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豪華プレゼント付！夏のスペシャルケアキャンペーン
BB 分析＆限定レッスン
エステキャンペーン
OHBL のウエディングは Beauty & Clever
オーヴルの夏季休暇
8 /13（月）
〜８ /16（木）
となります

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

夏肌におすすめの

BEST COSMETICS

A

美白ケアで一番

美容液

これ一本で徹底美白
UTOWA

ホワイトクリアエッセンス
30ml 8,640円

結果が出ている

アイテムです！

作らせない・作らない

働かせない・追い出す

肌細胞の炎症を防ぎ、メラニン形成を阻害。一般的な美白成
分の１００倍の効果を持つ高純度甘草エキスが、メラニンを作
らせません。さらにメラニン色素の定着を阻害しながら排出促
進させます。ナノサイズ多重層カプセルに全ての高性能機能を

B

集中配合した美容液。
＊化粧水の後、一番にご使用ください。

日焼け止め

肌に優しく紫外線には厳しく
グラスマイデアルUVプロテクション
SPF50＋PA＋＋＋＋
50g

3,672円

国内最高レベルの紫外線防御力を実現したノンケミカルタイプの UV プロ
テクターです。炎天下のレジャーなど、長時間強い紫外線にさらされるシー
ンにもお使い頂けます。ノンケミカルタイプ（紫外線吸収剤フリー）
。
スキンケア成分も配合され、ボディにもおすすめ。

白浮き無し！透明感アップ！

C

化粧下地にもなり、化粧ノリや持ち、フィット感も抜群です。

洗顔フォーム

成分がすごい！泡がすごい！
洗顔フォームPLOSION
160g 4,968円

［成分］１・主成分は天然植物由来成分
肌にストレスをあたえる成分を含まず、必要な成分のみが素肌に届きます。
２・ヒアルロン酸の約２倍の保湿力を持つリピジュアが含まれているため、
炭酸洗顔で、血行促進透明感アッ
プ！くすみが消える方続出です。
すぐに洗い流さず、ゆっくりなじ
ませて、泡を転がすように洗って
ください。

ダメージヘアを洗いながらケア
マイナスイオンの力で汚れを取り
去ります。泡立てたシャンプーは
すぐに流さず、少し置くことでよ
り汚れが浮きやすく、成分もしっ
かりと浸透しますよ！

オーヴル ビューティ アカデミー

り込み汚れをしっかり落とす。弾力性が高いので肌の上を転がり、肌を守
りながら洗える。
［コストパフォーマンス］朝のみ使用であれば、約４ヶ月分！
＊使用前には必ず振ってくださいね。

シャンプー・トリートメント

ご購入＆お問合せ

保湿効果ばっちり。肌の透明感に違いがでる。
［泡］従来の泡に比べ約 40 分の 1 というきめの細かい泡が、毛穴まで入

リ・シャンプー

300ml 2,376円／詰替え用 700ml 4,968円

リ・トリートメント
250g

3,132円／詰替え用 700ml 7,344円

夏の紫外線や、毎日のお手入れやヘアカラーなどによるダメージを外側か
ら内側までケアし、理想的な髪へと導きます。ヘアカラーの持ちもアップ。
肌にも優しく、柔らかくうるおいます。優しいベルガモットの香りなので、
強い香りが苦手な方にもオススメです。

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）

BEST COSMETICS

夏肌スペシャルケアキャンペーン

2018 年 7 月 31 日（火）まで

1,403 円相当プレゼント

A をご購入の方には、

スキンケアトラベルセット（1,403 円相当）プレゼント
A,B をセット購入（合計 12,312 円）の方には
さらに

スキンケアトラベルセット（1,403 円相当）プレゼント

さらに

2,213 円相当プレゼント

Re シャンプーミニ& Reトリートメントミニ（810 円相当）プレゼント

A,B,C をセット購入（合計 17,280 円）の方には
さらに

ポイント
あり

化粧品ポイントカード W ポイント！

3,616 円相当プレゼント

スキンケアトラベルセット ２セット（2,806 円相当）プレゼント

Re シャンプーミニ &Reトリートメントミニ（810 円相当）プレゼント
＊発送の場合も対象
（発送の場合ポイント捺印は対象外） ＊お一人様一回限り
＊サービスの併用はできかねます
＊なくなり次第終了

