
ときめきに胸おどらせて
肌で感じる幸せの予感

きれいな人と、きれいな明日を
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HOW TO               MAKE UP

①アイビー エレガンス クリーミィ アイカラー
BB-１００を上まぶた中央にのせて立体感をつくり、
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のせます。②アイビー 
エレガンス アイカラー PK-１００とアイビー エレ
ガンス アイカラー BＬ-2００のそれぞれのメイン
カラーを混ぜてや わらか なパープ ルをつくり、
アイホールの高さ1/3のところまでぼかします。
③アイビー エレガンス アイカラー ＰK-１００の
メインカラーを下まぶたの目尻側にライン状に太め
に入れます。

5つのステップで春メーク完成！

やわらかな春色で
上品な雰囲気に

　　　 アイカラーStep1 
　アイビー化粧品の今年のテーマは「Happy」。

そこで今回は、ハリ肌にのせると幸せオーラを

放つようなメークをご紹介します。いきいきとした

肌と憧れの春メークで顔も心もハッピーに

なって、満開の笑顔で大切な人たちに会いに

行きましょう!

アイビー アイブロウ ペンシル ＯＬで太め
に描き、丸みのある眉に仕上げます。

アイビー エレガンス チークカラー 
ＰK-１００の濃いピンクで頰の高い位置
に大きめのオーバル型を描きます。

アイビー エレガンス リップカラー 
ＰK-2００で丸みのあるラインを描き、
女性らしさを強調します。

アイビー アイライナー ペンシル ＢKでアイ
ラインを入れ、アイビー ブラッシュ マスカラ 
ＢKでまつ毛を強調。

ふんわり太眉で若々しく

自然な血色感の
かわいらしい表情を

ふっくら感で
大人キュートな唇に

丸く大きく、甘い眼差しに

　　　 眉

　　　 チーク

　　　 リップ

　　　 アイライン＆マスカラ

※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。

Step2 

Step3 

Step4 

Step5 

上下まぶたともに黒目の部分
にボリュームをプラスし、視覚
効果で丸く大きな目に見せます。

アイライン＆マスカラPoint

チーク

ブラシを丸く円を描くように
動かしてぼかします。

Eye l ine 

& Mascara

Eyebrow

Cheek color

Lip color

リップ
中心部分にボリュームを出して
丸みのある唇に。

Point

Point

製品詳細は
webでチェック！

HOW TO               MAKE UP“　　　”Happy “　　　”Happy

Happy いきいきとしたハリ肌から、 

幸 福 が咲く 春メーク。
し あ わ せ

Eye color

アイビー プレステージ シリーズでのお手入れが、
ハリと弾力に満ちた美肌へと導きます!

　春のメークをする前に、スキンケアで明るい日差し

に似合う美肌に整えましょう。ハリ肌にアプローチ

するアイビー プレステージ シリーズで、肌をふっくら

押し上げるようなうるおいで満たし、ハッピー感あふ

れるいきいきとした印象を輝かせましょう。

Happy
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〈化粧水〉
200㎖ ¥10,000（税抜）

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）

アイビー プレステージ
クリーム

アイビー エレガンス
クリーミィ アイカラー 
BB-100
￥3,000（税抜）

アイビー エレガンス アイカラー
OR-100、PK-100、BL-200
各￥4,800（税抜）

アイビー 
アイブロウ ペンシル OL
￥4,000（税抜）

アイビー ブラッシュ 
マスカラ BK
￥4,000（税抜）

アイビー  アイライナー 
ペンシル BK
￥4,000（税抜）

アイビー エレガンス 
リップカラー PK-200
￥4,000（税抜）

アイビー エレガンス 
チークカラー PK-100
￥4,800（税抜）



未来を創る人
Create the Future

香川第２販社 大久保 真紀販社長

〒769-2518 香川県東かがわ市中山739-13
TEL：0879-26-0336

販社長からのメッセージを
ご覧ください
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子販社の誕生を見守る中で

やりたいアイビーを再発見

　壮大な夢を描いて気持ちのスイッチを入れる
人もいれば、現実味のある目標の方がワクワク
する人もいます。そのどちらも、大切なのは自分
のやりたいことやなりたい姿の具体的なイメージ
です。一歩踏み出しチャレンジすれば、それまで
自分でも気づいていなかった想いを知ることが
できます。　　　　　　　　　　   （大久保 真紀）

