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夏ビューティ 成功の秘訣
お得なビューティクーポン♥付き
瞬時に良さがわかる秀逸品の数々！ベストコスメ
メイクマジック 30
今年の肌はコレ！進化系ベースメイクレッスン
まとめ髪アップスタイルレッスン
美肌再生プログラム①②③Step
流す、流す、とにかくフルデトックス
スピード小顔 + エイジングフェイシャル
OHBL のウエディングは Beauty & Clever

株式会社オーヴル
604-0064 京都市中京区矢幡町306-1 BHR１F

限定レッスン

（全て税込み金額です）

2017 年 5 月 8 日（月）〜 7 月 31 日（月）まで

A

メイクマジック 30

あきらめていませんか？もっと美人になれるのに！

1,944 円

■マンツーマン／ 30 分

いつものあなたが 30 分で、まるで別人に！？ いつも通りのメイクで
お越しください。オーヴルアーティストがカラー学やバランス学に基づ
いたワンポイントメイクでリタッチ修正し、ここを変えるだけでこんな
に美しく、、をご提案いたします。年齢やライフスタイルなど、あなた
に合わせた、時短でキレイに見せるポイントをプロの目線でアドバイス
いたします。お出かけ前にも大歓迎です！

あなたのいつものメイクで
お越しください。

30 分後

30 分後

Letʼs！

メイクマジック！

B

今年の肌はコレ！

進化系ベースメイクレッスン

このベースの仕上がりはスキンケアを超える !
今までのベース作りはもう古い！？ 知らないと今年の顔になれない
最大のメイクポイント「うるツヤ肌＆イマドキ立体小顔」を徹底レ
ッスン。肌のつくり方を変えるだけで、こんなにも今肌になるのか
と驚くはず！

■マンツーマン／ 45 分

3,240 円

っと一言

オクダのちょ

古肌は重いベースで立体感もなく、のっぺりした印象。
顔と首の仕上がりの差が激しく、ついついシミやくすみが
気になって重たい肌になっていませんか？？今肌は、軽い
進化系ベース。シミを完璧に隠さなくても、計算されたノ
ウハウで素肌がキレイに見える仕上がりをレッスンします！

C

今肌

古肌

まとめ髪
アップスタイルレッスン

これからの暑くなるシーズンにむけて毎日手軽にできるアップスタイルや、
浴衣、着物を着る時に簡単にできるアップスタイルを楽しみませんか？
プロのノウハウで、自分で簡単にできるアップスタイルをお教えいたします。

