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洗顔料の優良投稿洗顔料の優良投稿 いいね数順いいね数順

3.72Kいいね！ 20/05/16

リクエストありがとうございますニキビ・毛穴・日焼け・メイクの肌悩みぜんぶ解消いたしま
す . Follow m e @ cchannel_girls Check @ cchannel_beauty . C CHANNELのアプリも
よろしくお願いします . 皆様からいただいたリクエストの中で、 ニキビや毛穴など肌に関す
るお悩みを多数頂きました。 今回は答えられるだけお答えいたします . ①ニキビの対処法
”ニキビの救世主”その名もニキビパッチ！ . ②毛穴の対処法 鼻の毛穴&黒ずみケア☆おす
すめアイテム3 ツルリ / 毛穴クリア　ホットクレイパック RIRE / ALL KILL ブラックヘッ
ドリムーバースティック モアソフト小鼻ブラシ . ③日焼けした時どうする？ うっかり焼け
ちゃった！日焼けの緊急処置法 1. 氷や保冷剤で火照っている部分を冷やす 2. アロエ配合
のスキンケア商品を使用する 3. 水分補給をする . ④メイクして寝てしまった…肌に大ダ
メージかも…。 メイクしたまま寝ちゃった！次の日のお肌復活法 ■STEP1 クレンジング 多
めのクレンジングで念入りにマッサージするようにメイクを落とす ■STTEP2 血行促進 蒸し
タオルでお肌を柔らかくし、毛穴に詰まった汚れを浮き立たせる ■STEP3 洗顔 しっかり泡
立った洗顔料を使用し、肌の上で転がすように洗って汚れを落とす ■STEP4 保湿 化粧水や
パックで乾ききったお肌に潤いを与えてダメージ解消 . . あなたにとっての可愛いを募集中
写真でも動画でもOK #cchan_girls を付けてヘアアレンジやコスメ、ネイルなどを投稿� .
ステキな投稿はこちらのアカウントでシェアするかも… 投稿させていただく場合は、事前に
ご連絡致します . あなたの投稿、お待ちしてます . . #おうち時間#スキンケア#ニキビケア#
ニキビパッチ#ニキビ対策#毛穴ケア#毛穴の黒ずみ#毛穴レス#日焼け対策#日焼けやばい#UVケ
ア#夏が来る#夏を楽しむ#メイク落とし#美肌になりたい#美肌#美肌作り#美肌ケア#女子力アッ
プ#素敵女子#可愛い女の子#お家で過ごそう#ステイホーム#自粛生活#外出自粛中#おうちにい
よう#おこもり#コロナに負けるな#cchanメイク

1.51Kいいね！ 20/05/19

スクラッチで現品プレゼント� 「2Ｗａｙお肌リセットキャンペーン」開催中� �
5月18日新発売の、洗顔と泥パック、2wayで使える洗顔料 #エクサージュディープ
リセットペーストウォッシュ が当たるプレゼントキャンペーンを公式サイトで
開催中　� � キメの奥のよごれや老廃物までしっかりと吸着しながら軽やかな泡が
すっきりと洗い上げ、キメの整ったつるすべ肌にする、洗顔と泥パックができる泥
スパ洗顔料が新発売。 毎日朝晩の洗顔と週1.2回の泥パックで、おうち時間を楽し
みながら、お肌も気分もスッキリリフレッシュしてみませんか。� � 2Ｗａｙお肌リセッ
トキャンペーンでは、スクラッチにチャレンジしたり、の新商品やエクサージュホワ
イトのご紹介などなど盛りだくさん♬� ぜひチャレンジして、おうち時間の気分転換に
^ ^ スマートフォンでご参加ください。 外れた方にも洗顔から美容液までお試しい
ただける、エクサージュホワイトのトライアルセットプレゼントのＷチャンスも
♪�� � キャンペーン会場はこちら� プロフィール画面URL� @ albion_jp � また
は、� ハイライトの「泥スパ洗顔」 � から� � 【2020年6月12日（金）17:00ま
で】� � � � � � 5月18日新発売� エクサージュ� ディープリセット
ペーストウォッシュ� 〈洗顔料〉� 140g� 3,000円（税抜）� � � � #アルビオ
ン� #エクサージュディープリセットウォッシュ � #泥スパ洗顔� #毎日参加�
#2way洗顔� #つるすべ肌� #リフレッシュ� #現品プレゼント � #プレゼント
キャンペーン� #最新コスメ� #おこもり美容� #おこもりタイム� #おうち時間�
#stayhom e � #ALBION #albion #エクサージュ#洗顔料#泥スパ #限定品 #2020ＳＳ #
コスメ#キャンペーン#リセット#泡洗顔 #ディープリセット #チャンス #エクサー
ジュホワイト� � � � � � ----------------------------------------------� 緊
急対応といたしまして、 弊社オンラインストアおよび各店 舗サイト／化粧品専門店による
化粧品販売を 5月18日（月）10:00より、特定警戒都道府県（北海道・東京・埼玉・千葉・神
奈川・大阪・京都・兵庫）にお住まいのお客様に限り、対応させていただくことになりまし
た。 � お取り扱い商品など詳細につきましては、店舗ごとに異なる場合がござい
ます。　� お客様にはご不便をおかけすることとなり大変心苦しく存じますが、何卒
ご理解の程よろしくお願い 申し上げ ます。 � 大変恐縮ですがこの件につきまして
のお問い合わせにはここではお応えできません。 � 又、コメント/DMに関しての返信を
控えさせていただいております。� 詳細やお問い合わせはハイライトの【緊急対応につい
て】をご確認ください。� ----------------------------------------------- � �
� � � � � �

