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秋のシーズンレッスン
最新アイテム情報

BB 分析 ファッション編
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

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

OHBL 奥田浩子の特別メイクレッスン

秋のシーズンレッスン
ベイクド

シャイ

メイク

Baked shy make
ちょっとくすんだベイクドカラー＝スモーキーカ
ラーをオーヴル流に取り入れることで、控えめだ
けどオシャレな大人女子に変身。ちょっと恥ずか
しそうな笑顔の時も、大胆に笑う笑顔の時も魅力
的に演出します。

日程

9/ 8 ( 土 ) 9/9 ( 日 )

9/12( 水 )

9/15（土） 9/17（月・祝） 9/21（金）

全て１１：００〜１３：００ ご希望の方は、レッスン後に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 15,876 円 早得 14,288 円
■ ブランチ
3,456 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

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 = 30,132円
早得 レッスン料 ＋ 教材セット ＋ ブランチ = 26,384円

（金）
締め切りです。
きましては 8月31日
＊レッスン当日に教材セットをご希望の場合は、
ご購入

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。

すべて今秋の Baked shy make 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： 15,876円→早期申し込み特別価格：14,288円 定価の１０％OFF ＊ポイント捺印除外
プリンシェル
アイライナー
3,672円
育毛効果付きの
繊細アイライナ
ー。
描きやすく、
にじまない逸品。

UTOWA 新色
リップスティック
3,456円
オシャレで使い
やすい旬の新色
をご提案。

プリンシェル
マスカラ
3,888円
育毛しながら美
しい仕上がり&
にじまずにしっか
りとカールUP。

＊色は、
それぞれに似合う色をセレクトいたします＊

MFアーティストカラーシャドウ
2,160円
（簡易ケースつき）

MF アーティストフェイスカラー
（簡易ケースつき）
2,700 円

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
カブキブラシ
（110）
ブラシ
（７P）
（７M）
を
お持ちの方は、
ご持参ください。

