
プロトタイプＡ使用後アンケート集計(2/16～6/30）

・回答率　約68％

　
性別 女性：95％ 男性：5％

年代別割合

Ｑ１．使い始めについて
（1）ぴりぴりしましたか？ した： 57% しない： 43%
（2）肌は赤くなりましたか？ なった： 19% ならない： 81%

Ｑ２．現在は
（1）ぴりぴりしますか？ する： 40% しない： 60%
（2）肌は赤くなりますか？ なる： 11% ならない： 89%

Ｑ３．お肌の状態によっては、塗るとぴりぴりしたり、赤くなったりすることがありますが、
　　今後使いこなしていけそうですか？

できる： 95% できない： 5%

Ｑ４．現在のお肌の悩みはなんですか？（複数回答可）

1 しみ
2 毛穴
3 乾燥
4 しわ
5 くすみ
6 ニキビ
7 たるみ
8 テカリ
9 アレルギー
10 アトピー
11 その他
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Q５．サンプルを使用して、お肌に変化はありましたか？

あった： 73% なかった： 27%

Ｑ６．現在使用している化粧品について教えてください。

1 ファンデーション（パウダー） 30%
2 シャンプー・リンス 22%
3 化粧水 19%
4 日焼け止め 9%
5 使用していない 5%
6 ファンデーション（リキッド） 3%
7 クリーム 2%
8 乳液 1%
8 ファンデーション（クリーム） 1%
10 美容液 1%
10 クレンジング 1%
12 その他 5%

Ｑ７．その他、感想や疑問点などご自由にお書きください。

年代 性別 住所

30代 女性 埼玉県

20代 男性 神奈川県

40代 女性 France

20代 女性 兵庫県

30代 女性 広島県

20代 女性 USA

30代 女性 北海道

20代 女性 神奈川県

20代 男性 徳島県

１．ニキビ跡がどんどん薄くなっていっている。２．ニキビが１晩で枯
れたように治っていっている。３．肌色が明るくなった気がする。４．
化粧直しを１度もしなくなった。（ファンデーションを薄くつけるだけで
満足する肌になってきているので、ファンデーションが崩れにくい）
４．目の下が乾燥したるみ、ちりめんじわがメイクをすればするほど
目立っていて、アイクリームがかかせなかったのに、しわどころかク
マも目立たなくなってきた。（とにかく高い化粧品、アイクリームを購
入し続けていた・・・効果がなかった）５．テカリというよりも健康的な
ツヤ感が出てきた。

ニキビができにくくなり、ニキビ跡も薄くなってきた 入浴後口の周り
などが粉を吹いていたが、かなり改善した 顔のあぶらっぽさが減っ
た

一番最初に現れた変化は毛穴が小さくなったこと。二週間ほど経っ
た今では肌が全体的に白くなった気がします。

吹き出物（にきび）ができにくくなった

ニキビが小さくなるのが早い、肌が少し柔らかくなった気がする

乾燥軽減、キメが整うような気がします

コメント

肌に透明感がでて、ニキビの治りが早くなった。

使用し始めてから、今まで改善しなかったニキビの赤みが薄くなって
きました。元々が酷かった為か、新しいニキビが出来たりします
が。。。改善が見られるため、これからも続けて使用して行きたいと
思います。これからの発展を楽しみにしています。

オイルをつけなくても乾燥しないようになり、絶好調状態が続いてい
ます



40代 女性 神奈川県

40代 女性 USA

30代 女性 USA

20代 女性 神奈川県

30代 女性 東京都

40代 女性 滋賀県

20代 男性 東京都

40代 女性 鹿児島県

40代 女性 Singapore

ニキビが減りました。それをすぐに実感できます（使用直後や一日
後）。

最近の2年間は高価な基礎化粧品に頼ってきていたので、その全て
をやめたのに、むしろかえって肌の状態がいいことに驚き、また喜ん
でいます。もともと肌の力を生かす自然なものを最小限に使いたい
と思って、自家製のローションだけ使っていたこともありましたし、石
鹸とオイルだけのこともありましたが、年齢とともに小じわ、乾燥がど
うしようもなくなり、やっぱり無理なんだとあきらめて（年には勝てな
い？）、高価なこだわりの基礎化粧品に走りました。
でも今回、牛田さんの適切で丁寧なアドバイスのおかげで『やっぱり
そうだったんだ』とうれしいです。ありがとうございます。今から化粧
品を使い出そうとしている娘にも伝えたいと思います。華やかな化
粧品の魅力に惑わされる年頃ではありますが、彼女たちも魅了する
ような確かなものを商品化してくださいね。期待しています。

