、ヒアルロン酸、ローマカ

ミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミレツ花エキス、プラセンタ 、セイヨウ
オトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス 、アラントイン
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EVOQUEのターゲット市場：
Evoque™スキンサプリメント・システムは、
どこでも、誰にでもご利用いただけるよう、使いやすく考案されています。
刺激の強

い溶剤を一切使用しないウルトラ・プレミアムなラインナップになっており、敏感肌の方をはじめとする様々な肌質の方にも安
心してお使いいただけます。
より健康的で、
より柔らかな、潤いのある、生き生きとした若々しい肌をお望みの方は誰でも、
この

プレミアムスキンケア習慣の理想的なユーザーです。

最善の結果を得るために：

スキンケアで最高の結果と優れた回復力を実現するために、Evoqueの3ステップシステムを朝・晩お使いください。
結果には
個人差があります。

製品の使用法：
ステップ1：クレンジングオイル - 乾いた肌に、上向きに円を描くようにマッサージします。
洗い流した後、清潔なタオルで軽く押さえて肌
を乾かします。
ステップ2：エッセンス - 洗顔後、乾いた肌に清潔な指先でやさしくなじませます。

ステップ3：クリームジェル - 清潔な顔と首にやさしくマッサージするようになじませます。
毎日使用することで、肌に潤いを与え、小じわ
を目立たなくし、
しなやかで栄養のある肌へと導きます。
お肌に合わない時はすぐ使用を中止してください。
極度に高温・低温の場所や直射日光の当たる場所には保管しないでください。
お子
様の手の届かないところに保管してください。
結果には個人差があります。

主要な配合原料：
プロテオグリカン - 北海道産の新鮮な鮭の鼻軟骨から抽出·

ベニバナ種子油 - 健康な肌に欠かせないオメガ－6と必須ビタ

様（表皮細胞賦活作用）の作用があるのでお肌のハリ、弾力に

す。

精製した機能性化粧品原料です。
プロテオグリカンには、
ＥＧＦ
働きかけます。
またコラーゲン産生作用もあり、
ヒアルロン酸よ

りも高い保水力があります。
ヒアルロン酸との結合活性がある
ので、併用する事でより保水量の相乗効果で保水力を高め、潤

いのある肌へと導くことが期待されています。

ミンの強力な供給源。肌の水分と保湿を保持する助けをしま

グリセリルグルコシド - 細胞の水の通り道であるアクアポリン

を活性化し、細胞への水の循環を良好にします。
細胞を健康化

することで有効成分を届けやすくする働きに期待できます。
グリ

セリルグルコシドは、南アフリカの乾燥地に分布する植物「ミロ

ヒト脂肪細胞順化培養液エキス (ADSC-CM)- 韓国培養ヒト

タムヌス」、通称「復活の木」
と呼ばれる植物や、
シアノバクテリ

トする働きを持つ画期的な成分です。このエッセンスには、生

クアポリンを活性化させることにより、必須成分と抗酸化物質

幹細胞エキスは、老化やダメージを受けた肌を刺激し、サポー
物活性酵素と有用なタンパク質が豊富に含まれているため、
強力なリバースエイジングの力で細胞の若返りを促す助けを

します。この最先端の成分は、EVOQUEスキンケアサプリメン
ト・システム全体の中で最も優れた部分の1つであり、肌に今
までにない回復力を提供するのに役立ちます。
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アのような原核生物中に存在していることで知られています。
ア
の供給を促進するよう考案されており、内側から強化し、健康な