Wポイント

季節のおすすめキャンペーン
浴衣着付け＆ヘアメイクキャンペーン

4,320 円

浴衣着付け 特別価格

ヘアセット＆フルメイク付
（※浴衣はご持参くださいませ）

2018 年 8 月 31 日（金）まで
夏は祇園祭や花火大会などお祭りが盛り沢山！
想い入れのある浴衣でお出かけしませんか？
洋服のお預かりもご相談ください。

お知らせ

四条烏丸アカデミーで、お顔そりをはじめました！

お肌の明るさが変わります！お顔シェービング
20 分

1,296 円

※ベース、ポイントメイクリタッチ付

お顔そりを1か月から１か月半に1度していただくことで、
メイクののりがぐ
んと良くなりますよ！眉スタイリングと一緒にしていただくこともおすすめで
す！＊電動シェーバーを使用し、
ソフトシェービングをさせていただきます。

※眉スタイリングチケット 1 回分で、適用可。

ポイント
あり

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 2018 年 8 月 31 日（金）まで （全て税込み金額です）

after

before

＊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。

A

ＢＢ分析ヘアスタイルアドバイスレッスン
全て奥田浩子が担当！
120 分 特別価格
クラスレッスン／定員6名

4,320 円
／講師：奥田浩子

７/16（月・祝）11：00〜13：00
７/21 （土） 13：00〜15：00

B

７/22 （日） 11：00〜13：00

いつも同じ髪型になってしまう…自分に似合う
髪型がわからない、長さは伸ばした方がいいの
か、切った方がいいのか…迷う…日々のスタイリ
ング方法を教えてほしい…など、
お悩みはござ
いませんか？奥田浩子がお一人お一人にアドバ
イスいたします！カウンセリングシート付♪

8/ 8 （水） 11：00〜13：00

自分でできる簡単ヘアアレンジレッスン
45 分 特別価格

3,780 円

マンツーマンレッスン／講師：オーヴルスタッフ

期間中随時受付

ショートヘアスタイル、
ボブスタイルの方も大歓迎！

夏に向けて、
簡単アップスタイルをご自身でできるようになりたい方必見！や
ってみたいスタイルの画像をお持ちください！ ヘアアイロンの使い方もご希

※アップスタイルは、
お一人様1スタイルに
限らせていただきます。

望に合せてお教えいたしますよ！簡単アレンジ方法、
スタイリング方法をレク
チャーいたします！

Cトレンドフルメイクレッスン

ひんやり夏肌！ “クズレナイ “メイクテクニックで夏美人！

60 分 特別価格

3,780 円

マンツーマンレッスン／講師：オーヴルスタッフ

期間中随時受付
ご購入＆お問合せ

オーヴル ビューティ アカデミー

ポイントを抑えれば、
簡単にトレンドメイク完成

意外と知らない！？日焼け前、
日焼け後の
対策、美白ケアもレクチャ−いたします！

TEL

C を受講の方には、
肌に潤いとツヤを与えながら
メイクを長持ちさせるスプレー
タイプのローションミスト。

ミスト＆フィックスのミニ
プレゼント

075-223-0300 または 050-1132-8608

メール

info@ohbl.jp

♥

限定レッスン

D

♥

（男性誌 ）

（女性誌 ）
トレンド ＝ 女性ウケ

ナチュラル ＝ 男性ウケ

美容と婚活のプロがタッグを組んだ、本気婚活プロジェクト！
本気で婚活を考えている方へ

婚活向け最強コース 全 5 回

♥

★男性誌、女性誌を比較すると一目瞭然！？男性ウケを本気で学びます！
パーソナルカラー、
ＢＢ分析ファッション骨格診断レッスンで、
まずは自分には何が似合うのかを学んでいただき
、
モテるヘアメイクをレクチャーいたします！プロジェクトの締めくくりは、
特別ゲスト婚活相談所LASO代表

矢野嘉子講師をお迎えしてのランチ会。婚活のポイント、結婚できる人、
できない人の違い、
婚活において自分を
知るコツなど、
ためになる話が盛りだくさんです！本気で婚活したい方、
お待ちしております！

＊全5回 1〜４回目はマンツーマンレッスン 期間中随時受付 ※1回ごとのご受講も受付しております
＊未婚の方限定＆年齢制限なし
＊講師：奥田浩子 他オーヴルスタッフ

