
いつまでも、
幸せを輝かせる日々を。

きれいな人と、きれいな明日を
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自然なのに華やか。
   上品な印象の目元に。

アイビー グロッシー アイカラー 
WＴ-１０を上まぶた中央部分
にのせ、そこを中心にアイホー
ル全体に広げていく。パールの
効果でツヤ感を引き出しながら
自然な立体感が生まれます。

1

アイビ ー  ジェルアイライナー 
ＢＲ-１０で、上まぶたに太めに
ラインを入れる。目尻はハネ上げず
自然なラインで。ブラウンカラー
とさりげないパールの輝きで、ナ
チュラルかつ上品な雰囲気に。

5

アイビー エレガンス アイカラー 
ＯＲ-１００のベースカラーを
アイホール全体に入れた後、メ
インカラーをアイホールの高さ
の1/3のところまでぼかし、さら
にアクセントカラーを目尻側に
入れる。

2

アイビー グロッシー アイカラー 
WＴ-１０を、下まぶたの目頭から
中央に向けてライン状に入れる。
普段とは違う華やかな印象に。

3

アイビー エレガンス アイカラー
ＢＢ-２００のアクセントカラー
を下まぶたの黒目の下あたりに
ライン状に入れる。

4

※製品と印刷色は異なる場合がございます。
※消費税を別途いただきます。また、表示の価格は希望小売価格です。

　顔まわりすっきり、おしゃれ感も上がる
人気のアレンジスタイル。上半分の髪を取り、
クルクルねじりながら毛先を残して右後ろ
で留めるだけ。トップにすき毛※を入れると、
簡単にボリュームを出せます。
※まとめ髪のボリュームを出すために使う市販品

ヘアスタイルは、
ハーフアップで
トレンド感をプラス! 

「アイビー メークアップコレクション ブライト アップ パワー」の
魅力は、色と光の力で、誰でも思い通りに仕上がること。
使いかたのポイントさえマスターすれば、簡単に完成します！

色と光のパワーで、
簡単に思いのまま！

この冬の「アイビー メークアップコレクション」は、
レッドパワー セラムでお手入れした肌をさらに輝かせる「ブライト アップ パワー」。
4つのアイテムで、明るく若 し々い印象を引き出しながら、華やかなトレンド・メークを楽しめます。
今回は、年末年始のカジュアルなパーティにぴったりの大人の上品メークをご紹介。
気品のある華やかな表情で、心弾むひとときを過ごしませんか。

表情が華やぐ
上品美肌メークで、

楽しいひとときを！

アイビー

メークアップコレクション

ブライト アップ パワーで

簡単につくれる！

ふんわりナチュラル眉で、
      若 し々い表情に。

アイビー ダブル アイブロウ ＢＲ-１０で、
直線的でやや太め、短めの眉を描く。眉山か
ら眉尻まではペンシルで描いた後、チップで
眉頭を描く。上品な色合いと自然な仕上
がりで、明るい表情を演出します。

6

Eyebrow

アイビー エアルースチーク ＯＲ-１０
を頬の高い位置から逆三角形の形に
入れてスッキリみせる。血色感が上が
る色と、微細なパールを配合したツ
ヤのある質感で、くすみを感じにくい
若 し々い印象に。

7

ブラウン系のカラーで、眉頭の下から
鼻筋に向けてノーズシャドウを入れる。
8

Cheek
イキイキとした印象は、
   血色感とツヤでつくる。

アイビー エレガンス リップカ
ラー ＲD-２００でふっくらとア
ウトライン気味に描き、上からア
イビー エレガンス リキッド リッ
プカラー ＰＫ-１００を重ねる。

9

色とツヤで、ふっくら
      魅力的な唇に。

3

1

Eye Make

アイビー メークアップコレクション
ブライト アップ パワー
¥10,000（税抜）

[その他掲載製品］
アイビー エレガンス アイカラー 各¥4,800（税抜）
アイビー エレガンス リップカラー 各¥4,000（税抜）
アイビー エレガンス リキッド リップカラー 各¥3,500（税抜）

[セット内容］
アイビー エアルースチーク ＯＲ-１０
アイビー ダブル アイブロウ ＢＲ-１０
アイビー グロッシー アイカラー WＴ-１０
アイビー ジェルアイライナー ＢＲ-１０

12



未来を創る人
Create the Future

京都城陽第２販社 中川 美貴販社長

〒610-0111 京都府城陽市富野南垣内３１
TEL：0774-56-1210

販社長からのメッセージを
ご覧ください

スマホ
de

動画

できるだけ大きな夢を描き

仲間に手渡していきたい

　できると思えること以上の目標を掲げるのが
チャレンジです。とはいえ闇雲に行動しても結果
にはつながりません。大切なのは、成功を確信
できるまで考え抜き、壁にぶつかったら何度でも
計画を練り直すこと。限界まで頑張ったら神様が
助けてくれる…そんな風に考えると、もうひと
頑張りできるものです。               （中川 美貴）