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

100

レッスンのお申込み＆お問合せ

毎年年２回、
春と秋に行われる特別メイクレッスン。

7P

オーヴル ビューティ アカデミー

7M

TEL

110

お越しください。

075-223-0300 または 050-1132-8608

メール

info@ohbl.jp

NEW アイテム
多機能美顔器

フェイスケア

超音波＆イオン＆光ケアができる

ポルトゥール ION&SONIC
38,880円
（税込）
重量：１４０g
MADE IN JAPAN

「イオン導出」 ＝ ＝ ＝ ＝＝

汚れ落とし

「イオン導入」 ＝ ＝ ＝ ＝＝

浸透

「超音波トリートメント」＝

リフトアップ

「光トリートメント」＝ ＝ ＝エイジングケア
の４つの機能を搭載した多機能美顔器。

奥田もびっくり！
軽〜くて NO ストレス！効果絶大のすごい多機能美顔器
が登場です！使い方もとっても簡単です★

これ１台で気になる悩みを全て解決！簡単だから続けられる！

イオンの吸着力で通常の

イオンの反発を利用して、

１秒間に１００万回という高速度

光トリートメント（光輝度 LED）
☆赤色 : 肌を活性化させる作用がありま

毛穴に残ったミクロの汚

送り届けます。ビタミン C

せてむくみやたるみを解消し、肌

ハリと弾力をよみがえらせます。

イオン導出

W 洗顔では落とせない、
れを引き出します。コッ
トンに付いた汚れで効果
を実感！

イオン導入

美容液成分を肌深部まで

においては 200 倍の浸透
率を実現すると言われて
います。

超音波トリートメント

の深部マッサージで細胞を振動さ
へ塗布したものの浸透を高めてハ
リツヤをもたらします。

す。肌の奥でコラーゲンの生成を促し、
☆青色 : 殺菌・鎮静作用があります。

皮脂バランスを整えニキビや吹き出物
の無い肌へ導きます。

スペシャルモード搭載 ：イオン導入、超音波トリートメント、光トリートメントを同時に行うことができます。

特典

１０月末までにご購入の方には

＊上記商品が 10％OFF の 34,992 円！
＊超音波トリートメントを行うなう際に必要なゲル
80g 2,160 円相当プレゼント

トータル

6,048 円お得！

＊ご来店にてご購入の場合ポイント捺印あり
ご購入は

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

ヘア＆ボディ＆フェイスケア
ドライヤー

ボディケアもできる！

エレクトロン復元ドライヤー
19,332円
（税込）

重量：715g 温風温度：High 80℃ / Low65℃

なんと！髪を乾かすだけでなく
ボディケアもできる多機能ドライヤーが登場！
風をあてるだけで、リフトアップができるんです！
使っていただくと、すぐに実感できます。

人気のヒミツ３

1：振動気化方式＆低温で
髪を傷めずツヤツヤに

2：遠赤外線で髪や
頭皮ケアもできる

3：ドライヤーなのにフェイス
ケア・ボディケアも可能！

普通のドライヤーと違い、髪の水分を「振動によって飛ばしながら」
乾かします。髪のキューティクルを傷めずに、効率的に乾かすこと
ができ、温度は約 65℃と、通常のドライヤー（90℃前後）より低温
なため、心地よくツヤツヤに仕上がります。これでお風呂上りにド
ライヤーによって汗だくになることはありません。
特殊セラミックフィルターからマイナスイオンと一緒に「遠赤外線」
が放出されており、肌の表面温度を効率的に上げてくれます。スト
レスが増えたり加齢が進むと、頭皮も血行が悪くなり、髪に栄養を
届ける毛乳頭が痩せていきますが、そんな大人の髪や頭皮の健康促
進を、この遠赤外線がサポートしてくれるのです。

年齢とともにくすみやむくみでお悩み部分の顔や首、デコルテにあ
てて、遠赤外線で温めることで、血流を良くし、お顔のリフトアッ
プやくすみケアができます。また、足首や足の甲、太ももにあてる
ことで、冷え性改善を促します。肌ツヤがグーンとよくなります。

特典

１０月末までにご購入の方には

＊フォグスイ（3,132 円）
現品１本プレゼント
（NEW アイテム掲載商品）

＊ご来店にてご購入の場合
ポイント捺印あり

フォグスイも
あわせて使うと
さらにリフトアップ
しますよ♥

ご購入は

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

コスメティック
全身用

顔

炭酸化粧水

フォグスイで
全身うるおいチャージ＆
リフトアップ！

乾燥を感じた時

プレ化粧水として

お風呂上がりの全身に

日焼け後のケアにもGood!

フォグスイ
120g 3,132円

髪・頭皮

耳の上の頭皮に吹きかけ、
少し
もみこみ、
顔とフェイスラインに
吹きかけ、
両手で顔を押し上げ
てみてください。
ググッと引き上
がります！！
炭酸効果でポカポカ、
キメも毛
穴も引き締めてくれます。

ブローローションとして
髪の乾燥に

頭皮の乾燥に

マスカラ

アイライナー

プリンシェル マスカラ
3,888円

プリンシェル アイライナー
3,672円

シルクパウダーを配合し、
セパレート、
ロング、
ボリュームと、
思いどおりの目元を作る1本。
美容液ベースだから、
育毛しながらまつ毛に
やさしさと強さをプラス。
カール力もあり１本
１本をキレイに仕上げてくれます。

細くて弾力もあるため本当に
描きやすい！時間がたっても
にじまず落ちにくい処方。
美
容液成分が入っているので、
メイクをしながら、
目の際の
ケアができる優れものです。

セパレート、ロング、
ボリュームも育毛も
これ 1 本で

アイカラー

•

繊細な目元にうれしい
美容液ベースの
アイライナー

チーク

オシャレでナチュラルな深みと血色を演出
MFアーティストフェイスカラー
2,700円 簡易ケース付き
（黒のケースは別売り540円）

MFアーティストカラーシャドウ
2,160円 簡易ケースつき
（黒のケースは別売り540円）

クール系の方にオススメ
B 208 イングリッシュピンク

クール系の方にオススメ
ME 828 ガーネットブラック

ウォーム系の方にオススメ
S 300 パステルコーラル

ウォーム系の方にオススメ
ME 728 コッパーレッド

MF リフィラブルケース S 540 円
持ち運びにオススメです。
アイカラーなら２色、
チークなら１色が入ります。

リップ

間違いなくイイ色！
UTOWA 新色リップスティック
3,456円
ウトワリップの新作です！どれもこれ
も捨てがたい、
オシャレなのに普段
使いしやすい色が勢ぞろいしました。

