
安心・安全！
クロイタ―ピール
テクニック1
お肌の表皮細胞の交換力を促進、血行の旺盛化
によって表皮最上層の老化角片を自然に除去
し、世界的に 認められた画期的な施術方法です。

天然ハーブピーリングパウダーに使用している原
料と配合の組立は、他社にはないオリジナルのも
のです。特に原料としているハーブを栽培してい
る土壌は、ドイツ国家が認定した検査機関から承
認を得ております。このようにこだわった環境で
生育されたハーブの質と肌の再生に必要とされる
十分な量を配合したことで、明確に肌再生に効果
的に働きます。

2 オールスキンに対応した
100％天然クロイタ―ピーリ
ングパウダー

肌再生システムの必需品

100% 

NATURAL 

HERBS

最高の製品生産ドイツで採取した
最高の天然原料

手作業で採取14種類天然ハーブ
をブレンドしました。 1

Kräuter Peel　　　　ブランドストーリー（クロイタ―ピール）

安心・安全！「クロイタ―ピール」　って何？
クロイタ―とは、ドイツ語でハーブの意味です。汚肌再生させる特殊天然ハーブトリートメントの事を「クロイタ
―ピール」と名付けました。
クロイタ―ピールは、医療現場の肌再生治療技術に用いられていた格式高いハーブ療法を限りなく再現した汚肌再
生管理美容法です。
これまでのトラブルのお肌を根本からリセットし、わずか５日間で、透明感あふれるクリアなお肌に生まれ変わら
せる効果が期待できるトリートメントです。ソフトケアからディープケアまで幅広く多様なメニューをご用意して
います。

オールスキンに対応。100％天然ハーブ14種類をブレンド「クロイタ―パウダー使用」。
クロイタ―ピールでは、天然 100％ハーブ 14種類をブレンドしたオリジナルの天然ハーブピーリングパウダーを
使用しています。他社にはないオリジナルのものです。特に原料としているハーブを栽培している土壌は、ドイツ
国家が認定した検査機関から承認を得ております。このようにこだわった環境で生育されたハーブの質と肌の再生
に必要とされる十分な量を配合したことで、明確に肌再生に効果的に働きます。

この様なお悩みに
毛穴、ニキビ、凹凸、角質化、過敏、赤ら顔、シワ、しみ、弾力
このようなお肌のお悩みには、
まずは、クロイタ―ピールのビバーチェ（ハーブ3ｇ使用）やモルビド（ハーブ1.5ｇ使用）をおススメします。



2天然

「14 種の無添加ハーブ療法による汚肌再生管理美容法」

①ハーブがお肌の深部まで浸透し、
↓
②浸透したハーブが、お肌に働きかけ、
↓
③3～ 5日かけてお肌を再生（誕生）します。

クロイタ―ピールは、どのようなケア？
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クロイタ―ピールでどのようなお肌作りをしているの？

美肌維持のキーポイントである
「汚肌再生」と「角質層を整える」を目的として
元気でイキイキした健康肌作りをしっかりサポートします。

再生

肌育

「新しい肌を誕生させる」01 

02 「新しい肌を美しく元気になるまで育てる」

古い角質を除去したてのお肌は、赤ちゃん肌の様にデリケートです。
剥離後一か月半ほどかけて必要な栄養分や水分をたっぷり補給して
、ストレスに強いお肌をめざし、トラブルフリーのお肌へ育てましょう。

剥離後からは、肌育ケア（再生管理ケア）をします。
実は、剥離後からのケアが最も大切で、美醜の別れ道なんです。

★28代謝

★角質整理

美肌づくりの第一歩は、お肌のターンオーバーを正
常化（28日周期）にする事。クロイタ―ピールケア
でしっかりサポートします。
不要な古い角質を自然に剥離する方法で取り除きます。

★美しい肌（潤い・滑らか・ハリ・弾力・血色）に。

　　　クロイタ―ピールは、

お肌の内と外の両側面を
しっかりサポートする
からスゴイんです。
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すっぴん美人のお肌サイクルは、28周期。

乱れの原因
①加齢
②紫外線
③不規則な生活
④ストレスなど

・古い角質をハーブの力で除去、・本来のターンオーバーサイクルを取り戻し、
・あなた本来の肌力を取り戻し細胞力を高める。それが「クロイタ―ピール」です。

70代　女性　ビバーチェ 1回

Befor

After

しわ・しみ
くすみ・はり
毛穴・たるみ
にきび・凸凹

お肌サイクルが乱れると
シワ・しみ・くすみなどが現れたら
肌サイクルが乱れているサイン！

正常な肌サイクルにするにはどうすればいいの？
汚肌再生「クロイタ―ピール」にお任せ下さい。
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オイリー／ニキビ／コンビネーション 乾燥／敏感／老化／シミ

水洗顔 トニックローション カーミングクリーム アブソルト
BBクリーム

H o m e  C a r e  P r o g r a m（再生と保護）

朝

ソフトクレンジング
ミルク

ディープポアジェル
（2・3日に1回）

トニックローション カーミングクリーム

夜

カーミングクリーム
パック

水洗顔 トニックローション スキンＶクリーム

朝

ソフトクレンジング
ミルク

ディープポアジェル
（1週間に1回）

トニックローション アクアクリーム
パック

夜

アブソルト
BBクリーム

スキンＶクリーム

  