1.41Kいいね！ 20/05/19

��� � � めずらしく夜に… こんばんは� � � おうち時間� � 断捨離� 手芸・
編み物� ピアノ…� � 楽しく過ごしています� � � そして� 自分を労る時間� と
決めて � � スキンケアに時間をかけているので� � 自粛前より� お肌の調子がよく
て嬉しいです�� � � 洗顔料のいちばんのお気に入りは� � 自然界の恵み・美容成
分� フルボ酸が配合されている� � � 「アテナシア」� @ atenasiaofficial �
� � 夜の11時でも� このお肌の調子の良さ� 嬉しすぎます これから 保湿・抗老化・
美白…� いろいろな効果が楽しみ� � � 今夜も しっかり優しく洗顔して� ゆっくり寝
ます� . . お疲れさまでした おやすみなさい� � � � ー 笑顔あふれる毎日を ー�
� � � #おうち時間 #夜 #おやすみなさい� #洗顔 #洗顔料� #スキンケア� #保湿 #抗老
化 #美白 #美肌� #美容 #美容成分� #フルボ酸� #アテナシア #atenasia� #幸せ
#happy� #笑顔 #sm ile� #笑顔が人を幸せにする� #笑顔の形状記憶� #ハッピーエ
イジング� #ハッピーエイジングコンサルタント� #アンチエイジング�
#51歳 #アラフィフ #50代� #アラフィフライフ� #新大人� #over50

対象ワード、ハッシュタグ 洗顔料 化粧水 美容液



洗顔料の優良投稿洗顔料の優良投稿 コメント数順コメント数順

1.41Kいいね！ 20/05/19

��� � � めずらしく夜に… こんばんは� � � おうち時間� � 断捨離� 手芸・
編み物� ピアノ…� � 楽しく過ごしています� � � そして� 自分を労る時間� と
決めて � � スキンケアに時間をかけているので� � 自粛前より� お肌の調子がよく
て嬉しいです�� � � 洗顔料のいちばんのお気に入りは� � 自然界の恵み・美容成
分� フルボ酸が配合されている� � � 「アテナシア」� @ atenasiaofficial �
� � 夜の11時でも� このお肌の調子の良さ� 嬉しすぎます これから 保湿・抗老化・
美白…� いろいろな効果が楽しみ� � � 今夜も しっかり優しく洗顔して� ゆっくり寝
ます� . . お疲れさまでした おやすみなさい� � � � ー 笑顔あふれる毎日を ー�
� � � #おうち時間 #夜 #おやすみなさい� #洗顔 #洗顔料� #スキンケア� #保湿 #抗老
化 #美白 #美肌� #美容 #美容成分� #フルボ酸� #アテナシア #atenasia� #幸せ
#happy� #笑顔 #sm ile� #笑顔が人を幸せにする� #笑顔の形状記憶� #ハッピーエ
イジング� #ハッピーエイジングコンサルタント� #アンチエイジング�
#51歳 #アラフィフ #50代� #アラフィフライフ� #新大人� #over50

66いいね！ 20/05/10

ちびっ娘が可愛いカードくれた〜��私に似ず器用な子で良かった 私より女子力高いもー
ちゃん（長男）がほらよっとテーブルに美白洗顔料をくれました�� ちっとはブス顔磨けだ
とＹＯ 後の２人はどした⁉�忘れてませんか� あなた達の強力サポーターの感謝の日なんで
すけど。。 数年前、母の日に旦那さんがプレゼントしてくれた赤いstaub。今も大事に使っ
てます。今日はこの赤いstaubで燻製練習〜いいつまみが出来ました #おうち時間#staub#母
の日#燻製初心者#明日はベーコン仕込むぞ

1.33Kいいね！ 20/05/19

� 50名様にコスメをプレゼントするよ〜！プロフィールのURLから応募方法をチェッ
クして応募してね� � � �� CANMAKE 15名様� #メイクミーハッピーソリッドパフュー
ム� � �� CANMAKE 18名様� #マシュマロフィニッシュファンデーション� � ��
CANMAKE 17名様� #パーフェクトスタイリストアイズ � � � � � ¥ ☁� PICK UP!
プレゼント紹介 ☁� /� � � CANMAKE「マシュマロフィニッシュファンデーション」
は、セミマット仕上がりのファンデーション！� � 毛穴の凹凸を均一にしてくれます� �
カバー力はありますが、厚ぼったくならないのも嬉しいポイントです。SPF50／PA＋＋でUV
カット効果も抜群♡♡� � 洗顔料でオフできるため、肌にも優しいファンデーションです
よ〜� � ぜひゲットしてね〜！◎� � � � � � � � � #懸賞#プレゼント
#コスメプレゼント #プレキャン #プレゼントキャンペーン #プレゼント企
画 #キャンメイク #CANMAKE #CEZANNE#CHIFURE#セザンヌ#ちふれ#ETUDEHOUSE#エ
チュードハウス#おうち時間#スキンケア#プチプラスキンケア#初心者メイク #コスメ部
#コスメマニア #コスメ好き #女子力向上委員会 #置き画 #プチプラコスメ#プチプラ
コスメ#今日のコスメ

対象ワード、ハッシュタグ 洗顔料 化粧水 美容液



洗顔料の投稿と一緒に使われていたハッシュタグ洗顔料の投稿と一緒に使われていたハッシュタグ

#おうち時間 (112回)  #スキンケア (63回)  #おこもり美容 (40回)  #洗顔料 (37回)

#洗顔 (36回)  #美容 (30回)  #stayhome (27回)  #美肌 (25回)  #skincare (23回)

#おうち美容 (20回)  #乾燥肌 (20回)  #美容好き (15回)  #コスメ (13回)  #化粧品 (13回)

#化粧水 (13回)  #コロナに負けるな (11回)  #敏感肌 (11回)  #毛穴ケア (11回)