ご購入は

オーヴル ビューティ アカデミー

TEL

BR 365 S メロウパーシモン

RS 850 F クラッシィオーキッド

BR 385 S ブラウニーブラウン

RS 870 F バロックローズ

WN 885 S クラレットブラウン

BE 335 M ロゼットベージュ

075-223-0300 または 050-1132-8608

メール

info@ohbl.jp

BB 分析レッスン
ファッション編

自分に似合う服って？
バランスって？

ファッションの
お悩み解決
いたします！

特典

A

B

C

※ 下記の
または
レッスンをご受講の方は、右記の
レッスンが無料になります！
※ 冬のファッションセール（11 月 30 日（金）〜12 月 2 日（日））にて
ご使用いただける２，
０００円の金券をプレゼント
※ 奥田浩子がオススメ！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

A

（全て税込み金額です）

ビューティバランス

BB分析コーディネートレッスン

全てのクラスを奥田浩子が担当！特別価格 10,800 円

持っているお洋服を
チェックして欲しい！方に
おすすめです★

※アドバイスが欲しいご自身の洋服（３パターンのコーディネート）をご持参ください。
（アクセサリーや、靴も可）
クラスレッスン 定員各６名

9 月 1 日（土）１１：００〜１３：００
9 月 2 日（日）１４：００〜１６：００

9 月 5 日（水）１１：００〜１３：００
9 月 7 日（金）１４：００〜１６：００

※洋服を持参されない場合は、コーディネイトのノウハウを具体的に学べます。

気に入って洋服を購入したけれど、何に合わせたらいいのかわからない。いつも同じパター
ンの組み合わせになってしまう。あか抜け感がほしい！小物の合わせ方を知りたい方！必見！
アドバイスが欲しい組み合わせ３パターン（ご自身の洋服）をご持参ください！（ 任意）
お持ちの洋服がよみがえります！

B BB分析ファッション（骨格診断）レッスン
ビューティバランス

全てのクラスを奥田浩子が担当！特別価格 10,800 円

知りたい方、必見！

※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

９月１１日（火）１１：００〜12：30

９月 22 日（土）１１：００〜12：30
お申込み＆お問合せ

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。

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

C BB スタイリングレッスン 7days
ビューティバランス

奥田浩子が 60 分完全マンツーマン
特別価格 10,800 円

新しい自分に似合うを
もっと具体的に知りたい
方におすすめ★

10/６( 土 )〜14 日（日）
※ 9 日（火）
、11 日（木）を除く

■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！

特典

※早期お申し込み割引：上記レッスン料が半額の 5,400 円
■早期お申し込み期日：9 月 15 日（土）

A

B

※ 左記
レッスンもしくは
レッスンをご受講の方は無料
※ 冬のファッションセール（11 月 30 日（金）
〜12 月 2 日（日）
）にて
ご使用いただける２，
０００円の金券をプレゼント
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分析コーディネートレッスン、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。
■お申込みを頂いた方には、事前アンケートのご回答をお願い致します。
■万が一、コーディネートする商品が揃えられない場合は、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。

※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。

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

お得な限定レッスン

全て 2018 年 10 月 31 日（水）まで
（全て税込み金額です）

60分
A トレンドメイクレッスン
4,320
オーヴル チーフアーティスト 小松由抄の

特別価格

円

マンツーマン
全て小松が担当！

今秋のトレンド
「ベイクドシャイメイク」
をお得に学んでいただけます。旬を取り入れるだけで、若々しく
オシャレ度がアップしますよ。
いつも同じ顔じゃつまらない。
もっと楽しく毎日を過ごすエッセンスとし
てぜひご受講くださいませ。専門学校やブライダルの現場で活躍するヘアメイク暦15年のキャリアを
持つ小松が楽しくレッスンいたします。