■マンツーマン／ 45 分

3,240 円

※お一人様１スタイルに限らせていただきます。
※なりたいイメージをお持ちください。

（ スタイル例 ）

＊ご希望の日程をご連絡ください ＊全て完全予約制 ＊一回完結
＊キャンペーンメニューにつきましては、担当のご指名はお受けできかねます。ご了承ください。

レッスンのお申込みは

オーヴル ビューティ アカデミー

TEL

075-223-0300

メール

info@ohbl.jp

エステキャンペーン

（全て税抜き価格です）

2017 年 5 月 8 日（月）〜 7 月 31 日（月）まで

成果を実感して頂くため一ヶ月集中プラン

美肌再生プログラム①②③Step
70 分×３回

エステマネージャー

（ それぞれ オールハンドマッサージ＋パック＋整肌 を行います。）
1 回のみの場合

一ヶ月 3 回セット特別価格

1 回目

光嶋ゆかり

8,900 円・・・・とる・いれる・つくる の内からご希望の内容を１つお選びください。

19,500 円 ( 1 回あたり 6,500 円 ) ＊ポイント捺印不可

とる

2 回目

集中して

毛穴の汚れを優しく、そして徹底的に
クレンジングした後に毛穴をキュッと
引き締めるお手入れを。毛穴レスも
夢じゃない！

いれる

3 回目

集中して

毛穴の汚れがとれたら、潤いと栄養を
たっぷり入れていきます。イオン導入
機を使って肌の深部からふっくらと
した肌に導きます。

集中して

仕上げは、たるみのない小顔へと導きます。
デコルテやネックのリンパも流してくすみ
やむくみを根本から取り除いたら素肌美人
の完成です。

ボディリンパ 70 とフェイスリンパ 60
通常 18000 円のプランが大幅プライスダウン

これはお得！！
リンパマッサージが
未経験の方にも◎！

流す、流す、
とにかくフルデトックス 100 分

一番人気の「ボディリンパ 70」と「フェイスリンパ 60」を融合
した、とっても魅力的な内容です！顔から全身のリンパを流して
のこの価格は、他にはありません。夏までに徹底的に体質改善を
するには、３ヶ月 5 回コースがおすすめです。

特別価格

っと一言

オクダのちょ

9,800 円

３ヶ月の間に 5 回受けていただくと
6 回目（9,800 円）を 無料にてプレゼント

老廃物を徹底的に流すので、すっきりすること
間違いなし！夏フェイス、夏ボディに導きます。

オーヴル人気 NO.1 フェイスリンパ 60 と根強い人気フェイシャル 70

C

あれもこれも超お得プラン

スタッフ相良が体験しました

スピード小顔 30+
エイジングフェイシャル 30（60 分）

リンパマッサージもやりたい、肌改善のケアもしたい、でも時間がない、
できればお手頃な価格で受けたい。そんなあなたの「したい！」を
叶える魅力的なプランです。

平日限定特別価格

4,900 円

土日祝価格

→

５,900 円

くすみが取れ、目もと周りとアゴのラインがスッキリして、
お肌はぷるんとハリを瞬時に感じられる内容でした♪リン
パのしっかりしたマッサージが好きな方にもオススメの内
容です♪
スタッフ相良

→

B

つくる

→

A

素肌美が美人の条件、3 回であなたの肌を土台
から変える魅力的なプランです。疲れた肌を、
もう一度立て直したいと思っている方、短期
集中で効果を望む方におすすめです。

→
エステ前

エステ後

＊お一人様何回でも可 ＊ポイント捺印可 ＊一ヶ月以内 20％OFF サービスは除外 ＊他サービスとの併用は不可
＊キャンペーンメニューにつきましては、担当のご指名はお受けできかねます。ご了承ください。

エステのご予約は

オーヴル ビューティ サロン

TEL

075-231-9008

メール

info@ohbl.jp

OHBL
BEST COSMETICS

（全て税込み金額です）

道具を変えるだけで メイクの仕上がりが変わる !
瞬時に良さがわかる秀逸品の数々！
28 mm

16 mm

18 mm

原寸大

原寸大

原寸大

175 mm

80 mm

60 mm

パウダーブラシ

チークブラシ

ずっと触れていたい
最高の使い心地

まるで指のような
高密度ブラシ

MFブラシ110番
6,480円

MFブラシ102番
4,860円

短く柄がない、
コンパクトなブラシ。
これで
パウダーをつけると、
軽く、
ふんわりとした
いまどきの肌になります！コシがあり、
より
シアーに肌にパウダーをつけることができます。

まるで指がブラシになったような形で、
狙った場所に的確にチークをのせるこ
とができる高性能ブラシ。簡単であり
無駄のない動きは、
時短になります。

相性抜群♥おすすめアイテム
メイクアップフォーエバー
HDハイディフィニション
プレストパウダー
本体 4,752円
レフィル 3,672円
円を描くように上記のブラシを動かしてたっぷり
粉を含ませてお肌につけてみてください。
ダマにも
ならず、
毛穴レスの美しい仕上がりに！

