
My Mission is to create skin that is healthy, youthful and vibrant, 
fulfilling my definition of skin health.  ―  ZEIN OBAGI, MD

私の使命は、健康で若 し々く活気のある肌を作り、私の理想とする 
「スキンヘルス」 を実現することです。 ―  ゼイン・オバジ



ZO SKIN HEALTH  製品のご紹介

洗　顔 化粧水

スペシャルケア

バランサートナー
オールスキン
肌のpHバランスに着目
し、美容クリームを角質層
のすみずみまで浸透させ
ます。

ハイドラファーム
アイケア
年齢の出やすい目元が
気になる方に。明るくハリの
あるすっきりした目元へ。

ジェントルクレンザー
オールスキン
肌の水分をキープし、汚
れ・余分な皮脂を取り除く
ジェル状洗顔料

エクスフォリエーティング
クレンザー
普通～脂性肌
マイクロビーズ、カプセル
化ビタミンＥ※1,2配合。
皮脂や汚れをすっきりと
取り除くジェル状洗顔料。

各200ml　ご使用目安：500円玉大
販売名：エクスフォリエーティングクレンザーb

180ml　ご使用目安：500円玉大
販売名：バランサートナーd

15g　ご使用目安：米粒大
販売名：ハイドラファームc

エクスフォリエーティング
ポリッシュ
角質ケア
微粒子スクラブ配合により
肌の不純物や古い角質を
取り除きます。

65g　ご使用目安：1g、週2〜3回
販売名：エクスフォリエーティングポリッシュA

ベーシックケア 
（エイジング）

デイリーPD
パルミチン酸レチノール※3、
ZPOLY※3,10、ZO-RRS2※3,11

配合。赤み、外的ストレス
に着目した美容クリーム。

50ml　ご使用目安：1〜2プッシュ
販売名：デイリーPDc

イルミネーション
AOXセラム 
パルミチン酸レチノール※3、
ZPOLY※3,10、ZO-RRS2※3,11、
ZOX12※1,3,12配合。赤み、
外的ストレスに着目した美
容クリーム。マイクロミネラ
ル※13,14によりお肌を明るく
整えます。

50ml　ご使用目安：1プッシュ

RCクリーム
レチノール※3、パルミチン
酸レチノール※3、セラミド
NG※3、ZCORE※3,9、アセ
チルヘキサペプチドｰ8※3

配合。バリア機能をサポー
トし潤いを高め、なめらか
な肌へ導く美容クリーム。

50ml　ご使用目安：適量
販売名：RCクリームb

RNクリーム
レチノール※3、アセチルヘ
キサペプチド-8※3配合。
潤いを与える軽いテクス
チャーの美容クリーム。

50ml　ご使用目安：適量

Gファクターアイセラム
アイケア
目元の乾燥小じわ等が気に
なる方に。滑らかでハリのあ
る生き生きとした目元へ。

15ml　ご使用目安：片目につき1プッシュ 
販売名：Gファクターアイセラム

PSリファイナー
皮脂ケア
皮脂のバランスに着目。
肌にハリや弾 力を与え
若々しい印象へ。

29g　ご使用目安：2プッシュ
販売名：PSリファイナーb

ベーシックケア 
（保湿）

☆ レチノール　※1 製品の抗酸化剤として　※2 酢酸トコフェロール　※3 整肌成分　※4 アスコルビン酸　※5 キメが乱れ、明るさやツヤが感じられない肌状態のこと　※6 年齢に
メリロートエキス　※10 ZPOLY：ラミナリアディギタータエキス、オプンチアフィクスインジカ茎エキス、シゾフィラン、ガラクトアラビナン　※11 ZO-RRS²：ニガハッカ成長点細胞培養物、