これからを担う人たちへ

　販社になって丸4年、これまで以上のスピード
で私自身が成長しているのを感じます。仲間
たちも“自分たちがつくった販社”という意識
をもって行動しているので、組織としても強く
逞しく成長している毎日です。一人では描けな
かった夢に向かい、仲間たちが想いを一つに
頑張ってくれるのを本当に嬉しく思いますし、
販社としての醍醐味を感じています。
　そんな育ち盛りの京都城陽２では「レッド
パワー セラムで全員が次のステージへ」を
テーマに、一人ひとりが“なりたい自分”になる
ためのチャレンジに取り組んでいます。石川
ゆかり美容指導は、9月から販社昇格に向けた
プレチャレンジに入りました。レッドパワー 
セラムは、すべてのランクアップを目指す方
たちにとって追い風になるのはもちろん、新しい
仲間づくりのきっかけにもなります。私自身も、
昨年の売上とほぼ同額にあたる1,200セット
を決断しました。組織を豊かにするのが販社
の使命なので、できるだけ大きな夢を形にして
仲間たちに手渡していきます。

未来に挑む人
Challenge the Future

出雲第４販社 加茂 あおい美容指導

美容指導からのメッセージを
ご覧ください
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　美容指導になった仲間たちと、サロンを
いくつも展開する構想は実現していますか?
若くても、子育て中でも、やる気さえあれば
成功できるアイビーを伝えながら、1,000億
の一翼を担う販社長になり、45周年の式典
には3人の子販社と一緒に登壇しましょう。
　　　　　　　　　　　　　（加茂 あおい）

“5年後の私へ”

白銀社長とイメージを合わせて

未来のアイビーをつくりたい

　「アイビーの40周年式典のときには販社に
なっていてほしい」と片岡販社長に言われ、私の
新たなチャレンジがはじまりました。販社長は
いつも期待と信頼を込めて私の未来図を描き、
“なりたい姿”に気づかせてくれます。また、白銀
社長とイメージを合わせることも、自分の原動力に
なっていると感じます。5年後にアイビーが売上
1,000億の企業になったら、今よりもっとブランド
価値が高まり、仲間やお客様を増やしやすい環境
になるはず。私の頭の中は今、白銀浩二社長です。
　レッドパワー セラムという追い風が吹く今は、
私たちが大きく成長する最高のチャンス! ファミ
リー880セットを決断し、先日のワンダ・フル・
ライフ セミナーで関西の皆様と共に、「必ずやれる
自分」へとさらにパワーアップしました!! 私にとっ
て販社になるのは当たり前、目指すところはその
先にあります。だからこそ、100人の営業所づくり
を目標にどんどん仲間を増やして、まずは目の前
のチャレンジに全力で取り組みます。

•フルマラソン完走

•資格試験に合格

•ダイエット成功、etc

たとえ
ば...

テーマはずばり、最近あなた
が達成したこと! チャレンジ
成功の喜びを、みんなにお裾
分けして。

（自薦、他薦は問いません）

教えて!
あなたが達成した夢や目標

IVY Challenge
アイビー チャレンジ

いつも読んでいるアイビーニュースに、あなた
が登場するチャンス! 皆さんの投稿でつくる新
コーナーがスタートしました。お寄せいただいた
投稿は、順次アイビーニュースでご紹介します。

皆さんからの投稿を大募集!
アイビーニュース参加型コンテンツのお知らせ

•背中を押してくれた上級者のひとこと

•アイビーで出会った素的な女性

•お客様の大切さを実感した出来事、etc

 フェイスブック or メールで、
お気軽にお寄せください!

公式Facebookにメッセージをいた
だくか、メール（ivynews@ivy.co.jp）
にてお送りください。掲載候補の方に
は、事前にご連絡いたします。

たとえ
ば...

アイビーで起きた素的な
サプライズや嬉しかった出
来事など、身近な感動エピ
ソードを、全国の仲間と分
かち合いましょう。

聞かせて! 
あなたの感動エピソード

アイビー ボイス

IVY VOICE
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亜熱帯・熱帯地方に
自 生し、成 長が 速く、
一年中花を咲かせ実
をつけます。

学名＝モリンガ

ご存知ですか? 