海外までいつもお送り下さり、本当にありがとうございます。長年の
悩みだったシミもどんどん無くなってきています。毎日、朝晩、顔だけ
でなく首や手までも贅沢に使用させて頂いています。このような素晴
らしい、そして本当に効果がある化粧品に出会えて喜びでいっぱい
です。日本にいる家族や友人にも教えてあげています。これからもこ
のような素晴らしい秘密の化粧品の開発をよろしくお願いいたしま
す。

シミやニキビ痕が薄くなりました。

「秘密のプロジェクト」メルマガを読み、早速夜２回に挑戦していま
す。どうしてもすぐには結果が出ないとても弱ってしまった肌です。
「何もつけない」実行してから今日でちょうど１ヶ月になります。だん
だんと成果が出てきています。特に、メイクをした日によくわかる気
がします。とにかく、化粧直しをしなくなりましたから！！あんなに
ファンデーションの減りが早かった私が化粧直しをしないとは・・・
まったくもって驚きです。「肌が白いね」と言われた事にも驚きです。
もともとくすみがちな上に体調がもろに顔色に出てしまうので、いくら
メイクをしても余計疲れて見えてしまう事が多かったのですが・・。
最初はやはり『何もつけない』事に肌が反発して皮が剥けたり粉が
ふいたりとさんざんでしたが、今は肌もゆっくりと答えてくれていま
す。プロトタイプAは体調によりしみたり赤くなったりすることもありま
すが、これからも実践と、メルマガを楽しみにしています。プロトタイ
プAをずっと使い続けていきたいです。ありがとうございました。

＊初めて使ったときも、現在も、本当にわずかにピリピリしました。ピ
リピリしたと言われれば、したようなというぐらいです。＊だんだん毛
穴が小さくなってきました。＊肌の色が均一になってきた。＊とても
気に入っていて、もうすでにプロトタイプAを購入しました。

肌にはりがでてきた（手触りがもっちり）。夕方になってもくすみ感が
なくなってきた。垢抜けてきたのかいつもの口紅の顔映りがいいよう
に思います。

1番は、くすみ抜けです。初回で実感しました。使用の度に透明感、
白さを実感しています。すでにあったニキビの枯れ、新たなものもあ
る程度までしか大きくならないようです。（使用開始以前よりも）5日
目位から、張りを実感するようになりました。

肌に弾力が出てきたように思います。



20代 女性 USA

50代 女性 長野県

20代 女性 京都府

30代 女性 愛知県

20代 女性 大阪府

20代 女性 Canada

10代 男性 埼玉県

30代 女性 千葉県

30代 女性 愛媛県

30代 女性 福岡県

最近食生活の乱れなどで額やあごに小さいニキビがあって氣になっ
ていたのが、見事にひいてきました。あと心なしか頬の赤みもひいて
肌が白くなってきたような。毛穴も小さくなってきました！ぜひリピし
たいです！

おでこや眉間にできるにきびにずっと悩んでいたのですが、使い始
めてからにきびが出来にくくなりました☆まだニキビ跡はたくさん
残っていますが、このままどんどん薄くなってくれればいいなと思っ
ています(^^)ありがとうございました！

ニキビ跡が薄くなってきた。

生理前のみﾆｷﾋﾞが出来ていたのですが、使い始めて小さいﾆｷﾋﾞを
発見しても、これを塗ると翌日ﾆｷﾋﾞが小さくなり、大きいﾆｷﾋﾞになる
事はなくなったのが本当に嬉しいです。

私の場合、翌日からハリ感が違うのが良くわかります。毎日毎日鏡
を見てチェック…朝起きるとよくわかります。2日前に久々に日焼け
止めを塗り、家族で釣りに行った日の夜、鏡を見ると吹き出物がで
ていましたが、翌日には小さくなっていました。（当然前日にプロトタ
イプａ使ってます。）鏡を見るのが毎日楽しいです♪

ニキビの治りが格段に早くなった、しわになりかけていた部分が、無
くなった、ニキビが出来にくくなった、毛穴が目立ちにくくなった、顔色
が明るくなった

サーフィンに行ったときに日焼けを思いっきりしたけど皮がはやく剥
けてきれいになりました。そして、化粧水などをつけなくてもしっとり
するようになりました。本当に良いものを作ってくれてありがとうござ
います。

細かいちりめんシワがあまり気にならなくなった気がします。

毛穴に角栓がつまりにくくなりました。時期的な事も関係していると
思いますが全体的に乾燥しにくくなったと思います。目の下の弾力
値があがったのか、しわが薄くなりました。

しみる事が多いですが、毎晩使いたいくらいに好きです。ニキビの治
りが速いし予防にもなっています。