ファンデーションブラシ

ムラにならずファンデを
美しくフィットさせる
MFブラシ1０0番
5,400円

3種類の合成ファイバーで天然毛に
劣らない繊細な肌あたりを実現した
ブラシ。
今までにない、
美しいベース
作りをサポートしてくれます。

ご購入＆お問合せ

相性抜群♥おすすめアイテム
ウルトラHD
ファンデーション

汚れを落とした後すぐに使える
柔らかしっとりな仕上がり

30ml 6,480円

左記のブラシでぜひ使用していた
だきたい4K対応ファンデーション。
至近距離でもさらに美しく、
薄づき
でキメ細かな仕上がりになります。

オーヴル ビューティ アカデミー

ブラシ専用クレンザー

TEL

075-223-0300

MFブラシクレンザ ー
2,484円

メイクアップブラシの汚れを落とし、
清潔に
保つためのクレンザーです。
天然毛も化繊毛
も、
全てのブラシにおすすめです。

メール

info@ohbl.jp

今夏、ぜひ使ってほしい！ 新アイテム！

拭き取りクレンジング

メイクアップベース

メイク落としを
気分とTPOに合わせて
もっとストレスフリー

化粧崩れが気になる！
何度もメイク直ししたくない！
毛穴が開いてどうしたらいいの？

UTOWA
クレンジングウォーター
160ml 3,024円

そんな方に最適の秀逸アイテム！
MFスキンイコライザー
5,292円

30ml

植物由来の肌荒れ防止成分をたっぷり配合。
かすかにとろみのある、
優しいテクスチャーで、
拭き取り後は、
まるで化粧水と美容液をつけた
ような、
さらりとなめらか＆ツッパリ感なし！
汗ばむ季節にささっとメイクOFFできますよ。

着替え前、入浴前に
簡単にメイクを
落としたいとき

オイルフリーの
クレンジングを
使用したいとき
お化粧直しの
ポイントオフに

（全て税込み金額です）

ファンデーションの前に塗ることで、
ハリのある新たな
肌表面を形成。
毛穴や小じわをカバーしてメイクの仕
上げり、
持ち、
使い心地がUPします。
塗った瞬間、
つる
んとした仕上がりはやみつきに！やさしいフローラル
系の香りです。

疲れてどうしても
クレンジングが
面倒なとき

瞬時に ゆでたまご肌へ
びっくりするほどなめらかで、
さらり、
つるりと、
毛穴レスな肌になる下地。
他にはない秀逸品です！

＊手や顔をぬらさずにご使用く
ださい。
＊コットンや綿棒に適量
をしみ込ませ、
メイクになじませ
てから優しく拭き取ります。

相性抜群♥おすすめアイテム

っと一言

オクダのちょ

グラスマ イデアルUVプロテクション
SPF50＋ PA++++
50g 3,672円

奥田オススメの使い方は、帰宅後すぐに、
目もと以外はこれでササッとメイクオフ
しておきます。肌も潤いながら＆
さっぱり、リフレッシュ♪目もと
メイクが残っているので、
ナチュラルでキレイなまま
過ごすことができますよ♪

国内最高レベルの紫外線防御力ノンケミカルタイプの
UVプロテクターです。
スキンケア効果もあり、
白浮きせ
ず透明感の高い自然な仕上がりで、
メイクアップベース
だけでなく、
ボディにもおすすめ。
ウォータープルーフ
タイプ。
絶対焼けたくない人は、
ぜひお使いください！

リキッドリップ

今どきリップはうるツヤ感
UTOWAリキッドリップカラー

春夏の新色

3,240円
フレッシュな発色と透明感で、
唇を演出します。
縦じわも目立ちにくい潤いある仕上がりです。
またまた、
おしゃれな色が登場しました！

ハイライトパウダー・ローライトパウダー

塗るだけで簡単！すっきり小顔！へ
UTOWAチークカラー
3,024円

骨格を美しく引き立てるパウダー。
肌なじみの良い発色と
質感で失敗することなく、
立体感と引き締まったフェイス
ラインを演出してくれます。
OR214
シアーピーチハイライト

