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クリスマスキャンペーン

限定レッスン＆エステキャンペーン
新春特別講座 糀（コウジ）で美活
OHBL のウエディングは Beauty & Clever
年末年始のお知らせ
2018 年は 12 月 27 日（木）まで

＊定休日ですが OPEN いたします！

2019 年は 1 月４日（金）からスタートいたします

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

クリスマスキャンペーン
（火)
（土）〜12月25日
12月1日
★プレゼントがなくなり次第終了

（全て税込み金額です）

上記期間中ご購入商品の合計金額が

8,640 円以上

の場合

持ち歩きにも便利！
大人の品ある手元をつくる
『うるうる美ハンドクリーム』
プレゼント♥

上記期間中ご購入商品の合計金額が

10,800 円以上 の場合

さらに以下２点もプレゼント♥

『もちもち目元シート』

目元専用成分で、潤いを集
中的に補給していくジェル

ーズの
リーロ
タ
ー
ウォ
♥
な香り
ほのか

しっとり柔らかいベルベットのような質感に。
し
なやかな手肌に保つハンドクリーム。植物性成

分を中心とした保湿・エモリエント成分が指先ま

でしっかり整えます。

シート。

『高保湿ゲルマスク』

まるでゼリーを貼り付
けているようなぷるぷ

るマスク！保湿だけで
なく、
エイジングケア
対応の贅沢処方。

ウトワのスキンケアに

配合されている優しい

どちらも ハリ、弾力を期待できる逸品です♥

成分がたっぷり含まれ

ているので、顔と同じ

ように、手元を優しく
ケアできますよ♥

★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 1 回限り

OHBL
BEST COSMETICS

（全て税込み金額です）

ターンオーバーが鍵になる

美肌をキープするコツは
新商品

No.

これはすごい！
美を叶えてくれるシンデレラクリーム登場！

1

エイジングクリーム

ぜひ使ってほしい！

ジ アルティメイトクリーム No.19

奥田イチオシの

30g 16,200円

塗布10分後に90%の人が、
ハリやリフトアップ効果を実感！

新商品です！

深いうるおいが翌朝まで持続し、
ハリと透明感あふれる素肌

へ導きます。5種類のヒアルロン酸、3種類の幹細胞、10種類

のペプチド、3種類の美白成分、1種類のリフトアップ成分を
配合。

お肌の悩みを助けてくれる
総合美容液
EGF 美容液

売れてます！

No.

アルティメイトエッセンス 30ml 12,960円

2

やけど治療など皮膚再生分野で成果をあげてい

るEGFがたっぷり配合されている美容液。大人
の悩みをこれ一本でサポートしてくれます！

オーヴルでは販売台数60台を突破！
ポルトゥール
（美顔器）
との相性も抜群ですよ。

乾燥肌の救世主♥

ロングセラー

No.

オイル美容液

3

OVリッチオイル

30ml 12,960円

6種類の植物オイル※の効果でふっくらした柔らかな肌に蘇る

オイル美容液。乾燥によるゴワつきやザラつきを解消します。

※小麦胚芽オイル/ローズヒップオイル/ツバキオイル/アボカ

ドオイル/サフラワーオイル/ホホバオイル

クリスマスキャンペーン期間中に
上記商品のうち、２点まとめてご購入 の場合 （同じものを２点でも！）

プレゼント♥
さらに 『EGF配合のハンド＆ボディクリーム370g』
EGF+１２種類のナチュラルエッセンス配合

「保湿」
＋
「再生」
を目的としたプロ処方で、
ワンランク上の素肌に
導きます。嬉しいポンプ式で、
より手軽にケアできます。

内容量３７０gとびっくりのたっぷりサイズです！

さらに！
上記２点で10,800円以上のため

左ページのクリスマスプレゼントも全てゲット！！
合計４点

TELまたはメールにて
TEL

open

商品の発送も承っております

075-223-0300 または 050 -1132-8608
11:00〜19:00

メール

info@ohbl.jp

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。）

お得な限定レッスン

全て 2019 年 1 月 30 日（水）まで
（全て税込み金額です）

オーヴルメソッド！

パーソナルカラー診断＆顔分析によるメイクレッスン

A

お得に似合う色を学ぶ

パーソナルカラーレッスン60分
半額キャンペーン

＊通常 21,600 円のところ
特別価格

10,800 円

※ノーメイクの状態で終了しますので、
ご自身のメイクポーチをご持参ください。

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

パーソナルカラーとは、
その人がもっている肌の色、髪の色、瞳の色などと調和する色のことを
いいます。
ノーメイクの状態になっていただき、1枚1枚ドレープ
（診断するための布）
を当てて
診断していきます。 ※色見本帳、
メイクはついていません。

B フルメイクレッスン45 分

自分に似合う冬のトレンドを取り入れる

＊ポイントメイクを中心にレッスンいたします。
特別価格

3,240 円

期間中随時受付

マンツーマンレッスン／講師：オーヴルスタッフ

オーヴルが得意とする、顔分析とカラー学に基づいて、
チークやリップなど確実に似合う色をご
提案し、
あなたに似合うトレンドを取り入れたポイントメイクのバランスをレッスンいたします。
※担当の指名はお受けできかねます。