     分類 / 現象

　　　効果          

　　　角質

       洗顔有無

5日間（3日間・24時間）
　必須ホームケア

角質脱落 角質脱落 角質脱落なし

5日間  水洗顔 
の代わりにトニックロ
ーション

当日 洗顔 可能

基本的には、お客様のご使用化
粧品でOK。ただし①レチノール
②AHA③酸など配合されている
化粧品は一旦中止し、クロイタ
―ピール専用化粧品をご使用下
さい。

①トニックローション　②スキンVクリーム　（または、カーミングクリーム）
③アブソルトＢＢクリーム　

しわ・しみ・くすみ
はり・毛穴・たるみ
にきび・凸凹

しわ・しみ・くすみ
はり・毛穴・たるみ
にきび・凸凹

小じわ・くすみ
はり・たるみ・キメ

再生後ホームケア

ビバーチェ
トリートメント

ハーブ 3ｇ
　モルビド

トリートメント

ハーブ 1.5ｇ
アマービレプラス
トリートメント

ハーブ 1ｇ
アマービレ

トリートメント

ハーブ 0.2ｇ,0.5ｇ

小じわ・くすみ
はり・毛穴
たるみ・にきび

角質脱落

1日（24時間）以降　
洗顔可能。
※こちらは、基本5回クールな
のでその期間は、専用ホーム
ケアを使用。

3日間  水洗顔の代わ
りにトニックローション
※なるべくビバーチェと同じ（5日間
ローション）にする事をおススメ

サンケアクリームサンケアクリーム

①

②

③

④

⑤

⑥
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ビバーチェ 5日間におきる現象

1 日

2 日

3 日
4 日

5 日

赤くヒリヒリに
熱が出て
腫れたりする

（肌の熱を抜きに）

うずきや
乾燥がちに
なっていく

さらに乾燥して
めくれが開始
肌のトーンが
暗くなる

非常に乾燥して
口の周りから
角質脱落

角質脱落
部位が
広がる

初めの

一時的に毛穴拡大

再生
天然ハーブをお肌に
しっかり入れ込みます。
お肌再生がスタート！

新しい皮膚細胞とコ
ラーゲンが生成されて
いるので、頑張って～。

厚い角質層がポロポロ
と剥離し、新しいお肌
が・・

再生したお肌に栄
養をたっぷり与え
ながら優しくケア。
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ビバーチェ（モルビド）トリートメント後
5日間（モルビドは 3日間）、注意事項、および管理方法

5日間（モルビドは 3日間）、水洗顔の代わりにトニックローションで洗顔

トニックローション -Ｖ またはカーミングクリーム -ＢＢクリーム 

 ( 再生 , 過敏肌改善 )

起こった角質を無理にはがしたり、摩擦注意（過敏、色素沈着）

シャワーやシャンプー時に水がかからないように注意

ヘルペスや水ぶくれが生じた場合、他の部位に広がらないように注意

再生管理まで強い紫外線、熱気、サウナ、水泳、無理な運動の注意

飲酒控え、できるだけ水をたくさん摂取

2

1

3

4

5

6

7
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ビバーチェ後、再生まで
（3～ 5）日間のホームケア　※一日 3～ 4時間ごとに繰り返します。

①トニックローション

濡れたコットンにトニックローショ
ンを適度に濡らして押すように使用。
以前に塗ったBBクリームを拭き取
る。
★強く拭き取らない。

②スキンVクリーム又は、
　カーミングクリーム

ラテックスを使用し、スキンＶクリー
ム又は、カーミングクリーム

③アブソルトBBクリーム

アブソルトBBクリームを厚く塗る。

★①～③　
3～ 4時間ごとに繰り返し

トニックローション スキンＶクリーム アブソルトＢＢクリームカーミングクリーム

カーミングクリーム



再生管理
　45％ホームケア

　 45％

ビバーチェ
　10％
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剥離後、45日以内に
8回～ 10回の再生管理ケ
アをおススメします。

剥離後、45日以内間は、
お肌の再生期間中です。
専用化粧品でケアしてくだ
さい。

古い角質を除去したてのお肌は、
赤ちゃん肌の様にデリケートで
す。必要な栄養分や水分をたっぷ
り補給して、、ストレスに強いお
肌をめざし、トラブルフリーのお
肌を目指しましょう。

再生管理とホームケアが最も重要です。
「汚肌再生」した後（5日目剥離後）からは、「角質層を整える」必要があります。
肌育「新しい肌を美しく元気になるまで育てる」に適した再生管理ケアは、ケアをする事に
ご実感して頂けます。また乾燥などからお肌を守る専用ホームケアを使用し、
トラブルフリーの元気でイキイキしたお肌に導きます。

