春よ来い

オーヴル

春のキレイよ もっと来い

NEWS Coral water
コーラル ウォーター

もっと軽く、
そして透け感のあるツヤと透明感が、今春のメイクをおし

ゃれに見せるポイントです。
それぞれに似合うコーラルカラーを使用

2019 年 spring

して、大人っぽさとヘルシーさのある旬顔をレッスンします。

日程

★

4/6( 土 ) 7( 日 ) 13( 土 )
★

毎年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。

14( 日 ) 16 ( 火 ) 17( 水 )
全て１１：００〜１３：００
★マークの日は、レッスン後にブランチをご
一緒に♪の日程です。ご希望の方は是非ブ
ランチもご参加くださいませ。ブランチは
１５:３０ごろ終了予定

BB分析

似合う布地と
着こなしテクニック
クラスレッスン
全て奥田浩子が担当

＊似合う布地の手帳付き（オリジナル）
＊BB スタイリングレッスン無料
受講料 10,800 円

早得受講料 5,400 円
＜早期申し込み特典＞

上記 BB 分析レッスン受講の方は

下記の BB スタイリングレッスンが
奥田浩子が 60 分
完全マンツーマン
受講料 10,800 円

アーティストカラー
ペンシル
ペンシル2,808円×
２色＝5,616円
チークにもアイシャ
ドウにもリップにも
使える万能ライナー
です。

すべて今春のレッスンに
かかせない新しいアイテムです！

教材セット内容

通常価格合計： 12,636円→

早期申し込み特別価格：11,372円
定価の10％OFF
＊ポイント捺印除外

シーズンだけの特別
プロ用のスキンケアを
ご紹介いたします。
お楽しみに♡

UTOWA 新色
リップスティッ
ク3,456円
フレッシュな旬
の春色です。

アーティスト
フェイスカラー
2,700円
シアーで、上質
な透明感を演出
してくれます。
MFペンシル
シャープナー
864円
購入したて
のように美し
く削れます。

＊色は、
それぞれに似合う色をセレクトいたします＊

＜早期申し込み特典＞

3月15日（金）
締め切り

＊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。

早得受講料 5,400 円

（＊上記 BB 分析レッス
ン受講の方は無料）

カラー別の着こなしテクニックと自分にあう
布地を知ることが必須です。あなたが迷う
ことなく垢抜けるテクニックを、レクチャー
します。

自分だけの似合う布地手帳を
作成します！

シルク

カシミヤ

etc…
アルパカ ポリエステル

■レッスン日時

3/23( 土 ) 26 ( 火 ) 29( 金 )
11：00 〜 13：00

24( 日 )

※ご希望の日時をお知らせください。

特別優待

■ 受講料
通常 10,800 円 早得 8,640 円
■ 教材セット 通常 12,636 円 早得 11,372 円
■ ブランチ
3,800 円

さらなる魅力を引き出すには、パーソナル

11：00 〜 13：00 / 14：00 〜 16：00

3月15日（金）
締め切り

料金一覧（全て税込み金額です）

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 = 27,236円
早得 レッスン料 ＋ 教材セット ＋ ブランチ = 23,812円

もっとおしゃれになりたい！

春のシーズンレッスン

ビューティバランス

年齢に合わせて似合う服を
アップデートし続けるコツを
学びましょう！

全て税込金額です

もっと自分を知る新レッスン

OHBL 奥田浩子の特別メイクレッスン

春のレッスンと言えばコレ！

美

OHBL の

無料！
！

私のキレイがみつかる
魔法の着こなしルール

BB スタイリング
レッスン７days

となります。

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。

■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

オーヴル

が、強制的な販売は一切ございません。
■お申込みを頂いた方には、事前アンケー

お問合せ・お申し込み

トの回答をお願い致します。

オーヴル ビューティ アカデミー

■万が一、コーディネートする商品が揃え

TEL

られない場合は、お申込み後にお断りする

メール

075-223-0300 または 050-1132-8608
info@ohbl.jp

open 11:00〜19:00

定休日 木曜日

〒604-8142 京都市中京区西魚屋町600ブリーズ・ビル4F
一般社団法人JMPA認定校

オーヴル ビューティ アカデミー
オーヴル ビューティ サロン

場合もございます。
何卒ご了承くださいませ。

＜早期申し込み特典＞

3月31日（日）
締め切り

4/20( 土 )〜28 日（日）

※ 22 日（月）
、25 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。
■場所は大丸北側のアカデミーで
行ないます。