#美肌ケア (11回)  #beauty (10回)  #フ (10回)  #美容液 (10回)

#おうち時間を楽しむ (9回)  #クレンシ (9回)  #スキンケアマニア (9回)

#ホームケア (9回)  #保湿 (9回)  #くすみ (8回)  #アンチエイシ (8回)

#コスメ好きさんと繋がりたい (8回)  #ホ (8回)  #美容好きな人と繋か (8回)

#角質ケア (8回)  #cosmetics (7回)  #repost (7回)  #uvケア (7回)

#クレンジング (7回)  #コスメ好きさんと繋か (7回)  #ツヤ肌 (7回)  #テ (7回)

#保湿ケア (7回)  #日焼け止め (7回)  #美容好きな人と繋がりたい (7回)  #美白 (7回)

#dermalogica (6回)  #stayathome (6回)  #しわ (6回)  #エイジングケア (6回)

#スキンケア好きさんと繋がりたい (6回)  #ステイホーム (6回)  #ニキヒ (6回)

#ハ (6回)  #美容垢 (6回)  #透明感 (6回)  #lush (5回)  #makeup (5回)

#monicam (5回)  #しみ (5回)  #たるみ (5回)  #アトピー (5回)  #シミ (5回)

#ダーマロジカ (5回)  #デイリーマイクロフォリエント (5回)  #基礎化粧品 (5回)

#洗顔フォーム (5回)  #美活 (5回)  #cosme (4回)  #lushjapan (4回)

#monicamで当選 (4回)  #おうちで過ごそう (4回)  #おうちにいよう (4回)

#お家時間 (4回)  #アリィー (4回)  #アンチエイジング (4回)  #エイシ (4回)

#エステ (4回)  #コスメマニア (4回)  #コスメ好き (4回)  #コスメ紹介 (4回)

#シ (4回)  #ト (4回)  #ニキビ (4回)  #ニキビ跡 (4回)  #バストアップ (4回)

対象ワード、ハッシュタグ 洗顔料 化粧水 美容液
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対象ワード、ハッシュタグ 洗顔料 化粧水 美容液



化粧水の優良投稿化粧水の優良投稿 いいね数順いいね数順

6.01Kいいね！ 20/05/11

.� 毛穴が気になりはじめたら� はじめての●●●…！？？� � エリクシール　ルフレ�
　バランシング ウォーター� � 　皮脂と水分のバランスを整え、� 毛穴の目立たないうる
おった肌へ�� � 一言に“エイジングケア”と聞くと� ｢まだ早いかな？｣と� 壁を感じて
しまう方も多いと思うが、� � “ファースト”エイジングケア（※）と言われると� 少し
取っ掛かりやすい気にもなる� 好きですね、この言葉。� � エリクシールからは� 年齢特
有の肌悩みに応じて� 大きく3つのシリーズに分かれており、� ｢ルフレシリーズ｣は� モ
デルに吉岡里帆さんを起用している通り、� いちばん若年層向け。� � � さて、肝心の化
粧水について。� 大まかな使用感については� 画像2枚目に記載。� � ライトな使い心地
と� 程良い保湿力のバランスが� とても使いやすい◎� � エイジングケア=すんごい保湿
力� (んもうもっちもちのべったべた)� という偏った概念からも少し外れ、� どちらも兼
ね備えているからこそ� 初めての方も使いやすそう！� � 特に使用方法通りコットンを使
用すると� 肌にじわっと馴染んでいくのを感じられて、� オススメ☆� � （※今からはじ
める年齢に応じたうるおいケア）� � All Contents From：吉見さん� *投稿文章の一部
に修正を加えています。� � #提供_エリクシール� � � #lipscosm e #エリクシール #
スキンケア #美容液 #コスメ好きさんと繋がりたい #コスメ好き #プチプラコスメ #コスメ購
入品 #コスメマニア #コスメレポ #コスメ紹介 #コスメレビュー #コスメ垢 #コスメ好きな人
と繋がりたい #コスメオタク #新作コスメ #春コスメ #おすすめコスメ #メイク #メイク好き
な人と繋がりたい #メイクアップ #今日のメイク #メイク好きさんと繋がりたい #化粧水 #乳
液 #おうち時間 #beauty #肌 #ドラッグストア

4.25Kいいね！ 20/05/13

.� ワンステップで6役を叶える高機能ゲル� � ＊� � obagi オバジ� オバジCセラムゲ
ル� 【ジェル状クリーム】� � 80g/4000円� � ＊� � 今日は3/10に新登場した高機
能ゲル� 『オバジCセラムゲル』をご紹介� � LIPSを通してメーカー様より頂きました�
� こちらはワンステップで� ①化粧水②乳液③引きしめ④美容液⑤クリーム⑥パック�
の6役を叶える高機能ゲルで� � ¥使い方は3パターン/� � 【しっかりお手入れしたい
時】� 化粧水+美容液+オバジCセラムゲル+乳液� 【今日は頑張れない時】� オバジCセラム
ゲル1品のみ� 【いつものベーシックケアにプラスワン】� 化粧水+オバジCセラムゲル(美
容液替わりとして)+乳液� � と使い方は様々で� その日のコンディションに合わせられて
� ただのオールインワンとは一味違うようです� � 単品で使用した時の使用感は� つけた
直後はわりと肌表面はサラッとしていますが� 意外とその後つっぱったり粉吹いたりせず�
肌内部のうるおいは続くので� コレ1つでも私は結構満足でした� � 特に子どもをワンオペ
で� お風呂に入れた後とか� 時間がない時にはめちゃくちゃ役立ちました� � 香りもさわ
やかな柑橘系の香りで� 使いやすいです� � All Contents From：SAORI� *投稿文章の
一部に修正を加えています。� � #オバジ_PR � � � #lipscosm e #スキンケア #コスメ
好きさんと繋がりたい #コスメ好き #プチプラコスメ #コスメ購入品 #コスメマニア #コスメ
レポ #コスメ紹介 #コスメレビュー #コスメ垢 #コスメ好きな人と繋がりたい #コスメオタク
#新作コスメ #春コスメ #おすすめコスメ #メイク #メイク好きな人と繋がりたい #ヘアメイ
ク #メイクアップ #今日のメイク #アイメイク #メイク好きさんと繋がりたい #メイク好き #
ナチュラルメイク #基本メイク #ベースメイク #ドラッグストア #おうち時間