B トレンドフルメイクレッスン60分
3,780
お得にトレンドメイクを学ぶ

特別価格

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

特典

新色アイテムが消費税無料にて

ご購入いただけます。

）
（コスメティックページ掲載の６点が対象商品です。

上記内容を、
もっとお得に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。
）

イベントが多い季節にピッタリ！

ヘアメイクキャンペーン
結婚式や二次会などのお出かけの機会が多い季節。オーヴルでヘアメイクをしてお出かけ
されませんか？オーヴルが得意とする、顔分析やパーソナルカラー学に基づいて担当させて
いただきます。証明写真用やお見合い、婚活パーティ前にもぜひお立ち寄りください。

4,320 円
フルメイク通常価格 3,240 円

ヘアセット通常価格

学割

ヘアとメイクをセットにすると
特別価格

5,400 円

プラス料金で
振袖（12.960 円）
、
＊留袖（6,480 円）
、
＊訪問着（7,560 円）の着付けのご予約も承ります。
＊
お太鼓結びになります。

学生証のご提示をいただきますとヘアメイクセット料金が更に

ご購入＆お問合せ

オーヴル ビューティ アカデミー

エステキャンペーン

TEL

10%OFF！

075-223-0300 または 050-1132-8608

夏のおつかれ肌におすすめのオプションメニューです！

夏の黒ずみサヨウナラ

メール

info@ohbl.jp

2018 年 10 月 31 日（水）まで
（全て税込み金額です）

超音波で根こそぎ汚れオフ＆たるみ改善！

ディープ OFF＆リフトアップ 15 分
特別価格

2,376 円

いつものメニューに取り入れていただけるスペシャルケアが
登場！鼻の毛穴や黒ずみがスッキリしたい！ゆるんだ肌も引
き上げたい方にオススメです。超音波により、肌の汚れを取
り去り、
さらに最強のリプトアップをご体験ください。

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 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のお支度を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。

て
心をこめ

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。

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。

「 優しい気配 素敵な気配 」
ちょうど 7 年前の、初夏の頃から冬にかけての出来事であった。
毎晩自宅のリビングで一人になると、気配を感じる。
それはぞっとするような気配ではなく、なんとなくあたたかくて、ふんわりと包まれるような気配であった。
その気配は半年ほど続き、次の年になったとたん、すうっ〜と消えてなくなった。
仕事の移動中によくあることだが、イヤホンを耳にして終着駅になっても気がつかず寝入っている若者に、
お節介かもと思いながら肩をたたいておこしても、恥ずかしいのか、びっくりするのか、一度もお礼を言われ
たことがない。( まっ、別にいいですけどね〜。笑ちょっと怒 )
若者よ、イヤホンをはずして、気配を感じよ。もう、起こさないよ、と思う中年オバさんの私である。
気配を感じることは、大切なことである。
気配を感じるには、静かな心を維持し、柔らかい心でいて、音や空気の流れを感じとろうとする事であると思う。
自分の体が騒がしかったり、硬い心だったりすると、気配を感じる事はできない。
私は、気配を感じられるような人でいたい。
今夏は地震からはじまり、豪雨に台風、熱帯夜と、自然の猛威を感じる夏であった。
この DM を皆様のお手元にお届けする頃には、少しでも、秋の気配を感じられるであろうか。
今秋のメイクアップのテーマは、「Baked shy ベイクドシャイ」
ちょっとくすんだベイクドカラーをオーヴル流にデザインして、控えめだけれどモード感あふれるメイクを
お届けします。私の人生にかけている⁉ “ヒカエメ” というキャッチフレーズを、メイクアップで秋らしく
新しく表現して、秋の素敵な気配を、皆様に感じていただければと思っております。
7 年前の出来事、あの気配は亡き母だったのだと後になって気がついた。
寝たきりになってから 9 ヶ月後に母は逝ったが、その後も半年間、気配となって私のそばにいてくれたのだ。
そして、次の年にかわる頃、本当に安心して、旅立って逝ったのだろう。
気配を感じられるような人として、これからも生きていきなさいよ、と、
優しく、あたたかい気配を残して。
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。