ハイドレーティング
クレンザー
普通～乾燥肌
敏感肌にも使えるしっとり
とした洗い心地のクリーム
状洗顔料。

販売名：ハイドレーティングクレンザーb



透明感ケア
（ハイドロキノン）

透明感ケア
（ハイドロキノン）

パウダーサンスクリーン
SPF30
3g
パウダーの色：ベージュ
ご使用目安：適量

携帯用パウダータイプのサンスクリーン。
余分な皮脂を抑え、テカりのない明るい
肌へ整えます *               *メイクアップ効果による

ボディエマルジョン
ボディケア
ボディのハリやくすみ※5を
ケアし、潤いのある滑らかで
透明感のある肌へ導きます。

240ml　ご使用目安：適量
販売名：ボディエマルジョンa

シーセラム
ピュアビタミンC※1,4配合。
外的ダメージ（乾燥など）
から肌を守り、キメの整っ
た透明感のある肌へ。

50ml　ご使用目安：2プッシュ

50ml　ご使用目安：1〜2プッシュ
販売名：ブライタライブd

ブライタライブ
肌のくすみ※5が気になる
方に。透明感のある輝きに
満ちた明るい肌印象へ。

透明感ケア
（ノンハイドロキノン）

エイジングケア※6

（美容ジェル）

Gファクターセラム
お肌のエイジングケア※6

をサポート。ハリを向上さ
せます。

30ml　ご使用目安：1プッシュ
販売名：Gファクターセラムb

ファーミングセラム
肌をすっきりと引き締め、
なめらかなハリのある若々
しい肌印象へ導きます。

47ml　ご使用目安：1〜2プッシュ

応じたうるおいケア　※7 ゼオスキンヘルス製品の中での比較　※8 パルミチン酸アスコルビル、アスコルビルグルコシド　※9 ZCORE：カプロオイルテトラペプチド-3、
エーデルワイス成長点細胞培養物　※12 ZOX¹²：パルミチン酸レチノール、アスコルビン酸、酢酸トコフェロール　※13 酸化チタン、マイカ、酸化スズ、酸化鉄　※14 着色剤

