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OHBL 奥田浩子の特別メイクレッスン

春のシーズンレッスン
スイートマカロン

Sweet Macaron
美しい色どりとかわいさで魅了するスイーツ ”

マカロン”。今年流行のピンクとイエローで
大人の女性にあわせた、ふんわり感と甘さ
をデザインした特別レシピでレッスンします。

日程

4/7( 土 ) 4/8( 日 )

4/13( 金 )

４/14（土） 4/15（日） 4/18（水）

全て１１：００〜１３：００ ご希望の方は、レッスン後ブランチをご一緒に♪15:30 ごろ終了予定
料金一覧 （全て税込み金額です）

■ レッスン料 通常 10,800 円 早得 8,640 円
■ 教材セット 通常 16,956 円 早得 15,260 円
■ ブランチ
4,320 円

＜早期申し込み特典＞
早得のお申込み、
及び、
教材セットやブランチのお申込につ

（土）締め切りです。
きましては ３ 月17日

＊レッスン当日に教材セットをご希望の場合は、
ご購入

教材セットやブランチの有無は、
選択可能です
ex
通常 レッスン料 ＋ 教材セット ＋ ブランチ = 32,076円
早得 レッスン料 ＋ 教材セット ＋ ブランチ = 28,220円

頂けない場合がございます。
＊一クラスにつき３名様以
上のブランチ申込がない場合は、
ブランチなしのレッス
ンとなり、
ブランチ代はご返金いたします。
何卒、
ご了承くださいませ。

すべて今春の Sweet Macaron にかかせないアイテムです！ 全て新しいラインナップです。
教材セット内容 通常価格合計：16,956円→早期申し込み特別価格：15,260円 定価の１０％OFF ＊ポイント捺印除外
MF アクアエクセル
カラーペイント
3、
456 円
今までにないマスカラ、
アイラインとして使用
できるマルチペイント。
他にはないショコラブ
ラウンです。

UTOWA プロフェッ
ショナルメイクアップ
カラー2,160円 ２色
＝4,320円
春顔に必要な２色を
お選びいたします。

MFウルトラHD
リップブースター
6ml 3,024円
仕上がりのふっく
病みつき
ら感は、
になりそう！

＊色は、
それぞれに似合う色をセレクトいたします＊

持ち物：筆記用具、
タオル、
ヘアバンド
＊ファンデーションブラシ
（１００）
と
＊ブラシ７Mをお持ちの方は、
ご持参ください。

UTOWA 新色
リップスティック
3,456円
MF アーティスト
つけ心地UPし
フェイスカラー
た旬の質感と色
（簡易
が勢ぞろいです。 2,700 円
ケースつき）

毎年年２回、
春と秋に行われる特別メイクレッスン。
最新アイ
テムや限定商品をいち早くご紹介いたします。
＊当日はできる
だけノーメイクに近い状態でお越しください。

