
美しい未来のために
あなたへ愛の贈り物

きれいな人と、きれいな明日を
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医薬部外品
肌あれを防ぐ

有効成分配合

前向きに生きる女性たちの“きれいになりたい気持ち”に応えるための、
アイビー最高位のエイジングケア＊1シリーズが登場。
浸透＊2サポートにこだわったメーク落としと洗顔料も加わり、さらに充実のラインナップへ。
レッドパワー セラムで開いた運命の扉のその先へと誘う
新しいスキンケア製品で、輝きあふれる毎日を。

ハリ感により左右される影のイメージが、
顔の年齢印象に影響することに着目。
肌をふっくら押し上げるようなうるおいで満たし、
未来が待ち遠しくなるようなハリと弾力に満ちた美肌へ導きます。

アイビー最高位のエイジングケア＊1シリーズ

アイビー プレステージ

次に使うスキンケアがなじみやすい状態へ近づける、メーク落としと洗顔料。
メークや汚れを落としながら、いつものお手入れが待ち遠しくなる肌へ。
なりたい肌に応じて、2タイプから選べます。

どのスキンケアシリーズとも組み合わせ自在

ディープパス QD ＆ディープパス 

やさしい使い心地にこだわり
洗いあがりを実感しなめらかなキメ美肌に

年齢や紫外線ダメージなどによる肌あれに
アプローチしてしなやかクリア肌に

※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。

＊1 年齢に応じたお手入れのこと　＊2 角質層まで

〈メーク落とし〉
120g ¥3,900（税抜）

メークなじみのサインを指先で実
感。やさしい使い心地で汚れを取り
除き、なめらかな肌に整えます。

ディープパス
クリーム クレンジング 〈化粧水〉

200㎖ ¥10,000（税抜）

角質層のすみずみまでうるおい
を与えて、ふっくらしたやわらか
な肌へ導く化粧水です。

アイビー プレステージ
ローション

〈乳液・クリーム〉
30g ¥20,000（税抜）

しっとりしたなめらかさと弾むよう
なハリ感のある肌へ導く、乳液の
機能も併せもったクリームです。

アイビー プレステージ
クリーム

〈洗顔料〉
120g ¥3,900（税抜）

肌あたりのやわらかな泡で汚れを
取り除きながら、キメの整った肌に
洗い上げます。

ディープパス
クリーム ウォッシュ

スキンケアの手応えをもっと!

レッドパワー セラムは、お手入れの最初に使うことで、
一緒に使うスキンケアの手応えをサポートする浸透＊2 美活液。
洗顔後まずレッドパワー セラムをお使いのうえ、
お手入れすることをおすすめします。

ハリ肌をサポートする
有用保湿成分パセリエキスを配合

POINT パセリエキス

写真はイメージです。

パセリの葉などから
抽出して得られるエキス。
キメを整え、健やかな肌に導きます。

この冬、新しいスキンケア製品が登場!

運命の扉、その先へ

エモリエントファイバー＊5 設計による、
弾力性と密着性のある泡ですみずみ
まで洗いあげ、うるおいのあるクリアな
肌に導きます。

ディープパス QD
プレミアム クリーム ウォッシュ

とろみのあるオイルが肌をやさしく包み、
メークや汚れを落として透明感のある
肌へ。エモリエント成分＊4（植物由来）
配合です。
有効成分：グリチルレチン酸ステアリル 有効成分：グリチルリチン酸ジカリウム

ディープパス QD
オイル クレンジング　

〈メーク落とし〉
150㎖ ¥5,000（税抜） 医薬部外品

〈洗顔料〉
120g ¥4,500（税抜） 医薬部外品

DDS（ドラッグデリバリーシステム）とは医薬品分野において、副作用を
おさえ、必要な薬剤を必要な部位へ必要な量、作用させる技術。薬剤を
膜などで包み込むことにより、途中で吸収・分解されることなく目標とす
る患部に到達させ、患部で薬剤を放出して治癒効果を高める手法など。