OHBL
BEST
COSMETICS

全て税込金額です

限定 30 名様

リッチオイルをご購入の方にプレゼント♡
※メイクがしやすい A4 サイズの
ミラーをプレゼント！
折りたたみもできて使い勝手も
good ！

最高のツヤ ハリ 弾力

OV リッチオイル アドバンス

ふっくら、しなやかな上質肌へ導く、
最高のビューティオイルです。
乾燥でお悩みの方に必須です！

アーティストがレクチャーいたし
ます。旬を取り入れることで、オ
シャレ度アップ間違いなしです！

マンツーマンレッスン

＊プレゼントはなくなり次第終了

さい。

ヴィザージュ フェイスパウダー
ずっと触れていたい肌へ

８種の NEW オイル

の欠陥を自然にぼかし、時間が経ってもく
すみ・ヨレが起こりにくい処方になりまし

★カカイナッツ油★バオバブ種子油

フィトステロールズ・油溶性ビタミン C 誘導体・
カニナバラ果実エキス

ヴィザージュフェイスパウダー
14g 4,320 円
ビスクベージュ

バックナンバーは

http://ohbl.blogspot.jp/

よりご覧いただけます。

「 美容のコトバ 」

た！美肌に見せてくれる逸品です。

＊ウォーム系の方にオススメ

ohbl̲ohbl

奥田浩子のBeauty Memories

以前よりもさらに肌なじみが良くなり、肌

★ハイブリッドサフラワー油★ローズヒップ油

オーヴル

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

り、自然でなめらかなツヤ感が特徴です。

★グリーンナッツ油

※ 春の教材商品が
10％OFF にてご購入
いただけます。

※ご希望の日時をお知らせくだ

2 色になりさらに最高の質感へリニューアル

★アボカド油★ホホバ種子油★ツバキ種子油

OV リッチオイル
アドバンス
30mL 12,960 円

特典

特別価格 60 分 3,780 円

メイクアップミラー サイズ : H270mm×W185mm ×D20mm

7 種類の厳選したパウダーのブレンドによ
★…

4 月末まで

今春のメイクポイントをオーヴル

＊ポイント捺印あり

OV リッチオイルが
リニューアルしました！
れるようにしっかりなじみます。

春のトレンドメイクレッスン

＊お一人様１回限り

６種類→８種類のオイルを配合に！

今までより、さらに浸透性に優れ、肌に吸い込ま

限定
レッスン

気軽にトレンドを学びたい方へ

2019 年がスタートし、今年はわが娘もオーヴルで支度をして、無事、成人式をむかえた。式を終え帰

カラーレス

＊クール系の方にオススメ

宅した娘が、
「ママ、ホンマにありがとう。うれしかった !」の一言に、ほどよい湯かげんの温泉につかっ
たような、まったりとあたたかい気持ちがひろがった。

86 歳になる独り暮らしの父と一緒に夕飯を食べ、一人暗い夜道を帰る時に理由もなく、なぜだかいつも、

Wedding & 成人式

泣けてくる。そんな時、ずっと愛読している小説家が書いていた言葉が頭をよぎり、少し、気持ちが楽
になる。「愛情あふれて育ててくれた親に感謝の気持ちはつきない。けれど、人は親のために生きてい

るのではない。そして、愛情あふれて子供を育ててきた親も、子供が自分のためだけに生きていくこと
など、決して望んではいない。」

仕事の最中に、「ちょっとだけ細くして、少しだけ右にずらして、もうちょっとだけこの色をたして。
」
などと思うことがよくあり、ほんのちょっとで何がかわるのか、ほんの少しに意味があるのか、と悩む
ことがある。けれど、私が尊敬し憧れる世界的アートディレクターの石岡瑛子氏の言葉を思い出すと、
俄然、勇気がわいてくる。「ほんのちょっと、にこそ、こだわりがあるのよ。ほんのちょっと、の意味
がわからない人には、クリエイトすることはできないのよ。」
その人のその言葉で、幸せな気持ちになることがある。
その人のその言葉で、救われることがある。

その人のその言葉で、勇気がわいてくることがある。
＃成人式
＃ヘアメイク着付けを担当させていただきました
＃今年は奥田も母の顔

娘も無事成人しました

UPDATE

早いもので、2004 年から「OHBL オーヴル」としてスタートし、今春で 16 年目に突入する。オーヴ
ルはこれからも、誰もが幸せな気持ちになるような「 美容のコトバ 」を、自分たちの手指を使い、発

信していきたい。その人の魅力の引き金をひく存在でいたい。すこしおまけに、ユーモアもとりいれな
がら。

さて、今年は初夏の頃に、新しい場所で、新しいオーヴルをお届けできそうです。皆様には、また、あ
らためてお知らせいたします。

さぁ、その前に、まずは、「春」がやって来る！
＃OHBL のウエディングは「 Beauty & Clever 」最高の美しさのご提案
と賢者になる為のノウハウを全力でサポート致します

どうぞ、皆様、冬眠から目覚めて、顔と心の更新を、オーヴルで。