レッスンのお申込み＆お問合せ
オーヴル ビューティ アカデミー

TEL

075-223-0300 または 050-1132-8608

メール

info@ohbl.jp

最強春顔 NEW アイテム
ファンデーション

ライナー＆カラーマスカラ

MFウルトラHDパーフェクター
SPF25 / PA++
３０ml 5,076円

MF アクアエクセルカラーペイント
4.8ml 3、
456 円

光でカバー UP 美肌

使い方無限大

M-60

軽くて、
伸びもよく、
24 時間耐久のウォータープルーフ
処方。
今までにないカラーマスカラとしても、
アイライ

03 明るい肌色の方へ

ナーとしても使用可能のマルチタイプ。

04 普通〜暗めの肌色の方へ
ヌードな肌に仕上げま
肌にピタッと密着し、

ソフトフォーカス効果によ
保湿力もあり、
す。

光に当たることで自然なカバー力を感じ
り、
画期的なファンデーションです。
る、

UTOWA メイクアップ
ブラシ S０１
1,296 円

眉マスカラ

カラーマスカラとして
使用する場合の
おすすめブラシです。

抜群の垢抜け感
MFブロウジェル
6ml 2.808円

15

25

UTOWA メイクアップ
ブラシ 7M
2,700 円

アイライナーとして使用
する場合の
おすすめブラシです。

リップ

今どきリップ

35

UTOWA 新色リップスティック
3,456円

ファイバーが眉毛にボリュームを与え、
形を整え
ます。
また、
ミネラル成分配合で、
ツヤのある色を
演出しながら眉毛 1 本 1 本を保護します。

リップケア＆下地

ふっくら春リップ
MFウルトラHDリップブースター
6ml 3,024円

RD565 S

PK470 S

RD580 S

PK480 S

RD575 F

PK465 F

RD 585 M

PK485 M

ウトワのリップがリニューアルし、
新色が出ました！抜け感あり、
カバー力
ありと、
今の質感とニュアンスを表現します。

ユニバーサル ＊透明です
乾燥、
縦じわが気になる方へオススメ。
うるおい
とボリュームを与え、
なめらかな唇へ。
今春の

チーク

リップ作りには欠かせないアイテムです。

プロイチオシ
厳選色

アイカラー

気分も UP 春色
UTOWA プロフェッショナルメイクアップ
カラー 2,160円

MFアーティストフェイスカラー2,700円
（黒のケースは別売り540円）

クール系の方にオススメ ウォーム系の方にオススメ

PYE01 カナリアイエロー

B202

B110

POR01 マリーゴールド

B204

B304

PPK01ジャパニーズピンク

粒子が細かく、
しっとりと密着し、
キレイ

驚くほどクリアで鮮やかな発色！こだわりの処方で、
プロユースにも
対応可能なアイカラーです！今春使っていただきたい色をピックア

なチークを描くことができます。オーヴル
オススメの厳選された４色です！

ップしました。

ご購入＆お問合せ

オーヴル ビューティ アカデミー

TEL

簡易ケース付き

075-223-0300 または 050-1132-8608

メール

MF リフィラブル
ケース S 540 円
持ち運びにオスス
メです。

info@ohbl.jp

春のファッションレッスン

（全て税込み金額です）

自分に似合う服って？バランスって？ファッションのお悩みを解決いたします！

※ＢＢ
（ビューティバランス）分析とは…
顔の型や特徴、それぞれの体型、パーソナルカラー、イメージ、ライフスタイルから、似合うファッ
ションやメイク、ヘアスタイルなどをご提案するオーヴルオリジナルの最強の分析法です。

ビューティバランス

今回はファッション編です

A BB分析ファッションレッスン
全てのクラスを奥田浩子が担当！特別価格 10,800 円

※ＢＢ分析に基づいたあなたのファッションスタイルのすべてがわかるカルテ付き
クラスレッスン 定員各６名

3 月 24 日（土）１４：００〜１５：3０

3 月 25 日（日）１１：００〜１２：3０
3 月 27 日（火）１１：００〜１２：3０
3 月 28 日（水）１４：００〜１５：3０

BB（ビューティバランス）分析に基づき、
あなたに似合うファッションスタイルを奥田
が分析し、ご提案いたします。ファッション
に迷いがある方にオススメです。また、服の
選び方や小物とのバランスなど、洋服につ
いて徹底的に学んでいただけます。

※ A 受講者の方

3 つの特典

特典１

B「ＢＢスタイリングレッスン 7days」を 無料にてご受講いただけます。

特典２

パーソナルカラー診断が３０％オフ ２１,６００円→１５,１２０円（６４８０円もお得です！）
4月 20 日（金）
までとなります。

特典 3

奥田浩子がおすすめする 洋服を傷めない、除菌消臭効果、クリーニング

いらずのユーカリスプレー６００ｍｌ
（1,512 円）をプレゼント。
お申込み＆お問合せ

オーヴル ビューティ アカデミー

TEL

075-223-0300 または 050-1132-8608

メール

info@ohbl.jp

奥田浩子の 60分完全マンツーマン
ビューティバランス

B B B スタイリングレッスン 7days
特別価格 10,800 円
※早期お申し込み割引：上記レッスン料が半額の 5,400 円
※左記『BB 分析ファッションレッスン』受講の方は無料

特典

夏のファッションセール（６月下旬から７月初旬に開催）にて
ご使用いただける２，
０００円の金券をプレゼント

4/21( 土 )〜29 日（日）
※ 24 日（火）
、26 日（木）を除く

■早期お申し込み期日：３月３１日（土）

■レッスン時間は全日程
１１：００〜、１２：３０〜、１４：００〜、１５：３０〜、１７：００〜
※ご希望の日時をお知らせください！
いつも同じような服を選んでしまう。マンネリを解消したい方、何をどう着た
らいいのかわからない方、必見！奥田浩子が１時間マンツーマンにてレッスン
いたします。６００点ほどの洋服のなかから、実際に着用して、スタイリング
を学びます。
ＢＢ分析ファッションレッスンをご受講いただい方には特におすす
めです！
■スタイリングした洋服、アクセサリーなどは、ご希望であればご購入いただけますが、強制的な販売は一切ございません。
■場所は大丸北側のアカデミーで行ないます。■セール金券は、6 月下旬〜7 月上旬予定のセールにて使用できる金券です。
■お申込み頂いた方には、事前アンケートをお願いいたします。
■万が一、コーディネートする商品がそろえられない場合は、
お申込み後にお断りする場合もございます。何卒ご了承くださいませ。