※
DDS ※概念を応用したカプセル化技術が、
有用保湿成分を角質層へ。レッドパワー セラム

30㎖ ¥20,000（税抜）

＊3 ■ディープパス QD 保湿成分：ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、Ｌ-セリン、Ｌ-プロ
リン、ジラウロイルグルタミン酸リシンナトリウム液　エモリエント成分：コレステロール、イソステアリ
ン酸フィトステリル　■ディープパス 保湿成分：ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、セリ
ン、プロリン、ジラウロイルグルタミン酸リシンＮａ　エモリエント成分：コレステロール、イソステアリ
ン酸フィトステリル　＊4 ホホバ油、シア脂、コメヌカ油　＊5 ホホバ油（エモリエント成分）、塩化ジ
メチルジアリルアンモニウム・アクリルアミド共重合体液（感触改良成分）

肌環境を整えて、
次に使うスキンケアが
なじみやすい状態へ。
洗顔からスキンケアを

応援します。

浸透＊2

サポート成分＊3配合

もっと美しく輝きながら
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未来を創る人
Create the Future

山口第６販社 山下 文江販社長

〒754-0002 山口県山口市小郡下郷2218 中村ビル301号
TEL：083-974-5582

販社長からのメッセージを
ご覧ください

スマホ
de

動画

アイビーで輝きたいなら

ランクアップがいちばん

　なりたい姿になるために具体的な目標を決め
ることが大切。もっと自分を信じ、自分を試して、
自分自身を輝かせてほしいと思います。私は専業
主婦をしていたときにアイビーと出会い、それま
でとはまた違う、喜びあふれる人生をスタートし
ました。同じように、一人でも多くの方が販社を
目指してくれたら嬉しいです。      （山下 文江）

これからを担う人たちへ

　昨年、販社設立15周年を迎えました。私自身
の夢を実現してきたアイビーの仕事の中で、こ
れからはファミリーとしての夢を描き、一人ひと
りのランクアップを応援していきたいと考えて
います。ランクアップは人を成長させますし、夢
を実現しやすくします。大切な仲間たちに「アイ
ビーをやってきてよかった」と言ってもらうため
にも、ベストな方法だと思うのです。
　アイビーでは、BMから営業所、美容指導へと歩
みを進めることで、着実に知識や経験が身につき、
お客様の輪が広がっていきます。もちろんその時々
で、今の自分以上の目標に挑むからこそ成長するの
ですが、仮に失敗したとしても自分次第で何度も
トライできるのも、素晴らしいと思います。
　そうした環境が整っているのですから、みんな
に販社を目指してほしいです。仲間が同じポジ
ションになるのは何よりの喜びですし、共有でき
ることも増えるはず。近い将来、ずっと山口６を
支えてくれている松田由利子美容指導が販社に
なり、肩を並べて同じ会議に出席してくれたらと
思っています。

未来に挑む人
Challenge the Future

西東京第２販社 内田 真由美リーダー美容指導

美容指導からのメッセージを
ご覧ください

スマホ
de

動画

　子販社やリーダー美容指導は順調に誕生
していますか? アイビーと自分を信じてつい
てきてくれる仲間たちを、絶対に幸せにする
という想いを忘れず、常に目標を掲げ着実に
夢を形にしながら、一度きりの人生を楽しく
豊かに謳歌してください。      （内田 真由美）

“5年後の私へ”

「過去最高の自分」になるには

今が絶好のタイミング

　野口秀美販社長を筆頭に、西東京８の榎本
弥子販社長など西２ファミリーには若くして販社
になった方がたくさんいらっしゃいます。特に
同期の美容指導だった西東京１１の市川美佐恵
販社長の影響は大きく、現状に留まらず上を目指
そうという意識を高めてくれました。
　実際に販社を決断したきっかけは、ある会議で
の白銀社長の呼びかけでした。「40周年は過去最
高の自分で」という言葉が胸に刺さり、絶対に自分
は販社になって40周年を迎えようと決めたのです。
リーダー美容指導になって日が浅かったのですが、
リーダーチャレンジを通して仲間たちが一つにまと
まり、既に組織として勢いがあったように思います。
　その勢いに拍車をかけてくれたのがレッド
パワー セラムです。おすすめしたときの反応や、
お客様の輪が広がるスピードが、これまでとは
桁違いに速いと感じます。私にとって販社を目
指すなら今が絶好のタイミング ! 仲間たちと一
緒に最高のチャレンジにしていきます。

•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
右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。