3.92Kいいね！ 20/05/18

.� エリクシール ルフレ バランシングミルクII (とろとろタイプ)� LIPSを通してエリク
シールさんから頂きました！� ありがとうございます� � �� 未来のきれいのために�
今から始めるファーストエイジングケア（※）� � ��毛穴の気になる方におすすめ��
毛穴を目立たせず「つや玉」のある肌へ� � ��「つや玉」とは、頬の高い位置に光るみず
みずしいツヤのこと。すこやかに満たされている美しい肌のしるしです。� � ��フレッ
シュブーケの香り� � パッケージの説明では� コットンでの使用を推奨していますが�
HPでは手で使う場合のムービーも見られます！� ①化粧水の後、手のひらに10円硬貨大の量
をとり� ②両手全体に広げます。� ③頬や額などの広い部分から始め� ④顔の中心から
外側に向かってすみずみまで広げます� � � 最近、肌のハリ低下・頬の毛穴が気になるよ
うになり� お肌の曲がり角(最初は25〜30歳だそう)を� ちょうど感じていたところだった
ので� こちらの"ファーストエイジングケア（※）"ができるという点にすごく惹かれました
� � 使う前は 乳液だし とろとろタイプだし� 結構ベタつくかなと思っていたのですが�
全然そんなことなくてびっくりしました…！� 塗った直後は少しぺたぺたしましたが� 肌馴
染みがよくしっとり潤った肌が続きます�� � あと、香りのついている基礎化粧品って�
あまり使ったことがなかったのですが� フレッシュブーケのいい匂いがほんのりして� 使っ
ていてとても癒されます� � 今使っている化粧水・乳液は� 5年以上前からリピートして
いるのですが、� 同じくらいの価格帯だし� こちらに乗り換えようか考えるくらい� 本当
にお気に入りになってしまいました� � さらさらタイプととろとろタイプがあるので� 季
節や好みに合わせて選べるのも良いですね！� � 毛穴の開きやうるおい不足で悩んでいる
方、� トライアルセットもあるので気になった方は� 是非お試ししてみてください� �
（※今からはじめる年齢に応じたうるおいケア）� � � All Contents From：SHIORI�
*投稿文章の一部に修正を加えています。� � #提供_エリクシール� � � #lipscosm e #
エリクシール #スキンケア #美容液 #コスメ好きさんと繋がりたい #コスメ好き #プチプラコ
スメ #コスメ購入品 #コスメマニア #コスメレポ #コスメ紹介 #コスメレビュー #コスメ垢 #
コスメ好きな人と繋がりたい #コスメオタク #新作コスメ #春コスメ #おすすめコスメ #メイ
ク #メイク好きな人と繋がりたい #メイクアップ #今日のメイク #メイク好きさんと繋がりた
い #化粧水 #乳液 #おうち時間 #beauty #肌 #ドラッグストア

対象ワード、ハッシュタグ 洗顔料 化粧水 美容液



化粧水の優良投稿化粧水の優良投稿 コメント数順コメント数順

1.12Kいいね！ 20/05/20

2019年ベストコスメ賞受賞�� @コスメ 化粧水ランキング第1位�� SNSでも大人気の
#IPSA 化粧水【ザ・タイムR アクア】� をプレゼント！！� � 見た目もオシャレ、効果も
バツグン� 少しずつ外に出られるようになった今、しっかりお肌をケアしよう� � ぜひ、
応募してください� � 【プレゼント商品】� IPSA ザ・タイムR アクア� � 【応募方
法】� ◎@ skincare_m aniac_ をフォロー�� ◎この投稿をいいねで応募完了� ◎ストー
リー共有＆コメントで当選確率2倍！� � 【応募期間】�� 2020.5/20〜2020.6/3 　
23:59まで！�� � 【プレゼント応募のきまり】� ●応募条件にもれのない方から、厳正
な抽選で当選者を決定します。��� ●当選者には、公式インスタグラムよりダイレクト
メッセージにてご連絡いたします。��� ●賞品の発送は国内のみにさせていただきます。
��� ●賞品の発送は6月上旬を予定しております。��� ●個人情報などは当選連絡のた
めに使用し、そのほかの目的では使用いたしません。個人情報はキャンペーン終了後すみやか
に断裁、消去し、6か月を超えて保有することはありません。� � たくさんのご応募お待ち
しております！� � #プレゼントキャンペーン#プレゼント企画#プレゼント#スキンケア#お
こもり美容 #おうち時間 美容垢#エステサロン#エステ好き#プレゼント企画スタート #プレゼ
ントキャンペーン応募 #プレゼント企画 #プレゼント交換 #プレゼント用 #プレゼントキャン
ペーン #プレゼント企画中 #プレゼント #プレゼント企画当選 #プレゼントボックス #プレゼ
ント #プレゼント応募 #プレゼント企画 #プレゼント企画実施中 #化粧水 #イプサ #ipsa化
粧水 #イプサ化粧水 #ザタイムrアクア