栄養価が高く、環境にもやさしいことから、
“奇跡の木”と呼ばれるワサビノキ。
その秘められたちからをのぞいてみましょう。

ワサビノキの
ちから

ワサビノキの利用法
　ビタミン・ミネラルが豊富な葉や実は野菜として、甘い香り
の花は香料やハーブティーとして、ワサビのような辛味の
ある根は香辛料に、種子からとれるオイルは食用だけで
なく美容にと、その利用法はさまざま。
　また、種子に含まれるたんぱく質には不純物を除去する
はたらきがあり、水の浄化に用いる研究も進められています。

ワサビノキと化粧品
　ワサビノキの種子には、ビタミンやミネラルだけでなく
アミノ酸も多く含まれるといわれています。抽出方法など
の違いによって得られるはたらきも異なりますが、外的
ストレスや刺激から肌を守ったり、うるおいを与えキメを
整えたりと、エモリエント成分や保湿成分として、その有用性
を発揮しています。

二酸化炭素の吸収量が多く、地球温暖化を防ぐ
植物として環境保全の面でも注目を集めています。

環境にやさしい

捨てる部分がほとんどなく利用されることからも

奇跡の木と呼ばれています。

ワサビノキ
とは？

冬の乾燥に負けたくない素肌へ
すべてのアイテムに、有用成分「アイビーセーラムリキッド※」配合

※保湿成分：アセチルテトラペプチド-15、ホエイタンパク、ワサビノキ種子エキス

アイビーコスモス

※消費税を別途いただきます。また、表示の価格は希望小売価格です。

　　朝のお手入れ　　夜のお手入れ

アイビーコスモス
オイルタッチ クレンジング

〈メーク落とし〉
120g ¥5,000（税抜）

アイビーコスモス
フォーミング ウォッシュ

〈洗顔料〉
180g ¥4,500（税抜）

アイビーコスモス
エンリッチ ローション

〈化粧水〉
120㎖ ¥7,500（税抜）

アイビーコスモス
Wエマルション クリーム

〈乳液・クリーム〉
30g ¥15,000（税抜）

アイビーコスモス
Wエマルション クリーム

アイビーコスモス
エンリッチ ローション

製品詳細は
webでチェック！
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仲間の輪が、つながる・広がる。アイビーの耳より情報をお届けします。
MONTHLY TOPICS

忙しいながらも、将来への展望が明
るく開けそう。ピンときたら、ひとまず
行動に移してみて。オイル クレン
ジングでしっとり洗い上げるのが、
幸運への近道に。 

いろいろなことに目を配るより、一度
立ち止まって、本当に大切なもの
を見出すときです。不要なものは
潔く手放して。ブラッシュ マスカラ
が、集中力を授けてくれます。 

自分の考えを主張するより、他の
人に意見を求めると、大きな収穫
があります。人間関係にも厚みが
増すでしょう。チークカラーはピンク
を選んで優雅さをアピール。

身の回りの環境を整えたくなり
そう。新年の準備は先にごほうびを
考えておき、助け合いながら行うと
はかどります。たっぷりのローション
で、ゆっくりお手入れを。

人気運上昇。クリスマスパーティで
企画力が評価されたり、良縁に恵
まれたりするなど、充実した時間を
過ごせるでしょう。元気の源になる
のは、お気に入りの美容液。 

細かいことに気づく一方で、心配
になって疲れてしまう場面も。の
んびりするひとときを持って、幸
せパワーを補充しましょう。気分
転換には、クリーム ウォッシュを。 

対人関係が広がっていくとき。自分
の好きなテーマを口にすると、欲し
かった情報が飛び込みやすくなりま
す。外出前は、コンシーラーでなめら
か肌に仕上げるのが吉。 

五感をフルに使うことで、幸せサイ
クルがまわっていきます。自分のメー
クの方法を見直すのもおすすめ。
上品なローズのリップカラーが、
センスアップにお役立ち。 

前向きな気持ちで物事に取り組め
る時期です。挑戦したいことがある
なら、思い切って一歩を踏み出しま
しょう。やる気を長く維持させるに
は、レッドのチークカラーが◎。

年末のあわただしい雰囲気に飲ま
れがちに。うっかりミスを防ぐため、
信頼できる人にもチェックをお願
いするのが正解です。ラッキーアイ
テムは、バス エッセンス。 

ひらめきを重視すると、思いがけな
い展開が待ち受けているでしょう。
クリスマスにはちょっとリッチなプレ
ゼントを自分にどうぞ。プロファイブ 
タブレットで快適な毎日を。