ビバーチェ＋再生管理＋ホームケア＝100％

　　実は、
剥離後からのケアが
最も大切で、
美醜の別れ道
なんです。せっかく
誕生させたお肌。
大切に育ててくださいね。

誕生したお肌は、ほんの
りピンクの赤ちゃん肌。
今後のケアが重要です。
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カーミング クリーム

スキンＶクリーム

アブソルトBB クリーム

ビバーチェ直後から 5日目までのホームケア用品 3品
STEP

1
STEP

2
STEP

3

肌のキメを整え、
透明感あふれる柔肌へ。
 
小ジワ、 毛穴、 キメの粗さ、
どれもゆずれない肌表面。

みずみずしいテクスチャーで、
豊かなうるおいを与え、
心地よい肌へと整えます。

あふれるような潤い、
上質なハリにやさしく包まれた肌へ
 
ニンジン根エキス成分配合の
クリーム。豊かなうるおいを与え、
ツヤ・張り・潤いを肌に導きます。

若々しさに、
あふれる透明感に包まれた肌へ
 
ティーツリー葉油とトコフェ
ロールとパンテノール成分配合
のクリーム。

肌にさらりとした潤い、
ハリと弾力感を与え、
心地よい肌へと整え、
若々しい印象へ導きます。
 

クリームとファンデーションの
役割を持つ元祖 ＢＢクリーム

保護クリームだけじゃなく、
ファンデの役割も持ち合わせた
ＢＢクリームなんです。
しかも気になる毛穴カバーも
してくれつつ、紫外線も
防いじゃう優れものなんです。

トニック ローション

どちらかを
選択します。
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再生管理ケア後からのホームケア用品【しみ・乾燥・老化】

肌に潤いを与え柔軟にしながら、
メイクを落とすクレンジングクリーム
 
柔らかなクレジングが肌に潤いを与えながら、
優しく包み込んでメイクアップ皮脂や
老廃物を洗浄し、天然由来成分アラントイン
配合で、お肌の機能をサポートし、
上質なうるおいとハリ、透明感が続きます。

水洗顔 トニックローション スキンＶクリーム

朝

アブソルト
BBクリーム

サンケアクリーム ソフトクレンジング
ミルク

ディープポアジェル
（1週間に1回）

トニックローション アクアクリーム
パック

夜

スキンＶクリームスキンエリクシー

ソフトクレンジングミルク

ディープポアジェル

スキンエリクシー

アクアクリームパック

サンケアクリーム

植物由来のティーツリーオイルを
配合のフレッシュなクールジェル。

植物由来のティーツリーオイルで
やさしく優しく洗い落します。
だけど毛穴に蓄積された
汚れや古い角質をしっかり
洗浄するんです。
明るくやわらかな肌に整え、
次に使うスキンケアアイテムの
浸透を促します。
 

肌に響く潤い。
上質のハリ・ツヤ感のある肌へ。

14種類の高濃縮成分が詰まった

美容液です。キラキラ光る。

お肌が光る。心が弾む美容液なんです。

睡眠中の肌機能をサポートし、
集中的にトリートメント。

ヒアルロン酸等の配合成分で、

しっとりと心地よい潤いを与え、

朝にはキメが整い、ふっくら感が増した印象に。

クリームの心地よさとともに肌を包み込みます

軽くつややかにカバー

UV-AとUV-Bをしっかり
カットするだけじゃなく
アロエベラ液汁やシア
脂配合のテクスチャーが、
つややかに潤い肌に
導きます。
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・再生管理ケア後からのホームケア用品【にきび・脂性・トラブル】

肌に潤いを与え柔軟にしながら、
メイクを落とすクレンジングクリーム
 
柔らかなクレジングが肌に潤いを与えながら、
優しく包み込んでメイクアップ皮脂や
老廃物を洗浄し、天然由来成分アラントイン
配合で、お肌の機能をサポートし、
上質なうるおいとハリ、透明感が続きます。

ソフトクレンジング
ミルク

ディープポアジェル
（2・3日に1回）

トニックローション カーミングクリーム

夜

カーミングクリーム
パック

水洗顔 トニックローション カーミングクリーム アブソルト
BBクリーム

朝

サンケアクリーム

ソフトクレンジングミルク

ディープポアジェル

カーミングクリーム カーミングクリームパック

植物由来のティーツリーオイルを
配合のフレッシュなクールジェル。

植物由来のティーツリーオイルで
やさしく優しく洗い落します。
だけど毛穴に蓄積された
汚れや古い角質をしっかり
洗浄するんです。
明るくやわらかな肌に整え、
次に使うスキンケアアイテムの
浸透を促します。
 

若々しさに、
あふれる透明感に包まれた肌へ 

ティーツリー葉油とトコフェロールと

パンテノール成分配合のクリーム。

鎮静に優れ、肌にさらりとした潤い、

ハリと弾力感を与えます。ニキビなど

トラブルお肌におススメです。

睡眠中に、
あふれる弾力と若さを肌へ。

トコフェロール成分配合のクリーム。

ニキビ、オイリー肌の方におススメです。

カーミングクリームとＷで使用して

頂く事で、より若々しい印象へ導きます。
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