1.81Kいいね！ 20/05/10

。 。 。 今日ゎ仕事頑張ってきました 。 そして#おうち時間 のお楽しみ 。 コスメ体験 。
#ナールスリッチ キラキラのスリムな容器に入ってる 白いゲル状態の美容液 化粧水やクリー
ムはそのまま従来のものを使ってもこの美容液の効果を発揮してくれる〜� 。 手で包み込む
ように美容液を顔にギューって入れてあげると スーッと染み込んでいくのが手の感覚でわか
るねん� 。 ナールスゲンを推奨濃度配合した美容液 ナールスゲンは京都大学が開発した成
分なんやって〜 休眠状態の線維芽細胞に到達し、活発な状態へと復活させ、 みずからコラー
ゲンやエラスチンを生ませてお肌と体に入っていくよ〜 。 生み出された「コラーゲン」は、
真皮を整える働きがあり、さらに、表皮を整える「りんご幹細胞」を加えてるので体の中から
も・外からも、キレイな肌を、つくりだす身体になるんやで〜 。 これを使えば綺麗になりま
すってのでゎなく自分で生み出す力がつくなんて素晴らしい美容液やね� 感動� 。 そして
またまた感動� 。 仕事から帰ってきたら #母の日 なので子供らがご飯を作ってくれてた〜
やっぱ作ってもらったものを 食べるのゎほんまに幸せ�� 。 何故か歯応えのある人参が
入ってて、買い物に行ってないので、チキンライスじゃなくてポークライス スープとオムラ
イスの具ゎ全く同じでもほんまに幸せでした お姉ちゃんが全部作ってくれて 弟ちゃんがご飯
炊いて、お肉切って、おかあさんって字をオムライスにケチャップで書いてくれました��
。 ありがとう�� 。 #オムライス#カーネーション#selca #selfe #ootd#人間パワース
ポット#笑顔 #元気#自撮り#感謝の日々です#幸せです#松岡修造同盟#命名されました#食べ動
画界のカリスマ#今日のコーデ

793いいね！ 20/05/11

本日から5/31までで� . ピクジェリーク セラム パウダリー BB-SP ファン
デーションのプレゼント限定3名様を実施します！ . パウダリーBB-SPについては
色々とご紹介をしてきましたが・・ 実はこの子、少量でカバーでき、お化粧直し
が少なく済むので、 『平均使用期間4ヵ月以上！！』と、メーカーとしてはお伝えした
くなくなるほどのコスパ力� . しかも、朝は化粧水で保湿をした後にコレ１個で
OK�♀� . なぜなら、 ¥1個7役のBB/ ��美容液 ��乳液 ��日焼け止め ��化粧下
地 ��コントロールカラー ��コンシーラー ��ファンデーション . カバー力と素肌
力を両立しながら、7つの工程をこなすファンデ機能をご体感いただけると嬉しい
です�� . とにかく、ブラシでくるくるするだけらだから、ズボラな私も簡
単で楽ちんで他のファンデはもぅ使えません� . 【〆切:5月31日迄】 . 【応募方
法】 ① @ pesca.beauty をフォロー ②こちらのプレゼント企画をいいね！ ��こちら
の投稿をスクショ&@ pesca.beautyをタグ付けで当選確率アップ⤴� . ��当選者の
方には（@ pesca.beauty）よりDMにてご連絡させていただきます。 ��アカウント非
公開の方、フォローを外されている方は対象外となりますのでご注意下さい。 ��国内
のみの発送となります。 ��こちらの企画はinstagramが推奨するものではありませ
ん。 . . お届けできるときにはメイクを楽しんで外出が出来ているといいな！ そんな
願いもこめて� たくさんのご応募お待ちしております�� . . . . どうぞよろしくお
願いします� #pesca #美容 #化粧品 #ファンデーション #ファンデーション難民 #時短
メイク #コスメ #懸賞 #プレゼント企画 #日焼け止め #美容好きな人と繋がりたい #お
うち時間 #おこもり美容 #メイクアップ #美容成分 #素肌美人 #ペスカ #ペスカスパ
成城 #スキンケアマニア #プレゼントキャンペーン実施中 #プレゼントキャン
ペーン #キャンペーン企画 #コスメ好きさんと繋がりたい #スキンケア好きさんと繋
がりたい #ピクジェリークセラムパウダリーbbsp #うちで過ごそう #おうち
時間 #コロナに負けるな

対象ワード、ハッシュタグ 洗顔料 化粧水 美容液



化粧水の投稿と一緒に使われていたハッシュタグ化粧水の投稿と一緒に使われていたハッシュタグ

#おうち時間 (1,278回)  #スキンケア (644回)  #化粧水 (497回)  #美容 (468回)

#おこもり美容 (350回)  #コスメ (284回)  #stayhome (274回)  #美容液 (270回)

#美肌 (258回)  #フ (246回)  #化粧品 (242回)  #美肌ケア (223回)

#コロナに負けるな (214回)  #skincare (211回)  #保湿 (200回)  #ヒ (189回)

#repost (185回)  #おうち美容 (182回)  #美容好きな人と繋か (175回)  #エステ (173回)

#キャンヘ (164回)  #スキンケアマニア (160回)  #メイク (151回)

#コスメ好きさんと繋か (147回)  #保湿ケア (136回)  #メイクアッフ (126回)

#毛穴ケア (123回)  #くすみ (116回)  #スキンケア好きさんと繋か (116回)  #毛穴 (116回)

#日焼け止め (109回)  #透明感 (109回)  #ヘ (98回)  #乾燥肌 (98回)  #ホ (97回)

#乳液 (97回)  #素肌美人 (96回)  #美白 (93回)  #エイジングケア (90回)

#エイシ (87回)  #懸賞 (86回)  #pola (85回)  #敏感肌 (85回)  #うちて (80回)

#うるおい (78回)  #ファンテ (78回)  #化粧 (78回)  #pesca (77回)  #時短メイク (77回)