現実の厳しさを感じることがあり
そう。最後まで粘る姿勢が、幸運
を呼び寄せます。クリーム ファン
デーションを丁寧につけると、落
ち着いて行動できるでしょう。

もっと！使える！アイビーニュース
動画コンテンツのお知らせ

Horoscope
ルネ・ヴァン・ダール研究所

2016December

牡羊座
3.21- 4.19

双子座
5.21-6.21

獅子座
7.23-8.22

天秤座
9.23-10.23

射手座
11.23-12.21

水瓶座
1.20 -2.18

牡牛座
4.20-5.20

蟹座
6.22-7.22

乙女座
8.23-9.22

蠍座
10.24-11.22

山羊座
12.22-1.19

魚座
2.19-3.20

左のマークが付いた写真は、お手
持ちのスマートフォンで動画を視
聴することができます。販売活動
にもお役立てください。

　今年1月に行われた第1回アイビー ワン
ダフル ハワイには500名を超える方々に
ご参加いただきましたが、次回はそれをさら
に上回り、1,000名を超える皆様からお申し
込みをいただきました。この場を借りて、御礼
を申し上げます。
　ご存知の通り、ハワイはアイビーにとっ
て特別な地です。そこで第2回アイビー ワン
ダフル ハワイが行えること、そして他でもない、
レッドパワー セラムでチャレンジした皆様と
共に集えることは、我々にとってこの上ない喜
びです。200億達成に向けて、全員の想いが
一つになっていく最高のひとときを、仲間や
家族と共に楽しみましょう。
　来年1月、皆様にお会いできるのを楽しみに
しております。（ハワイプロジェクト一同）

動画の視聴方法

AppStoreかGooglePlayで
COCOAR2　　をダウンロード　

アプリを起動してスマートフォンを
マークの付いた写真にかざす　 

読み込みが完了すると、動画が自動的にスタート!

▲

▲

❶

❷

❸

スマホ
de

動画

東日本事業部 京都推進部
群馬１（新町）

12/4（日）
千葉３（野田）
12/11(日)

倉敷１（岡山研修センター）
12/11(日)

山梨８（中央）
12/4（日）

栃木５（大田原）
12/4（日）

西東京６（八王子）
12/7(水)

東京９F（青梅）
12/7(水)

日程が変更になる場合がございます。詳細は各推進部・事業部までご連絡ください。
●東日本事業部 03-3568-5165　●京都推進部 075-253-5770　●大阪推進部 06-4796-1680　   
●関西事業部 06-4796-1681　   ●山陰事業部 0859-37-2456　●九州事業部 092-281-2301

SA研修スケジュール　  月の開催予定12

大阪推進部 関西事業部 山陰事業部 九州事業部
京都城陽（城陽）

12/4（日）
大阪３８（堂島）

12/3（土）
米子７(松江)
12/11(日)

熊本２(八代)
12/11(日)

セブンクラブ（心斎橋）
12/17（土）

愛知８（豊橋）
12/4（日）

久留米(久留米)
12/17(土)

兵庫2（塚口）
12/18（日）

三重６（亀山）
12/4（日）

静岡４（吉田）
12/4（日）

ハワイの地で、最高のひとときを

アイビー ワンダフル ハワイ
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年齢を重ねた肌に、ツヤとうるおいを。
肌の奥まで＊アプローチして、ハリ・弾力のある輝くような美しさへ。
一緒に使うスキンケア製品の手応えをサポートします。

すべての方に贈る、浸透＊美活液。
レッドパワー セラムをお試しください

※消費税を別途いただきます。
また、表示の価格は
希望小売価格です。

レッドパワー セラム
30㎖ ¥20,000（税抜）

＊ 角質層まで

主にお手入れの過不足やターンオー
バーの乱れ等の影響を受け、不調が現
れがちな肌傾向

1+2＞ 3+4

主に長年の生活習慣の影響などの蓄積
が現れがちな、年齢を重ねた肌傾向

合計数が多ければ多いほど、
素肌力をサポートすることが
必要な肌傾向

1+2 ＞3+4
お手入れの過不足や長年の生活習慣の
影響などの蓄積が複合的に現れがち
な肌傾向

1+2 =3+4

現在の肌の悩み・状態について、あてはまる項目の□に
チェックをつけ、その合計数をAとBに記入ください。

の合計数1+2 の合計数3+4A
小計

1+2+3+4B
合計

肌のこと、お手入れのことを知って、もっときれいを
目指したい方は、お近くの販売員にご相談ください。

あなたの肌を知る、 15の質問

シミ・そばかすが気になる
日中、肌がつっぱることがある

定期的に肌あれやブツがでる

日やけ後の回復が遅いと感じる

シワ、小ジワが気になる

たるみ、ハリのなさを感じる

季節（特に夏冬）で肌の状態が異なる

ほうれい線が気になる

てかり、べたつきが気になる（1と2をチェック）

化粧くずれしやすい

ニキビ、吹き出物が出やすい

くすみが気になる（1と3をチェック）

夜にＷ洗顔（クレンジング･洗顔）をしない

毛穴の黒ずみ、ザラつきが気になる

30歳以上である

1 2 3 4

の合計数
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