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

＊この写真の背景は、グラフィティアー
ティストのTOMI-E氏がレッドパワー 
セラムをモチーフに描いたものです。
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※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。

泉 三重子 販社長

肌のカウンセリングやお手入れなどの各種サービスを、
お手軽にお受けいただけるビューティサロンです。

さらなる美しさを求めて ーアルテミスー

お肌本来の美しさを引き出し、心からリフレッ
シュしていただけるひとときをご提供いたします。

〒626-0041　京都府宮津市字鶴賀2065-2
Tel：080-1406-1449

京都第１４販社  泉 三重子 販社長 
アルテミス ザ•ショップ IZUMI

※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。

＊当社従来品「シールドサン ボディ ミルク ２５」と比較。

SPF25
PA+++

ブランクレエ dx 
ブライトアップ 
クリーム

〈乳液・クリーム〉
30g ¥8,000（税抜）

ブランクレエ dx 
ブライトアップ ローション

〈化粧水〉
200㎖ ¥7,000（税抜）

アイビー 
ホワイトニング
エッセンス ＥＸ 

〈美容液〉
40㎖ ¥13,000（税抜）

ブランクレエ dx 
クリア フォーム

〈洗顔料〉
120g ¥5,000（税抜）

ブランクレエ dx 
オイル クレンジング

〈メーク落とし〉
150㎖ ¥5,000（税抜）

ブランクレエ dx 
ブライトアップ 
マスク 

〈パック〉
100g ¥5,000（税抜）

全品医薬部外品朝のお手入れ 夜のお手入れ 週２〜３回

製品詳細は
webでチェック！

紫外線の季節に向けて、今年も始める美白＊ケア
ブランクレエ d xシリーズとアイビー ホワイトニング エッセンス EXで

清らかに澄みわたる、
美白＊美肌へ

毎日の集中ケア 
アイビー ホワイト スポッツで
うるおいのある、明るい肌へ

＊美白:
メラニンの生成を抑え、
シミ・ソバカスを防ぐこと。

メラニン生成のメカニズムに
複合的にアプローチするお手入れで、
なめらかに輝く肌を目指します。

一年を通して紫外線からのダメージを防ぎ、
くすみをカバーしてツヤ肌を演出してくれる
シールドサン グロッシーボディ UV25が新発売！
肌にダメージを与えるUV-Aの防御効果がアップし＊、
美肌パウダーが配合されてボディのきれいも引き立てます。
アクティブに輝き続ける女性を一年中サポートします。

シールドサン 
グロッシーボディ UV２５

〈ボディ用日やけ止めクリーム〉
50g ¥3,200（税抜）

SPF25・PA+++
紫外線吸収剤無配合

スマホ
de

動画

紫外線はいらないけれど、
ツヤは欲しいボディへ
シールドサンシリーズから新登場！

シールドサン グロッシーボディ UV25

●UV-Aの防御効果を示すPA値が＋＋から＋＋＋へ＊。
●肌のくすみをカバーし、いつでも、どこでも
  明るくきれいに見せる、美肌パウダーを配合。
●べたつきにくく、軽やかな使用感に。　
●使用前に振る必要がなくなり簡単に。
●たれず、伸ばしやすい、使いやすいテクスチャー。
●さわやかなフレッシュ フローラルグリーンの香り。

角質層が生まれ変わる2週間のリズムに
着目した、ピンポイントの保湿ケアです。

製品詳細は
webでチェック！

アイビー 
ホワイト スポッツ

〈スティック状クリーム〉
¥10,000（税抜）

      新発売！

SA研修スケジュール　月の開催予定2
東日本事業部 京都推進部

山形3・5（山形）
2/11(土・祝)・12（日）

西東京13（福生）
2/5（日）

岡山6（岡山研修センター）
2/15（水）

豊岡４（温泉町）
2/26（日）

西東京２（八王子）
2/20（月）

滋賀２（林業センター）
2/19（日）

西東京９（八王子）
2/24(金)

岡山４（広島）
2/24（金）

関東地区主催（本社）
2/25(土)・26(日)

京都販社（京都販社研修センター）
2/26（日）

滋賀1（瀬田商工会）
2/26（日）

●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

大阪推進部 関西事業部 山陰事業部 九州事業部
セブンクラブ（心斎橋）

2/11（土・祝）
三重３（四日市）

2/18（土）
米子７(松江)