オーヴルコレクション with ランチ

オヴコレ報告

昨年、初の試みとして、キレイをお披露目できるイベン
ト「オーヴルコレクション（オヴコレ）」を開催いたし
ました。奥田のファッションセミナーあり、皆様の投票
によりベストスタイリングクイーンに選ばれた方には、
特別に豪華なプレゼントあり♡ご参加いただいた皆様全
員にお土産付き♡たくさんのお客様にご参加いただきま
した。これからもオーヴルならではの、
「美は学美」をもっ
と楽しんでいただけるような、イベントをご提案してい
きたいと思います。

ホテルカンラ京都にて

限定レッスン

＊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、他サービスとの併用は不可、担当のご
指名はお受けできかねます。

（全て税込み金額です） 全て 2018 年 4 月 30 日（月）まで

20 代、３０代の方向け

オーヴル チーフアーティスト 小松由抄の

メイクにも春を取り入
れて、
もっとおしゃれ

A 春のトレンドメイクレッスン

を楽しみませんか？

全て小松が担当！120 分 6,480 円 クラスレッスン 定員６名

今春のトレンド
「マカロンメイク」
をお得に学んでいただけます。
旬の
「新しいリップのつくり方」
もわかりやすくお伝えします。

４／７
（土） 4 ／13（金） 4／１5（日）
全て１４：３０〜１６：３０

やっぱりおさえておきたい！

B 春のトレンドメイクレッスン
マンツーマン / 60 分 3,780 円

新色アイテムが

消費税無料にて

ご購入いただけます。

（最強春顔 NEW アイテムページ掲載
の７点が対象商品です。）

上記内容を、
マンツーマンで受講されたい方へ。
（担当のご指
名はお受けできかねます。）

恋活 婚活 就活 をがんばっている！今からがんばりたいあなたへ！

C 恋活 婚活 就活 メイク＋ヘアスタイルレッスン
今のメイクのどこを見直したら良いのか？何をプラ

メイクレッスン 60 分 3,780 円
ヘアスタイリング＆アレンジアドバイス 30 分２,160 円

同日にセットでお申込みいただくと５,500 円

レッスンお申し込み＆お問合せ

オーヴル ビューティ アカデミー

TEL

スしたら良いのか？今のヘアスタイルのスタイリン
グ方法やパーティ、
お見合い当日、
面接日のセット
やスタイリング方法（コテ使用してレクチャー）
をア
ドバイスいたします。

075-223-0300 または 050-1132-8608

メール

info@ohbl.jp

BEST COSMETICS
春カオル

女子のマストアイテム！

バラの香りを感じるだけで美肌に！
de la Rose ホイップド

de la Rose コンフォートバ

フェイス＆ボディクリーム

スタブレット 40g 10 ケ入り

180g 5,400 円

2,592 円

セラミドなどの保湿成分と、

豊か
はじける泡にのせて、

うるおいをキープするエモリ

気持
に広がるバラの香り。

エント成分が、
透明感のあ

ちも癒される贅沢な入浴剤

る柔らかいお肌へと導きま

です。

す。

バラの香りの美容効果
リラックス効果＆幸福感

ストレス軽減

肌のバリア機能を回復

老化防止

ホルモンバランスを整える
胃腸の調子を整える

春のボディケアは
バラの香りで決まり

キャンペーン
de la Rose ホイップド フェイス＆ボディクリーム（5,400 円）
ご購入の方には de la Rose バスタブレット

現品 2,592 円プレゼント

＊ポイント捺印なし ＊発送の場合も対象 ＊サービスの併用はできかねます ＊お一人様一回限り ＊なくなり次第終了

こんなにお得なキャンペーンはありません！
ご希望の方はお早めに！！
ご購入＆お問合せ

オーヴル ビューティ アカデミー

TEL

075-223-0300 または 050-1132-8608

メール

info@ohbl.jp

（全て税込み金額です）

春の

毒出し

美容と栄養

美養摂取

春が来ると身体は、冬の間ためた毒素を排出し始めます。
体調の変化は
「毒」
を体の外に出そうとするサイン。
そんな体は多くの栄養素を必要としています。
そんな時に最適のドリンク青汁 PLUS がオススメです！