日焼け止め
（UVA/UVB・ブルーライト・近赤外線）

BSサンスクリーン
SPF50

118g
クリームの色：白
ご使用目安：適量

UV-A、UV-B、ブルーライト、近赤外線
からお肌を守ります。メイクベースと
してもご使用いただけます。

ボディ、顔用

サンスクリーン
プラスプライマー SPF30

30ml
クリームの色：ベージュ
ご使用目安：適量

顔用

販売名：サンスクリーン プラスプライマー SPF30c

ミラミックス
ハイドロキノン※3配合。
透明感のある明るい肌印
象へ。医師の判断で、処
方薬と併用いただく場合
がございます。

80ml　ご使用目安：1プッシュ  
販売名：ミラミックスs

ミラミン
ハイドロキノン※3配合。
透明感のある明るい肌印
象へ。

80ml　ご使用目安：1プッシュ
販売名：ミラミンs

エイジングケア※6

（高濃度※7ビタミンA   ）

ARナイトリペア
バイオテクノロジー「オレオ
ソーム」がレチノール※3を
角質層のすみずみまで浸
透させ、ハリ、ツヤのある
肌に導きます。

60ml　ご使用目安：1〜2プッシュ  週１〜2回から
販売名：ARナイトリペアb

Wテクスチャーリペア
キメ細かい、なめらかなハリ
のある若々しい肌印象を
目指すレチノール※3配合
の美容クリーム。

50ml　ご使用目安：1〜2プッシュ  週2〜3回から
販売名 ： Wテクスチャーリペアe

スキンブライセラム0.25
高濃度※7レチノール※3、
ビタミンC誘導体※1,8、バク
チオール※3配合で明るく
ハリのある肌へ。

50ml　ご使用目安：1〜2プッシュ  週2〜3回から
販売名 ： スキンブライセラム0.25b

スキンブライセラム0.5
高濃度※7レチノール※3、
ビタミンC誘導体※1,8、バク
チオール※3配合で明るく
ハリのある肌へ。

50ml　ご使用目安：1〜2プッシュ  週2〜3回から
販売名 ： スキンブライセラム0.5b

スキンブライセラム1.0
高濃度※7レチノール※3、
ビタミンC誘導体※1,8、バク
チオール※3配合で明るく
ハリのある肌へ。

50ml　ご使用目安：1〜2プッシュ  週2〜3回から
販売名 ： スキンブライセラム1.0



ZO SKIN HEALTH  使用手順例

基本コース

セラピューティック後のメンテナンス・軽度な疾患（お悩みに応じて製品を選択）

セラピューティック（治療プログラム）12～18週

メイク落とし・洗顔

メイク落とし・洗顔

スクラブ

OPTION

化粧水

化粧水

透明感ケア

透明感ケア

ハイドレーティングクレンザー
ジェントルクレンザー

エクスフォリエーティングクレンザー
ご使用目安：500円玉大

ハイドレーティングクレンザー
ジェントルクレンザー

エクスフォリエーティングクレンザー
ご使用目安：500円玉大

エクスフォリエーティングポリッシュ
ご使用目安：1g

バランサートナー
ご使用目安：500円玉大

バランサートナー
ご使用目安：500円玉大

ミラミン
ご使用目安：1プッシュ

ブライタライブ
ご使用目安：1〜2プッシュ

or
シーセラム

ご使用目安：2プッシュ

or

ミラミン
ご使用目安：1プッシュ

※使用順序は医療機関の指示に従って下さい。

デイリーPD  
ご使用目安：1〜2プッシュ

or/and
イルミネーションAOXセラム

（朝のみ）  ご使用目安：適量
or/and

RNクリーム  
ご使用目安：適量

or/and
RCクリーム  
ご使用目安：適量

ハイドレーティングクレンザー
ジェントルクレンザー

エクスフォリエーティングクレンザー
+

エクスフォリエーティングポリッシュ
+

バランサートナー

（Getting Skin Ready）GSR

or or

ベーシックケア

or/and



* 年齢に応じたうるおいケア　※ ゼオスキンヘルス製品の中の比較　☆ レチノール

ベーシックケア

OPTION透明感ケア 日焼け止め

デイリーPD  ご使用目安：1〜2プッシュ
or/and

イルミネーションAOXセラム（朝のみ）  ご使用目安：適量
or/and

RNクリーム  ご使用目安：適量
or/and

RCクリーム  ご使用目安：適量

ミラミックス
ご使用目安：1プッシュ

+
トレチノイン（処方薬）

0.05% or 0.1%

サンスクリーン 
プラスプライマー SPF30
BSサンスクリーン SPF50

パウダーサンスクリーン SPF30
ご使用目安：適量

サンスクリーン 
プラスプライマー SPF30
BSサンスクリーン SPF50

パウダーサンスクリーン SPF30
ご使用目安：適量

スキンブライセラム0.25/0.5/1.0
ご使用目安：1〜2プッシュ 週2〜3回

or
Wテクスチャーリペア

ご使用目安：1〜2プッシュ  週2〜3回
or

ARナイトリペア
ご使用目安：1〜2プッシュ 週1〜2回

夜のみ 使用頻度調整

ファーミングセラム
ご使用目安：1〜2プッシュ

or/and

Gファクターセラム
ご使用目安：1プッシュ

GSRとは・・・
Getting Skin Readyのこと
お肌の状態を様々なコースに
耐えられるように準備する、
基本的なプログラムです。サンスクリーン 

プラスプライマー SPF30
BSサンスクリーン SPF50

パウダーサンスクリーン SPF30
ご使用目安：適量

日焼け止め

日焼け止めエイジングケア*
（高濃度※ビタミンA☆） エイジングケア*

デイリーPD
or/and

イルミネーションAOXセラム
or/and

RNクリーム
or/and

RCクリーム

or or/and

or/and

or

or/and



Galactoarabinan

Laminaria 
digitata extract 

ラミナリアディ

Schizophyllan
シゾフィラン

Prickly Pear 
stem cell extract
ウチワサボテン
幹細胞抽出物※1

※1※1

※1

ガラクトアラビナン

ギタータエキス

ZO® SKIN HEALTH  オリジナル複合成分

ZOX12ZCORE

Vitamin A/C/E
ビタミンA※1/C※2/E※2

AACC
EE

成分をカプセル化することで
肌への浸透率※4を高め、目的
の場所へ効果をより長く持続
させます。

バイオミメティックテトラペ
プチド（カプロオイルテトラ
ペプチド−３※1）とスイートイ
エロークローバー（メリロート
エキス※1）からなる独自の複
合成分

※1 整肌成分　　※2 製品の抗酸化剤　　※3 皮膚保護剤　　※4 角質層まで

早期老化のもとになる有害な 
近赤外線からお肌を守ります。

不安定な肌状態を整え 
健やかな肌へ導きます。

バタフライブッシュ（蝶の木）
とも呼ばれる植物で、長年に
わたり中国で使用されていま
す。
Buddleja Davidii
フサフジウツギ※1

セリシンは独特なアミノ酸組
成を持っており、カイコによっ
て作られる繭殻（繭層）に含
まれています。
Hydrolized Sericin
加水分解セリシン※1

ZPRO
植物幹細胞と加水分解セリシンで 
お肌のハリをサポートします。

ヨーロッパ・北アフリカ・南西
および中央アジア原産のミン
ト科の開花植物。南イタリア
ではハーブとして用いられて
います。
White Horehound
ニガハッカ※3

キク科の多年草。ヨーロッパ
の高原や亜高山に生える高
山植物。抽出したエキスには、
タンニン、フラボノイドが含ま
れています。
Edelweiss
エーデルワイス※1

ZO-RRS2

フリーラジカルからお肌を守り、 
将来の肌ダメージを和らげます。

ZPOLY
早期老化につながる
炎症に着目し、
バリア機能を
サポートします。



1プッシュ大の目安 米粒大の目安

Personal Program

     ZCORE ZOX12 ZO-RRS2 ZPRO ZPOLY
デイリーPD ● ●
イルミネーションAOXセラム ● ● ●
RCクリーム ●
ファーミングセラム ● ●
Wテクスチャーリペア ● ●
ARナイトリペア ●
ブライタライブ ●
Gファクターセラム ●
Gファクターアイセラム ●
ハイドラファーム ●
PSリファイナー ● ●
ボディエマルジョン ●
サンスクリーンプラスプライマーSPF30 ●
BSサンスクリーンSPF50 ●
パウダーサンスクリーンSPF30 ●



ゼオスキンヘルス日本正規総代理店  キュテラ株式会社 
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町12-10 渋谷インフォスアネックス3階 2022.9