#美容成分 (77回)  #beauty (76回)  #キレイになる予感 (75回)  #基礎化粧品 (75回)

#洗顔 (69回)  #bijoudemer (68回)  #bijoudemer_campaign (68回)  #recoreserum (68回)

#フィルホ (68回)  #リコアセラム (68回)  #海洋微生物 (68回)  #海洋性美容成分 (68回)

#透明感メイク (68回)  #アンチエイジング (67回)  #コロナ (67回)

#美容好きな人と繋がりたい (66回)  #エステ体験 (64回)  #美白ケア (64回)

#美容効果 (63回)  #pr (62回)  #メーク (62回)  #おうち (61回)  #肌荒れ (60回)

#staysafe (59回)  #スキンケア用品 (57回)  #withコロナ (56回)  #中目黒 (56回)

#中目黒エステ (56回)  #テ (54回)  #アンチエイシ (53回)

#コスメ好きさんと繋がりたい (50回)  #ステイホーム (50回)  #美容好き (50回)

対象ワード、ハッシュタグ 洗顔料 化粧水 美容液



投稿数投稿数

1.70K
投稿者数投稿者数

1.54K
いいね数いいね数

238.66K

美容液美容液

投稿数投稿数

投稿者数投稿者数

いいね数いいね数

158158158158
192192192192 16 916 916 916 9

149149149149
18 418 418 418 4 16 716 716 716 7

140140140140 139139139139

16 416 416 416 4

146146146146

8 98 98 98 9

05/11 05/12 05/13 05/14 05/15 05/16 05/17 05/18 05/19 05/20 05/21

148148148148

177177177177

147147147147
137137137137

171171171171

151151151151

124124124124 128128128128
142142142142

132132132132

8 48 48 48 4

05/11 05/12 05/13 05/14 05/15 05/16 05/17 05/18 05/19 05/20 05/21

22,44322,44322,44322,443

28 ,73928 ,73928 ,73928 ,739

16 ,8 9516 ,8 9516 ,8 9516 ,8 95

26 ,53726 ,53726 ,53726 ,537

19,19219,19219,19219,192 18 ,36 118 ,36 118 ,36 118 ,36 1
20,28 620,28 620,28 620,28 6 21,04921,04921,04921,049

27,6 6 927,6 6 927,6 6 927,6 6 9
29,38 029,38 029,38 029,38 0

8 ,1058 ,1058 ,1058 ,105

05/11 05/12 05/13 05/14 05/15 05/16 05/17 05/18 05/19 05/20 05/21

対象ワード、ハッシュタグ 洗顔料 化粧水 美容液



美容液の優良投稿美容液の優良投稿 いいね数順いいね数順

6.01Kいいね！ 20/05/11

.� 毛穴が気になりはじめたら� はじめての●●●…！？？� � エリクシール　ルフレ�
　バランシング ウォーター� � 　皮脂と水分のバランスを整え、� 毛穴の目立たないうる
おった肌へ�� � 一言に“エイジングケア”と聞くと� ｢まだ早いかな？｣と� 壁を感じて
しまう方も多いと思うが、� � “ファースト”エイジングケア（※）と言われると� 少し
取っ掛かりやすい気にもなる� 好きですね、この言葉。� � エリクシールからは� 年齢特
有の肌悩みに応じて� 大きく3つのシリーズに分かれており、� ｢ルフレシリーズ｣は� モ
デルに吉岡里帆さんを起用している通り、� いちばん若年層向け。� � � さて、肝心の化
粧水について。� 大まかな使用感については� 画像2枚目に記載。� � ライトな使い心地
と� 程良い保湿力のバランスが� とても使いやすい◎� � エイジングケア=すんごい保湿
力� (んもうもっちもちのべったべた)� という偏った概念からも少し外れ、� どちらも兼
ね備えているからこそ� 初めての方も使いやすそう！� � 特に使用方法通りコットンを使
用すると� 肌にじわっと馴染んでいくのを感じられて、� オススメ☆� � （※今からはじ
める年齢に応じたうるおいケア）� � All Contents From：吉見さん� *投稿文章の一部
に修正を加えています。� � #提供_エリクシール� � � #lipscosm e #エリクシール #
スキンケア #美容液 #コスメ好きさんと繋がりたい #コスメ好き #プチプラコスメ #コスメ購
入品 #コスメマニア #コスメレポ #コスメ紹介 #コスメレビュー #コスメ垢 #コスメ好きな人
と繋がりたい #コスメオタク #新作コスメ #春コスメ #おすすめコスメ #メイク #メイク好き
な人と繋がりたい #メイクアップ #今日のメイク #メイク好きさんと繋がりたい #化粧水 #乳
液 #おうち時間 #beauty #肌 #ドラッグストア