ご購入＆お問合せ

♥スプリングカラーの方に！♥
透け感と青みのさじ加減にこだわった
モードでチャーミングな印象のピンク

PK461
ヴェスタピンク

♥サマー＆ウインターカラーの方に！♥
イチゴミルクのような甘いニュアンスの
肌から浮かないミルキートーンのピンク

♥オータムカラーの方に！♥
OR281
粋に仕上がる
ポップな色だが、
マンゴーオレンジ
クリアなイエローよりのオレンジ

BR364
ソフトブラウンシェード

オーヴル ビューティ アカデミー

PK476
アザレアピンク

TEL

075-223-0300

メール

info@ohbl.jp

OH BL の ウ エ デ ィ ン グ は

Beauty & Clever
その日のあなたに最高の美しさを提供するのは私たちのミッションです
その日のあなたがウエディングの幸せ賢者になるために導きます

２着のドレスのうち１着はお母様のドレスをリメイクしての撮影でした。
お腹のベビーちゃんも一緒に、終始笑顔でいっぱいの心温まる撮影となり
ました。

お子様もご一緒の後撮り撮影をされました。出産されても
美しいママ！素敵ですね♥

貸切スタジオのため、体調に合わせ
ながら、ゆっくりとリラックスして
いただき、撮影を行いました。ご懐
妊中でも美しくドレスを着こなすこ
とができます。ハッピーなオーラが
伝わってきますね♥

♥当日のお支度：洋装ヘア＆メイク……21,600 円〜
♥ブライダルエステ…………8,640 円〜

♥エステギフト券（10,000 円〜20,000 円）プレゼント

＊OHBL をご利用いただいた方で、ご結婚が決まられた方には、お祝いとして
ギフト券をプレゼントさせていただきます。ぜひお知らせくださいませ。

お子様は撮影中も終始
ご機嫌。
可愛さにスタッフ一同
メロメロ♥でした。

オーヴルでは、衣装や小物のコーディ
ネートはもちろん、前撮り、挙式、披
露宴、全ての美容を担当させて頂きま
す。お気軽にご相談くださいませ。

タイムリーでお得な情報を配信中！
オーヴルと
お友達に
なってね♪

OHBL（オーヴル）の LINE

OHBL（オーヴル）のインスタグラム

みなさまのいつもの LINE の
①[ その他 ] を選択
②[ 友だち追加 ] を選択
③[QR コード ] を選択
この QR コード画像を
読み込めば完了です☆

ohbl＿ohbl で検索してください。

☆OHBL LINE 登録方法について☆

遅ればせながら、インスタグラムを始めました。
お使いの方はぜひ、フォローをお願いします。

ビューティクーポン

（全て税込み金額です）

2017 年 5 月 8 日（月）〜 7 月 31 日（月）まで

クーポンを使って、もっとお得に！夏ビューティを！

A

B

マンネリ解消！！

初夏の
ポイントメイクレッスン

マンツーマン

パーソナルカラー

C

小顔効果もあり

眉スタイリング

ペア割

お一人様
通常価格の

1,620 円

（30 分）

25% OFF

通常価格：女性 21,600 円→ 16,200

通常価格：3,240 円（30 分）

円
円
9,720 円

1,000 円（15 分）
通常価格：2,160 円

男性 19,440 円→ 14,580

高校生以下 12,960 円→

１：くずれにくいベースメイク
２：ぱっちりデカ目☆アイメイク
３：イマドキ美人眉
1~3 の中から受講内容をお選びください。
1 レッスンを受講していただけます。

D

知らないと損！？

お得なペア割引。親子、ご姉妹、ご友人、
ご夫婦、カップルでぜひご受講ください！
自分に似合う色は、若々しくみせる＆自分
らしくみせることができます。無駄買いも
なくなります。

E

夏に向けて
すっきり小顔に

小顔フェイシャル 40

気がついたら、いつの間にかボサボサに
なっていませんか？プロのカットで、
毎日の眉が描きやすくなりますよ♪
＊眉スタイリングが初めての方限定

夏に向けて
すっきりボディに

すっきりボディ 60
お得なことはウキウキ♪しま
すね！ビューティをワクワク
楽しみながら、もっとオーヴ
ルのことを知っていただきた
く、お得なクーポンをご用意
しました！
ぜひ、ご利用くださいませ！