これからを担う人たちへ

　先日、赤穂第１販社が誕生し、はじめて親販社
になる経験をしました。チャレンジ中の高野販社
長のモチベーションを高め、足りていないと
感じたところをフォローしつつ見守る中で、自分
が販社になる時も同じように親販社である京都
第６販社の福井販社長に守られていたのだと
気づくことができました。
　また、高野販社長の熱意に刺激され、未来に
向けて自分のやりたいアイビーを再確認できた
のもプラスになりました。販社になって15年、私が
感じてきた幸福を、これまで以上に仲間たちと分か
ち合いたいと強く感じます。大好きな製品を紹介
するのはもちろん、今後はBMインタビューやSA
研修などを通してアイビーならではの生き方や考え
方を丁寧にお伝えすることで、一人ひとりの可能性
を広げるチャレンジにつなげていこうと思います。
　新しい夢もできました。もっと多くのお客様に
アイビーを知ってもらえたらと、今年、市の中央部に
サロンをオープンします。訪れるすべての方が笑顔
になれるサロンを目指して、仲間たちと準備をして
います。創立40周年の式典までに実現させ、香川
を盛り上げていきます。

未来に挑む人
Challenge the Future

大阪第２３販社 榎並 美和美容指導

美容指導からのメッセージを
ご覧ください
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　白銀浩二社長が与えてくださった訪問販売
業界No.1企業という夢の実現は、大阪23の
数字達成があってこそ。販社を担えるリーダー
美容指導になり、憧れの髙城販社長のように
笑顔を絶やさず、仲間と共に成長し続けている
ことでしょうね。　　　　  　　（榎並 美和）

“5年後の私へ”

奇跡を引き寄せるチャレンジが、

自分と組織を共に成長させてくれる

•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...

　17年前、肌に悩みを抱えていた私は「絶対きれい
になりましょう」と指導してくださった髙城販社長
のお蔭で、半年で心まで生まれ変わりました。自分
の可能性や、人の真心を信じてチャレンジする
アイビーの素晴らしさに感動し、今はスタッフとして
組織の方をサポートする立場で頑張っています。
常に成長できる環境に感謝し、掲げた目標に取り
組んでいますが、チャレンジすれば確かに壁に
あたります。しかし、行動さえ止めなければ、必ず
奇跡が起こるのを何度も体験してきました。
　とはいえ一人では絶対に目標は達成できません。

「榎並美容指導のようになりたい」と応援してくれる
仲間がいたからこそ、リーダー美容指導を目指そう
と思いましたし、私のために頑張ってくださる皆さん
がいきいきと躍進していく姿を見て、さらにもう
一歩踏み出せました。レッドパワー セラムも追い風と
なっている今、訪問販売業界No.1企業になると
いう夢を担い、組織の可能性を引き出せるリー
ダー美容指導となって益々成長し続けます。

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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※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。

SA研修スケジュール　月の開催予定3

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

決断力に欠けて思い悩む場面が
増えそう。時には流されることも
必要と割り切ると、覚悟が固まり
やすくなります。フィニッシュ パウ
ダーで、軽やかな雰囲気をつくって。

いつもと違うことにチャレンジを。
新たな発想が生まれたり、趣味の
仲間ができるなど、生活が豊かに
なります。サプリメントで美しさを
育てるのは吉。

難関という名の山を乗り越えること
になりそう。地道にコツコツ歩む
ことが、大きな自信に。ファンデー
ションをムラなくつけ、ツヤ肌と幸せ
思考をキープしましょう。

やる気が満ちあふれてくるときです。
仕事でもプライベートでも、関心を
もったことには、すぐ手をつけるのが
飛躍のポイントに。バス エッセンス
で幸せパワーが上昇。

大勢でいるより、一人の時間を重視
して。自分の価値観に従って、今後
の選択ができるようになるでしょう。
アイライナーで、魅力的な目元に
仕上げて開運。

対人関係に変動がありそう。笑顔を
心がければ、良いご縁につながりや
すくなります。ピンクのリップカラー
が、気持ちをほぐして好感度を高め
てくれるでしょう。

気配りが信頼に結びつく一方で、
体力はダウン気味。デスク周りの掃除
を行い、心と環境を整えましょう。
丁寧なクレンジングは、幸運が舞い
込むきっかけになります。

運気にも春の到来です。流行の
メークやファッションを、積極的に
取り入れて。仕事の効率アップに
も役立つでしょう。オレンジのチーク
カラーは華やかさを添えてくれます。

緊張する日々が続きそう。家の中を
居心地良いものにし、幸運を引き
寄せて。お気に入りのインテリアを
そろえるのは賛成。心身のリラックス
には、まずクリア フォームで清潔に。

友人が増えて会話が弾みそう。特別
に面白いことを言おうとするより、
聞き上手を目指しましょう。開運に
は、手軽にツルスベ肌に仕上げる
スティック ファンデーションをどうぞ。