ミトコンドリアの活動をサポートします。

アラントイン - 肌を落ち着かせ、健康な皮膚組織の成長を促進

することで知られている穏やかで効果的な保湿剤。

製品の紹介

主要な配合原料 (続き）
：
オリーブの木 (オリーブ) 果実油 - 自然なクレンジングとスキ

ンコンディショニング。

スーパープロテイン - コラーゲン、酵素、糖タンパク質からなる
細胞外マトリックスは、肌の奥深くまで浸透し、細胞の再生を促
進し、肌の弾力性を向上させます。

水溶性コラーゲン - 健康な肌を促進し、小じわが現れるのを

減少させる天然タンパク質。
局所的に吸収された場合、内部の

コラーゲン生成を刺激し、肌をより若々しい外観と感触にしま

す。

ヒアルロン酸Na - 若々しい肌の重要な成分であるヒアルロン

酸は、若々しい肌を作り、
それを持続させるのに役立ちます。
有

害なUVB光線から肌を保護するだけでなく、高いレベルでのコ

ラーゲン合成を促進することでも知られています。

良くある質問：
Evoqueの特徴は何ですか？

他の化粧品とは異なり、Evoque製品は、日本の業界をリード

する科学者によって特別に考案され、研究されています。
日本
は革新的で画期的なスキンケア技術の世界的リーダーであ

り、Evoqueは世界で最も先進的なスキンケアラインの1つで

す。
Evoqueは、独自の成分と最先端の科学と研究を駆使し、驚

くべきスキンケア技術を日本から直接あなたのお手元に、
お届
けします。

Evoqueクレンジングは（メイクをしていない時）
でも使用出来

るのでしょうか？朝と夜の2回使用可能なのでしょうか？

Evoqueクレンジングを使用することにより、みずみずしく清潔

で潤いのある肌で1日をスタートすることができます。
朝お使い
いただくだけでなく、1日2回の使用も問題ございません。
溶剤

を使わない肌にやさしい設計ですのでご安心してお使いいただ
けます。

Evoqueを他の容器に移し替えても、品質的に問題はないので

Evoqueは動物実験を行っていますか？

しょうか？

でテストされているため、Evoqueスキンサプリメントは完全に

器の品質が劣る場合、菌が発生したり中身が蒸散する可能性

いいえ、Evoque製品はすべて動物実験を行わず、高度な方法
動物実験を行っていない製品と言えます。

Evoqueクレンジングオイルを使用した後、洗顔をした方がい

いですか？

Evoqueクレンジングオイルは、肌への負担を抑える為に、
オイ

ルでメイクや顔の汚れを浮かせて取り除く方法を採用していま

す。
ただし、水で洗い流すだけでは肌表面に少しオイルが残る

基本的にはEvoqueの専用容器でお使いください。
移し先の容

があるため推奨しません。
しかし、旅行用などで少量を持ち歩き

たい場合は、移し先の容器を洗い必ずよく乾燥させてからご使
用ください。

Evoqueには防腐剤が含まれていますが、製品の品質に問題は

ありませんか？

本品の防腐剤は化粧品への配合が認められたものしか取り扱

可能性があります。
早くさっぱりしたいというご要望がある場

っていないため安全です。
ほとんどの化粧品には水が入ります。

Evoqueには化粧水がありませんが、化粧水を使用する場合ど

ベン・フェノキシエタノールを使用せず、
オーガニック由来の防

合、洗顔（活性剤）されることをお勧めしています。
のタイミングで使用すればよいでしょうか？

美容液だけで十分潤いを補えます。
しかし、化粧水をお使いに
なられる場合は、洗顔後、清潔なお肌に化粧水→美容液の順

とどまった水は必ず腐敗するので、水を使用した化粧品で防腐
剤が入っていないものは存在しません。
本品の防腐剤は、
パラ

腐剤などの植物由来の防腐剤を使用しているウルトラ・プレミ

アム製品ですので安心してご利用いただけます。

番でご使用ください。

赤み、
かゆみ、
または何らかの皮膚反応が現れた場合は、直ちに使用を中止し、
かかりつけの医師または皮膚科医にご相談ください。
スキンケ
ア製品にアレルギーがある方は、Evoqueを使用する前に医師にご相談ください。結果には個人差があります。
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