4.25Kいいね！ 20/05/13

.� ワンステップで6役を叶える高機能ゲル� � ＊� � obagi オバジ� オバジCセラムゲ
ル� 【ジェル状クリーム】� � 80g/4000円� � ＊� � 今日は3/10に新登場した高機
能ゲル� 『オバジCセラムゲル』をご紹介� � LIPSを通してメーカー様より頂きました�
� こちらはワンステップで� ①化粧水②乳液③引きしめ④美容液⑤クリーム⑥パック�
の6役を叶える高機能ゲルで� � ¥使い方は3パターン/� � 【しっかりお手入れしたい
時】� 化粧水+美容液+オバジCセラムゲル+乳液� 【今日は頑張れない時】� オバジCセラム
ゲル1品のみ� 【いつものベーシックケアにプラスワン】� 化粧水+オバジCセラムゲル(美
容液替わりとして)+乳液� � と使い方は様々で� その日のコンディションに合わせられて
� ただのオールインワンとは一味違うようです� � 単品で使用した時の使用感は� つけた
直後はわりと肌表面はサラッとしていますが� 意外とその後つっぱったり粉吹いたりせず�
肌内部のうるおいは続くので� コレ1つでも私は結構満足でした� � 特に子どもをワンオペ
で� お風呂に入れた後とか� 時間がない時にはめちゃくちゃ役立ちました� � 香りもさわ
やかな柑橘系の香りで� 使いやすいです� � All Contents From：SAORI� *投稿文章の
一部に修正を加えています。� � #オバジ_PR � � � #lipscosm e #スキンケア #コスメ
好きさんと繋がりたい #コスメ好き #プチプラコスメ #コスメ購入品 #コスメマニア #コスメ
レポ #コスメ紹介 #コスメレビュー #コスメ垢 #コスメ好きな人と繋がりたい #コスメオタク
#新作コスメ #春コスメ #おすすめコスメ #メイク #メイク好きな人と繋がりたい #ヘアメイ
ク #メイクアップ #今日のメイク #アイメイク #メイク好きさんと繋がりたい #メイク好き #
ナチュラルメイク #基本メイク #ベースメイク #ドラッグストア #おうち時間

4.24Kいいね！ 20/05/13

最近ベースメイクを変えました。 おうち時間が多くなるので お肌に優しいものがい
いなぁと思い @ naturaglace_official さんのを使ってます。 ①ナチュラグラッセ スキ
ンバランシングベース SPF31 PA＋＋ お肌の調子がいい時はこれ1本。 とにかくツ
ヤ感がきれいでめちゃくちゃ ちゅるんとしたお肌に仕上がります。 崩れないし乾かな
い不思議な下地。 常につやつやなお肌で過ごせます。 スキンケアみたいなメイク下地
です。 トーンアップしてくれるのも好き。 ②ナチュラグラッセ メイクアップク
リームN 02 SPF44 PA＋＋＋ 素肌が綺麗な人っていう風に見える オールインワンクリー
ムです。 化粧下地・ファンデーション・日焼け止め・ 保湿美容液・ブルーライトカッ
トの5つの 効果が入ってるのです。 おうち時間で携帯やテレビをいつもより 見る
機会が多くなっていると思うので、 ①も②も、 ブルーライトカット成分が入って
いるので、 お肌をしっかり 守ってくれるのでおすすめです¨

�
 久々の #のんのコスメ

紹介でした。 またまたおすすめ見つけたら投稿しますね。 お天気がよかったので
ベランダで撮りました #naturaglace #naturaglacé #ナチュラグラッセ #ベー
スメイク #おうち時間 #おうちメイク #m ake #cosm ekitchen

対象ワード、ハッシュタグ 洗顔料 化粧水 美容液



美容液の優良投稿美容液の優良投稿 コメント数順コメント数順

1.81Kいいね！ 20/05/10

。 。 。 今日ゎ仕事頑張ってきました 。 そして#おうち時間 のお楽しみ 。 コスメ体験 。
#ナールスリッチ キラキラのスリムな容器に入ってる 白いゲル状態の美容液 化粧水やクリー
ムはそのまま従来のものを使ってもこの美容液の効果を発揮してくれる〜� 。 手で包み込む
ように美容液を顔にギューって入れてあげると スーッと染み込んでいくのが手の感覚でわか
るねん� 。 ナールスゲンを推奨濃度配合した美容液 ナールスゲンは京都大学が開発した成
分なんやって〜 休眠状態の線維芽細胞に到達し、活発な状態へと復活させ、 みずからコラー
ゲンやエラスチンを生ませてお肌と体に入っていくよ〜 。 生み出された「コラーゲン」は、
真皮を整える働きがあり、さらに、表皮を整える「りんご幹細胞」を加えてるので体の中から
も・外からも、キレイな肌を、つくりだす身体になるんやで〜 。 これを使えば綺麗になりま
すってのでゎなく自分で生み出す力がつくなんて素晴らしい美容液やね� 感動� 。 そして
またまた感動� 。 仕事から帰ってきたら #母の日 なので子供らがご飯を作ってくれてた〜
やっぱ作ってもらったものを 食べるのゎほんまに幸せ�� 。 何故か歯応えのある人参が
入ってて、買い物に行ってないので、チキンライスじゃなくてポークライス スープとオムラ
イスの具ゎ全く同じでもほんまに幸せでした お姉ちゃんが全部作ってくれて 弟ちゃんがご飯
炊いて、お肉切って、おかあさんって字をオムライスにケチャップで書いてくれました��
。 ありがとう�� 。 #オムライス#カーネーション#selca #selfe #ootd#人間パワース
ポット#笑顔 #元気#自撮り#感謝の日々です#幸せです#松岡修造同盟#命名されました#食べ動
画界のカリスマ#今日のコーデ