2,980 円（40 分）

3,980 円（60 分）

通常 6,480 円相当

通常 12,960 円相当

オーヴル一番人気の小顔エステです。
顔のリンパをしっかり流すことで、
くすみやたるみのないスッキリ小顔
へ導きます。一度お試し下さい。

オールハンドでフルボディ前面背面くまなく
マッサージします。脚のむくみ、肩凝り、
首ハリなど、体の不調が軽減し、体が軽く
なります。是非お試し下さい。

＊オーヴルサロンにてエステが初めての方限定

＊オーヴルサロンにてエステが初めての方限定

＊上記 A〜E のクーポンは、お一人様各一回のみご使用可 ＊他サービスとの併用は不可
＊キャンペーンメニューにつきましては、担当のご指名はお受けできかねます。ご了承ください。

エステのご予約は

オーヴル ビューティ サロン

TEL

075-231-9008

レッスンなど他のご予約は

オーヴル ビューティ アカデミー

TEL

075-223-0300

美にまつわる様々な出来事をおもしろおかしく、時にはせつなくつづる

奥田浩子の Beauty Memories
バックナンバーは http://ohbl.blogspot.jp/ よりご覧いただけます。

「 美人の条件 」
「美人ですねぇ」と言われて嬉しくない人はこの世に存在しない、と、思う。
では、どんな人が美人なのか。

美しさは持って生まれた造形によって決まると思われていることが多い。
顔立ちが美しい人や、体型のバランスがいい人など。

しかし、人の美しさは決して生まれつきの造形だけに左右されるわけではない。

その人の持っている雰囲気や、その人がかもしだす香りみたいなものも、美しさの一つのように思うのだ。
先日ある方が、「美人なしぐさ」という書籍をプレゼントしてくださった。
なるほど、と、思うことばかりである。
美人は胸の位置が高く若々しい
美人は元気に歩かない

美人は足の隙間を見せない
美人はちょっとだけずるい
美人には必ず秘密がある

美人はタイミングよく笑う

美人はなごりおしくせつなく別れる などなど。
う〜ん、色気を感じる語録が多いなぁと思っていたら、やっぱり、著者は男性であった。
美人＝色気 の定義は、男性目線からみれば、当然の事だと思う。

ところで、わたしが思う美人とは、今を感じさせる人、生き生きして個性的で、ちょっとユーモアがあり、
ウィットに富んでいて、そして、時々男前になれる、そんな人。
そして、何と言っても、よ〜く自分を知っている人である。
自分を知ることは、実は、なかなかむずかしい。

たとえ生まれつきの造形がいくら美しくても、年をとればとるほど、外見の造形というものは、
その人の生き様を雄弁に語るように思うのだ。

自分を知ることが、美人の一番条件のように思うのは、わたしだけであろうか…。
書籍の最後のほうのページに、美人は「しゃべるより見せる」との言葉があり、
思わず苦笑してしまった。

ご存知の方も多いと思うが、わたしは、「しゃべる、しゃべる、しゃべる」
やっぱり、美人とはほど遠い…。もちろん、わかってますけどね〜。

レッスン＆ヘアメイク＆着付け

錦市場

錦小路通

大丸

オーヴル ビューティ アカデミー
一般社団法人JMPA認定校
〒604-8142 京都市中京区西魚屋町600ブリーズ・ビル4F

出口16番

四条通

大丸の錦入口を出てすぐ。阪急烏丸駅出口16番（大丸東口）より徒歩２分。

高
倉
通

TEL 075-223-0300

OHBL ホームページ

http://www.ohbl.jp/
Facebook

http://www.facebook.com/ohbl2004
mail

info@ohbl.jp

エステ
オーヴル ビューティ サロン

二条通

二条城

・ANAクラウンプラザホテル

出口2番

〒604-0064京都市中京区矢幡町306-1 BHR２F
地下鉄東西線 二条城前駅出口2番より徒歩２分。

TEL 075-231-9008

堀
川
通

御池通

open

11:00〜19:00

定休日 木曜日

（木曜日が祝日の場合は営業、翌日が休業となります。
）

アカデミー、サロン共に外部仕事やレッスンなどで
closeする場合がございます。ご了承くださいませ。