むくみスッキリ！美肌効果 UP!
栄養バランス Good !
抹茶のようで美味しくて飲みやすい！
２包で 1 日分の
食物繊維不足を
サポート
MAJOR

青汁 PLUS（＋）

3０包入り 3,240 円 １杯 108 円ととってもお手頃。
味も美味しく、大変飲みやすい青汁です。
使用方法：カップに約 100ml の水を注ぎ、1 包を入れ良くかき混ぜてお召し上がりください。
1 日１〜２包がオススメ。

他社とココが違う！

栄養素をサポートするだけでなく、美容成分がたっぷり配合！
女性向けの青汁です。

オススメ

肌、体への効果

脚がむくみやすい＆疲れやすい

肌のハリ弾力アップ

肌のたるみ、くすみが気になる

うるおいアップ

便秘を改善したい
もう少し痩せたい
さらに美肌になりたい方
日々、野菜不足の方

透き通るような肌へ
元気な体をつくる

good ポイント
●

抗糖化ハーブが配合

●

野菜不足に

●

むくみケア

●

女性サポート美容素材

『糖化』とは、体内にある「たんぱく質」と「糖」が結びつくことで、
体のコゲとも言われています。肌を老化させるばかりか、糖尿病な
どの病気につながることもあります。
年齢を感じさせない美しさは
「抗
糖化」がカギになります。
現在野菜の高騰化もあり、普段野菜を食べていても、目標標準量３５０
g 摂取は難しい。
→手軽で保存もできる！日々の野菜不足、食物繊維不足をサポート♪
コーンシルク配合により、女性には嬉しいむくみ改善作用、美肌作
用あり。余分な水が溜まって、むくんでいる方に最適です。
サンゴカルシウム、ビタミン C、ローズヒップ、ヒアルロン酸、大
豆イソフラボン、エラスチン、セラミドなど、美肌に効果的な成分
を含んでいます。

もちろんオススメ！

FasFas との組み合わせ＝究極の体内

エイジングケア !
青汁 PLUS＋

● 年齢を感じさせない美しさを求める方

抗糖化＝コゲを取る

● お腹が張る（おならがよく出る）方
● FasFas を飲んでも便通が良くならない方

Fas-Fas ファスファス

そんな方には特にオススメです！
！

例えばこんな飲み方も

抗酸化＝サビを取る
もちろんオーヴルスタッフも全員愛飲中

水太り毒出し術
青汁５包をお好きな濃さに薄めて
1 日で飲みきってください！

（ペットボトルに入れておくと便利。できれ
ば食前に飲んでください）むくみが強い方
は、とっても体が軽くなりますよ！！

青汁初回特別キャンペーン
１箱の場合

定価 3,240 円

２箱の場合 →→ 消費税無料 定価 6,480 円 →6,000 円 480 円お得
ex.3 箱の場合

３箱以上の場合 →15％OFF 定価 9,720 円→8,262 円 1,458 円お得
＊ポイント捺印なし ＊サービスの併用はできかねます ＊お一人様一回限り

エステキャンペーン
全て 2018 年 4 月 30 日（月）まで （全て税込み金額です）

遂に、、、毒出しエステ解禁！！
春だから究極のデトックス ! お悩み別プランをエステスタッフがコーディネートいたします

毒出し

A

毒出し

腸美活マッサージ15分

特別価格 3,996 円
オプション価格 2,378 円

B

顔毒排出マッサージ 60分
特別価格 5,400 円

今年のキーワードは腸美人！！体の内から綺麗にすることで良い事づ

究極の小顔を実現するメニューが初登場です。
顔の老廃物をすべて

くしです。
便秘、
ニキビ、
くすみ、
むくみなどにオススメのメニューです。

取り去り、
お望みの小顔ラインを作っていきます。
さあ、年号が変わ

いつものメニューにオプションとして加えると更にお得にお受け頂け

るまでに、
まずは昭和顔から平成小顔へ☆

ます。

C
デトックス痩身ボディ 90 分
毒出し

特別価格 9,936 円

春までにダイエット！！と思っているあなたに必見。
太っていると思われている方の八割はむくみ太り。体に余分な水分
（老廃物）
を溜め
込んでいるのです。体の余分な水分を徹底的に排出する嬉しいプランが初登場です。