2/12(日)
兵庫三木（三木）

2/20（月）
和歌山１（和歌山）

2/19（日）
米子４(米子)

2/19(日)
出雲４(出雲)

2/26(日)

※連日開催は2日間のプログラムとなります。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。

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

仕事の方法でも対人関係でも、
“変革”がキーポイントになるで
しょう。面白そうだと感じたら、思い
切って飛び込むと発見があります。
クリーミィ アイカラーで、開運。 

自分一人で解決しようとして、身
動きが取れなくなることがありそう。
周りの助けを借り、冷静に対処法
を探ることが重要。お守りアイテム
は、アイブロウ ペンシル。 

行動範囲が広がる時期です。旅
に出て、センスや価値観に磨きを
かけるのがおすすめ。体を動かし
たり、セミナーへの参加も収穫大。
ボディ モイスチュアが幸運グッズ。

自分がやっていることの意味を見
失いがちに。原点に立ち返ると、進
むべき道が明らかになるでしょう。
他人の目を気にしすぎないこと。
マスカラがラッキーアイテム。

予想とは違う事態が起きて、戸
惑いそう。柔軟さを忘れずに対応
すれば、幸運の扉が開かれます。
ウィンタースポーツで、気分転換
を。ピンクのアイカラーが招運に。 

何かと忙しくなる気配。仕事をテ
キパキこなし、趣味の時間でリフ
レッシュを。明日への英気を養
いましょう。すべすべお肌と幸運
キープには、ハンドクリームが◎。

アイデアが豊富にわいてきて、周り
から頼りにされるでしょう。遠慮せず、
自分の意見をアピールして。オレン
ジのチークカラーで健康的なイメー
ジにまとめると、運気上昇。

家族など身近な人とぶつかり合う
場面がありそう。独断で物事を決
めず、相手の話をじっくり聞くと、最
善の策が見つかるでしょう。クリー
ム ウォッシュで心もすっきり。

物事には好奇心をもって取り組み
ましょう。仕事への意欲がわいたり、
習い事の上達が早まったりして毎
日がいきいきしたものに。スクラブ
でなめらか肌をつくり上げて。 

新しく何かを始めるより、手元に
あるものを大切に。人でも物でも、
改めて感謝の気持ちでいっぱいに
なりそう。美容液でのお手入れは、
心身に余裕をもたらしてくれます。 

チャレンジしたいことがあれば、迷
わず行動に移しましょう。サポート
してくれる人が現れ、心躍る世界
が待ち受けている予感。幸運アイ
テムはレッドのチークカラー。

思うように事が運ばず、もどかし
さを感じそう。縁の下の力持ちと
して、できることを少しずつ続け
れば、結果につながります。バス
エッセンスで、幸せパワー。

Horoscope
ルネ・ヴァン・ダール研究所

2017February

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

今 月の パワープッシュ製 品  
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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。

ツヤが足りないと感じる

年齢肌＊1

重視

プレ年齢肌＊1

重視

うるおい
重視

美白＊2
重視

寝跡などが消えにくくなっていると感じる

ハリのなさ、たるみが気になる

口角やほほのあたりがさがってきたように感じる

肌の弾力のなさが気になり始めた

肌のゴワつきを感じる

目元や口元の乾燥・小ジワが気になる

化粧のりが悪いと感じる

日中、肌がつっぱることがある

てかり、ベタつきが気になる

化粧崩れしやすいと感じる

肌になめらかさが足りないと感じる

シミ・ソバカスが気になる

日やけ後の回復が遅いと感じる

透明感のなさが気になる

日中屋外で過ごすことが多い・多かった

1.なりたい肌のイメージ

透明感・ツヤのある肌

ハリ・弾力があり、
肌あれのない肌

なめらかで、
キメの整った肌

このチャートで、あなたの肌状態に
適したアドバイスをいたします。

理想的な美しい肌を
実現するために

Beauty Chart
ビューティ チャート

1番なりたい肌1つだけにチェックしてください。

あてはまる肌の悩み・状態のすべてにチェックしてください。

＊1 年齢肌：年齢を重ねた肌のこと。　＊2 美白：メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと。

2 .肌の悩み・状態
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