1回目 パーソナルカラー 90分(カラー見本帳別) ………12,960円
2回目 ＢＢ分析ファッション骨格診断 60分 ……10,800円

3回目 ヘアスタイリングレッスン 60分 …………… 5,400円
4回目 メイクレッスン 60分
5回目 矢野講師とランチ会

5,400円
………………………3,240円
……………………

■講師

矢野嘉子（ヤノ ヨシコ）

LASO
（ラ・ソ）
マリッジ
メインアドバイサー

以前のセミナーでは、
矢野講師のサポートに
より 祝 ゴールイン
された方続出！結果
の出る本当の婚活がわ
かります！

おまとめスペシャル価格
※2〜４回目 受講ご希望の方（パーソナルカラーを既にご受講の方）

16,200円

5,400円お得！

21,600円

12,960円お得！

………レッスン料合計21,600円→ スペシャル価格
※1〜4回目 全て受講ご希望の方

さらに

………レッスン料合計34,560円→ スペシャル価格

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

075-223-0300 または 050-1132-8608

メール

info@ohbl.jp

エステキャンペーン

顔＆体＆脚
徹底 夏対策！

奥田が
モデルです。

after

before

全て 2018 年 8 月 31 日（金）まで （全て税込み金額です）

A
B
C
S

パーフェクト美脚 30 分

3,996 円
オプション価格 2,378 円
通常価格

足を温めた後、
足のむくみを解消するマッサージと、足裏と膝の角質ケア＆保湿パックを行います。
フットケ

ア専門店さながらの今までになかった極上のフットケア。

透明美白フェイシャル 60分

特別価格

5,400 円

日焼けをしたくない方、
もっと透明感が欲しい方にオススメです！すでに日焼けしてしまった方のフォローケ

アとしてもとてもオススメです。

むくみ排出ボディ 75 分

特別価格

10,800 円

体がだるい、
汗をかいているのに何故かむくんでいる方。原因は体に余分な水分（老廃物）
を溜め込んでいる

かも。
体の余分な水分を徹底的に排出するプランです。
お悩み部分をお聞かせください。

スペシャルフルコース 105 分

特別価格

12,960 円

A,B,Cプラン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

OHBL 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
幸せいっぱいのウエディングをたくさん担当させていただきました。

♥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。

て
心をこめ

成人式のお支度をいたします

ご予約受付中

オーヴルならではの、
バランスと分析で、個性を引き出し、美しくお
支度いたします。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
お着物もお
探しの方には、他にはない着物店をご紹介させていただけます。
も
ちろんトータルコーディネートのアドバイスもいたしますよ。

成人式当日のお支度
★振袖着付＆ヘアメイク…19,440 円
★振袖着付のみ……………12,960 円
当日を美しいお肌で迎えて頂くために
5,000 円相当のエステチケット
プレゼント付き

♥

♥

お申し込み＆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

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。

「旅と青春、そして恋 」
何かを探している時には、旅にでる。

といっても大げさな荷物を持っての旅ではなく、小さくても旅にでるのだ。

いつもの通い慣れた道であっても、旅の気分になれば、気付くことがあるはずだ。
そんな時に見つけた、とある店。

その店のそこかしこに、仕事に対する情熱や信念が感じられて、探しているものがみつかるかもと、何度も何度も通
いつめる。

カウンター越しにみる、店主の立ち居振る舞い、選ばれた器、選ばれた食材、自身の手を見つめる厳しいまなざしや、
うってかわって、はにかんだように見送る笑顔に、私の心は釘付けになる。

何度目かの訪れで、自分の指針を与えてもらったような気がして、身体がすうっと軽くなった。
旅をして、求めていれば、必ずみつかる。ビビッとくることが、きっと、ある。
そんな時私は、いつも青春を感じるのだ。

青春は若い時だけのものじゃない。そんな青春なんて、もったいない。
今は亡き、アメリカのとある詩人が残した言葉。

青春とは、人生のひとときのことではない、心のあり方のことなんだと。
信念は若く、疑念は老いると。
あぁ、恋していたいなぁ。

私はこれからも、青春に恋をしていたいなぁ。

青春を感じながら、人生に恋をしていたいなぁ。

青春を感じられる人と、ずっと一緒にいたいなぁ。

ともに青春をみつけた人と、仕事をしていきたいなぁ。

青春を感じてもらえるような、美容を伝えていきたいなぁ。
何かを探して旅をして、新しい青春をみつけたら、梅雨の合間に晴れわたる青い空を、恋する気持ちで一人、見上げる。
今年もまた、新しい夏が、やってくる。
旅と青春、そして恋。

余計なものは、もう、何もいらない。
OHBL ホームページ

http://www.ohbl.jp/

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

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

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

Facebook

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648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。
＊5月よりご購入商品合計が5,400円未満の場合の送料を648円
に変更させていただいております。何卒ご了承くださいませ。