793いいね！ 20/05/11

本日から5/31までで� . ピクジェリーク セラム パウダリー BB-SP ファン
デーションのプレゼント限定3名様を実施します！ . パウダリーBB-SPについては
色々とご紹介をしてきましたが・・ 実はこの子、少量でカバーでき、お化粧直し
が少なく済むので、 『平均使用期間4ヵ月以上！！』と、メーカーとしてはお伝えした
くなくなるほどのコスパ力� . しかも、朝は化粧水で保湿をした後にコレ１個で
OK�♀� . なぜなら、 ¥1個7役のBB/ ��美容液 ��乳液 ��日焼け止め ��化粧下
地 ��コントロールカラー ��コンシーラー ��ファンデーション . カバー力と素肌
力を両立しながら、7つの工程をこなすファンデ機能をご体感いただけると嬉しい
です�� . とにかく、ブラシでくるくるするだけらだから、ズボラな私も簡
単で楽ちんで他のファンデはもぅ使えません� . 【〆切:5月31日迄】 . 【応募方
法】 ① @ pesca.beauty をフォロー ②こちらのプレゼント企画をいいね！ ��こちら
の投稿をスクショ&@ pesca.beautyをタグ付けで当選確率アップ⤴� . ��当選者の
方には（@ pesca.beauty）よりDMにてご連絡させていただきます。 ��アカウント非
公開の方、フォローを外されている方は対象外となりますのでご注意下さい。 ��国内
のみの発送となります。 ��こちらの企画はinstagramが推奨するものではありませ
ん。 . . お届けできるときにはメイクを楽しんで外出が出来ているといいな！ そんな
願いもこめて� たくさんのご応募お待ちしております�� . . . . どうぞよろしくお
願いします� #pesca #美容 #化粧品 #ファンデーション #ファンデーション難民 #時短
メイク #コスメ #懸賞 #プレゼント企画 #日焼け止め #美容好きな人と繋がりたい #お
うち時間 #おこもり美容 #メイクアップ #美容成分 #素肌美人 #ペスカ #ペスカスパ
成城 #スキンケアマニア #プレゼントキャンペーン実施中 #プレゼントキャン
ペーン #キャンペーン企画 #コスメ好きさんと繋がりたい #スキンケア好きさんと繋
がりたい #ピクジェリークセラムパウダリーbbsp #うちで過ごそう #おうち
時間 #コロナに負けるな

610いいね！ 20/05/13

_ �インスタ キャンペーン企画� . . ＼ フォロー&いいねで ／ スキンケア3点セットとマ
スクを 抽選で【5名様】にプレゼント . 化粧水+美容液+乳液の豪華セット�� 紫外線や乾
燥などの肌ダメージからお肌を守り うる艶美肌へ導きます�� . そして今回は【マスク】も
一緒に お届けさせていただきます . ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ . 【応募方法】
①@ whith_white のアカウントをフォロー ②この投稿をいいね！ . 【プレゼント商品】 ●
スキンケア3点セット ●使い捨てマスク（1箱50枚入り） ※スキンケア3点とマスクのセット
となります。 . 【応募期間】 2020年5月13日(水)〜5月23日(土) 23:59 まで . 【当選発
表】 2020年5月25日(月) 当選者の方にはこちらからDMをお送りさせていただきます�� .
【注意事項】 ●アカウント非公開の方は抽選対象外となります。 ●キャンペーン終了直後に
フォロー解除されますと当選連絡が出来なくなる場合がございます。 ●当選のご連絡後ご返
信がない場合は、当選が無効となる可能性がございます。 . . たくさんのご応募お待ちして
おります‼� . . #whithwhite #フィスホワイト #私だけの白い肌 #プレゼント企画 #キャン
ペーン #プレゼントキャンペーン #インスタキャンペーン #キャンペーン企画 #コスメ #コス
メプレゼント #スキンケア #skincare #美白 #美肌 #美白美容液 #美白ケア #美容 #マスク
#コロナに負けるな #おうち時間

対象ワード、ハッシュタグ 洗顔料 化粧水 美容液



美容液の投稿と一緒に使われていたハッシュタグ美容液の投稿と一緒に使われていたハッシュタグ

#おうち時間 (1,696回)  #美容液 (654回)  #スキンケア (611回)  #美容 (524回)

#おこもり美容 (475回)  #stayhome (351回)  #美肌 (326回)  #コスメ (312回)

#おうち美容 (281回)  #化粧品 (251回)  #コロナに負けるな (250回)  #化粧水 (232回)

#エステ (213回)  #美容好きな人と繋か (207回)  #フ (197回)  #スキンケアマニア (187回)

#メイク (184回)  #美肌ケア (182回)  #コスメ好きさんと繋か (169回)  #ヒ (165回)

#skincare (157回)  #美白 (141回)  #保湿 (136回)  #メイクアッフ (131回)

#repost (127回)  #ホ (121回)  #日焼け止め (120回)  #毛穴ケア (120回)  #ヘ (115回)

#エイシ (114回)  #beauty (112回)  #スキンケア好きさんと繋か (112回)

#エイジングケア (109回)  #乾燥肌 (107回)  #美白ケア (104回)  #pola (103回)

#基礎化粧品 (100回)  #pr (97回)  #アンチエイジング (97回)  #素肌美人 (94回)

#美容好きな人と繋がりたい (94回)  #アンチエイシ (91回)  #キレイになる予感 (91回)

#キャンヘ (89回)  #保湿ケア (89回)  #ハ (87回)  #懸賞 (86回)  #美容好き (85回)

#化粧 (84回)  #美活 (84回)  #うちて (82回)  #ファンテ (82回)  #敏感肌 (82回)

#時短メイク (82回)  #美容成分 (81回)  #ステイホーム (80回)  #まつけ (78回)

#pesca (77回)  #コスメ好きさんと繋がりたい (77回)  #エステ体験 (75回)

#ホームケア (74回)  #美容垢 (72回)  #まつ毛美容液 (71回)  #自分磨き (69回)

#staysafe (67回)  #cosmetics (66回)  #まつ育 (66回)  #マツエク (66回)

#肌ケア (66回)  #美容効果 (65回)  #ツヤ肌 (61回)  #おうち (60回)  #テ (59回)

#メーク (59回)  #乳液 (59回)  #中目黒 (57回)  #中目黒エステ (57回)  #肌質改善 (57回)

#withコロナ (56回)  #毛穴 (56回)  #洗顔 (56回)  #美白美容液 (56回)

#おうちて (55回)  #コスメマニア (55回)  #透明感 (55回)  #コロナ (54回)

対象ワード、ハッシュタグ 洗顔料 化粧水 美容液
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