A B C
毒出しフルコース 120 分
毒出し

ʼʼ 青汁一杯付きʼʼ
お飲み頂くことで、
老廃物を短時間に
出し切ります。
体の
むくみがスッキリ！！

特別価格 12,960 円

すべてを盛り込んだ贅沢メニューをお得な価格でご提供いたします。

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

O HBL 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
京都でロケーション撮影するために
姫路からお越しくださいました。色
打掛も、白無垢もベストコーディネ
イトで、美しくお似合いでした！

信頼あるフロリストに依頼してオリジナルのヘッド
パーツを制作させていただきました。オーヴルなら
ではのこだわりです。かわいらしい白無垢姿に、ス
タッフも思わず見惚れてしまいました。

♥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。

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。

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。

「 吠える ! “ This is Me !! 〜〜〜 “ 」
何枚かの洋服を無造作に、ドラム缶のようなものに放り込む。扉をしめてボタンを押すと、あっという間に明瞭会計。
「ぽいっと入れ
るだけで大丈夫なん？」昭和の私は疑心暗鬼。扉を開いて備え付けの袋にいれれば、買い物完了！洋服を大切にたたんで、袋にいれ
るパフォーマンスなどはもちろんないし、
「よくお似合いでしたよ。
」などとお世辞を聞く必要もない。だって、周りには誰もいない。
若者をターゲットにしたファストファッションの店を娘と共に訪れたとき、
「あぁ、
もうレジは人間のするべき仕事ではなくなるのだなぁ。
」
と、痛切に感じた。人がしなくてもいいことは、これからもどんどん増え続けていくのだなと。
今、一番憧れるのは、センサーなどで確実にごみをキャッチするだけでなく、床はもちろん、棚の整理もしながらの拭き掃除や、トイ
レ掃除、風呂掃除も徹底的にしてくれる、超未来型の掃除ロボットだ。家に帰ると、いつも、きれい。考えるだけでうっとりした気分
になる。掃除ロボットに、お土産を買ってきてしまいそう。
これからの未来はきっと、人がしなくてもいいこと、人がすべきこと、人しかできないこと、と明確にわかれていくようになるだろう。
２０年ほどまえ、友人が経営する美容室では、いち早く自動洗髪器を導入していたがいつしかなくなり、いつもの手指によるシャンプー
にもどっていた。シャンプーは、やはり手指が勝るのだ。けれども近い将来、一枚のシートを顔にはればメイクができあがるとか、
ヘアスタイリングや、洋服をコーディネイトしてくれるロボットが、すぐそばにいるのかもしれない。
今春より、オーヴルオリジナルの「ＢＢ
（ビューティバランス）分析」を展開していく。
ＢＢ分析とは、それぞれの顔の形や特徴、体型、
パーソナルカラー、イメージ、ライフスタイルから、その人に似合うファッションや、メイク、ヘアスタイルなどを提案するオーヴルオ
リジナルの分析法である。今までつちかってきたことを総まとめし構築した、外見力アップにつながる最強分析法であると思っている。
その人の個性というものを徹底分析して、その人のためだけのオリジナルビューティを提案できるツールにしたい。また、分析と同じ
くらい重要なことは、その人から受ける温度感のあるさまざまなこと…。それをつなげていくことこそが、人にしかできない最強のこと
であり、その人に心地よく響く真のオリジナルビューティにつながるのではないだろうか。その人を、最もその人らしく輝かせることが
できるのではないだろうか。
私たちは、他のなにものでもない。尊いオリジナルであることに誇りを持ってもらえるような美容道こそが、これからの時代において
私がめざし、歩んでいく道のように思うのだ。

This
is
Me!!

ずっと楽しみにしていた映画が公開された。心を揺さぶられる言葉がある。
今年は戌年。で、ちょっと吠えてみる〜。
“ This is Me !! 〜〜〜 “
自信を持って、心から。

OHBL ホームページ

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 または 050-1132-8608

http://www.ohbl.jp/
Facebook

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

info@ohbl.jp
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。）

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

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。
TELまたはメールにて

商品の発送も承っております

ご購入商品合計が5,400円以上の場合
送料無料。
（5,400円未満の場合送料540円）
お支払い方法は、
振込み
（手数料はご負担いただきます）
または
代引き
（代引き手数料324円）
となります。