美しいものを見分ける力がアップ
します。メークの技術向上を目指す
セミナーは、得るものが多いでしょう。
幸せ補給のためには、ゆったりと
クリームでお手入れを。

主役運がめぐってきています。やって
みたいことには、まずトライ。毎日
に輝きが生まれるでしょう。美しい
髪と招運のためにはトリートメント
を活用するのがおすすめ。

Horoscope
ルネ・ヴァン・ダール研究所

2017March

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

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

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。

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
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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

Le Lienはフランス語で「つながり」。人と人とのつなが
りを大切に、一人ひとりのお客様と深いかかわりをも
てるようにということで、サロンの名前を付けました。

〒231-0862　神奈川県横浜市中区山手町27-5 ベイステージ元町311
Tel：080-4165-1734

西東京第８販社 張江 さくら 営業所 
アルテミス ザ•ルーム Le Lien

張江 さくら 美容指導

気の置けない友人のお家に遊びに来たようなくつろ
ぎの空間です。一緒にワンランク上のお肌を目指し
ましょう。

〒197-0003　東京都福生市熊川387-10
Tel：080-1017-8666

西東京販社  野島 由加里 営業所 
アルテミス ザ•ルーム filer

野島 由加里 美容指導

“LUANA OLA”には満足な人生、楽しむ人生という
意味があります。リラックスしていただける空間づくり
をいたします。

〒619-0237　京都府相楽郡精華町光台八丁目8-4
Tel：090-1130-2016

京都城陽販社  大谷 桂子 営業所 
アルテミス ザ•ルーム LUANA OLA

大谷 桂子 リーダー美容指導

※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。
●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

東日本事業部 京都推進部
山形１（山形）

3/4(土)・5（日）
山梨７（富士河口湖町）

3/5（日）
東京９F（青梅）

3/25（土）
京都12（京都推進部研修センター）

3/5(日)
山形３・５（山形）

3/11(土)・12（日）
東京12F（本社）

3/5（日）
千葉２（市川）

3/26（日）
岡山４（岡山研修センター）

3/25(土)
西東京８（八王子）

3/8（水）
西東京９（八王子）
3/28(火)・29（水）

京都販社（京都販社研修センター）
3/26(日)

栃木5（大田原）
3/8（水）

大阪推進部 関西事業部 山陰事業部 九州事業部
兵庫5（丹波篠山）

3/5（日）
大阪３８（東近江）

3/5（日）
米子６(米子)

3/5(日)
久留米（久留米）

3/5(日)
京都城陽３（城陽）

3/11（土）
事業部（四日市）

3/11（土）・12(日)
事業部(米子)

3/25(土)・26(日)
熊本２（八代）

3/5(日)
セブンクラブ（心斎橋）

3/12（日）
事業部（東海）

3/11（土）・12(日)
事業部（福岡）

3/11(土)
奈良８（心斎橋）

3/18（土）
和歌山９（和歌山）

3/18（土）
大分２（日田）

3/25(土)
大阪２７（心斎橋）

3/19（日）
静岡３（藤枝）

3/25（土）
山口６（小郡）

3/26(日)
兵庫２（塚口）

3/25（土）
和歌山1（和歌山）

3/26（日）
兵庫三木（三木）

3/26（日）
静岡３（藤枝）

3/26（日）
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SPF25
PA+++

製品詳細は
webでチェック！

紫外線はいらないけれど、
ツヤは欲しいボディのUV対策

凛と、清く、潔く。
美白＊1へ導くスキンケアシリーズ

紫外線からお肌をガード、
日やけ止め・化粧下地

肌ダメージを与えるUV-A の
防御効果がアップ＊2。美肌
パウダーを配合し、ボディの
キレイも引き立てます。
＊2当社従来品
　  「シールドサン ボディ ミルク ２５」と比較。

UV対策機能を備えた化粧
下地。色ムラ、乾燥などの肌
悩みもカバーし、ワンランク
明るい肌へ。

美白＊1 美肌のために、複合的にアプローチ。
段階を踏みながら、輝く肌を目指します。

春の日差しが気になる前に、お手入れを美白＊1ケア＋UV 対策仕様に
チェンジ。通年美肌を叶えるために、季節の先取りがおすすめです。

＊1美白:メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐこと。

製品詳細は
webでチェック！

 で、明るく晴れやかな美肌へ+美白
ケア

＊1 UV
対策

UV
対策

UV
対策

美白
ケア

＊1

製品詳細は
webでチェック！

5

デイリープロテクション 
ベース

〈日やけ止め・化粧下地〉
35g ¥4,700（税抜）

SPF22・PA++
紫外線吸収剤無配合

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

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

4月発売



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

V
o

l.4
6

1
 2

0
1

7
年

3
月

 2
0

1
7

年
3

月
1

日
発

行（
毎

月
1

回
1

日
発

行
）/発

行
所