特典

パーソナルカラーをまだ診断されていない方は、A.B まとめてのご受講 がおすすめ！
＊A,B まとめて受講の場合

合計 14,040 円が

105 分 12,000 円

にて受講いただけます！

C 簡単ヘアアレンジレッスン45 分
不器用な方でも大丈夫！自分でできる

特別価格

3,240 円

マンツーマンレッスン／講師：オーヴルスタッフ

2,040 円お得です。

基本１スタイルのみレッスンいたしま
す。長さによっては１スタイル以上の
レッスンを行う場合があります。

期間中随時受付

忘年会やクリスマスパーティーなど、
お出かけする機会がふえるシーズンに向けて
自分でできるヘアアレンジレッスンです。
ボブの方、
ショートの方はイメージチェンジの方法をレッスンします。
なりたいスタイルの写真や
画像をご持参ください。

お問合せ・お申し込み

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

新春 限定講座

（全て税込み金額です）

糀で身体の中から美白ケア
はじめましょう！

糀（コウジ）のスペシャリストに学ぶ

糀で肌もカラダもトータル美活講座
特別価格

5,400 円

定員８名

冷え対策にも◎！

＊糀 100 グラムのお土産付き

２０１９年 1 月 13（日）１１：００〜１２：３０
（内容）
塩糀のワークショップ
自家製甘糀の試飲タイム
糀の基礎知識
糀調味料の使い方＆毎日の活用方法
腸活の必要性
腸活と美肌の関係性 など
米の花と書いて「糀」、米から作られた糀を使った糀は美肌づくりのもと、腸活に欠かせま
せん。糀がなぜ良いのか？どんな働きをするのか？という知識と、毎日、糀を食卓に取り入
れるための、塩糀、醤油糀、甘糀という基本の糀調味料、家庭で簡単にできる作り方、
活用方法などもご紹介いたします。糀の魅力をワークショップとともに楽しみましょう。

新春 限定レッスン

日本糀協会認定講師
糀エヴァンジェリスト（伝道師）
三田 加代子（さんだ かよこ）
糀料理教室や糀基礎講座を行っている
糀のスペシャリスト

クラスレッスンのみ
奥田浩子が担当します！

新しい年は、新しい自分に！

開運 2019 年 美運BB メイクレッスン
担当講師：奥田浩子

クラスレッスン／120分／定員各6名

特別価格

3,996 円

2019年
1 月1 6 日（水）
１月２０日（日） 全て11：00〜13：00
１月２６日（土）
２月 ２ 日（土）
マンツーマンレッスン／６0分／講師：オーヴルスタッフ

♥ 受講者の方全員に ♥
『美運パウダー』をプレゼント♥
質感抜群の奥田おすすめオリジナル
パウダーです。メイクの仕上げに使
用するだけで、美肌も美運も UP♥

2019 年 1 月 4 日（金）〜30 日（水）まで
随時受付

特別価格

3,240 円

顔は十人十色。本当にいろいろな特徴があります。いくらトレンドのメイク商品を使っても、自分の特徴を知らなければ、いつまでたっても自分の
顔を美しくメイクアップすることはできません。目に関して言えば、二重まぶたか一重まぶたか、大きいか小さいかだけではなく目のフレームがど
んな形をしているのか、離れているのか、寄っているのか、などを明確に理解していないと美しい目元を作ることはできません。あなたのビューティ
バランスの整え方をわかりやすく解説し実践します。自分自身のビューティバランスを知り、201９年最も美しい顔になるメイクアップを学びません
か？

お問合せ・お申し込み

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

Aディープ OFF＆リフトアップ 15 分
大好評につき、レギュラーメニューに決定！

2,700 円

＊一ヶ月以内のご予約で２０%OFF 対象
（2,700 円→2,160 円になります）

今秋にオプションメニューとして登場し、
あまりの仕上がりの良さに、
レギュラーメニューになりました。
超音波効果で、
一度でつるんつるんになり、
お顔もググッとリフトアップいたします！汚れもしっかり落とすので、
一皮むけたような美しいお肌に導きますよ。

販売台数

60台突破！

使用しているのはコレ！
超音波＆イオン＆光ケアができる多機能美顔器

たくさんの方にご愛用頂いている、
大ヒ

ポルトゥール ION&SONIC
38,880円
（税込） 重量：１４０g

B

この冬おすすめ

ット美顔器を使用したお手入れです！

MADE IN JAPAN

奥田もスタッフも愛用中♥

2019 年 1 月 30 日（水）まで

ヒートマット / 高濃度炭酸ケア
半額キャンペーン うれしい

通常価格 2,160 円

1,080

♥
半額

どちらも特別価格
円
＊ボディメニューをご予約の方のみ対象

after
→
＊高濃度炭酸ケアにて

before

身体を芯から温め老廃物を出してくれるヒートマットと、代謝促進や痩身効果、
冷え性改善にもなる高濃度炭酸のケアが、
なんと半額に！
今やりたいケアをお得に受けていただけます。

エステのご予約は

お支度キャンペーン

オーヴル ビューティ サロン

TEL

075-231-9008

メール

info@ohbl.jp

大好評につき、年末まで期間延長！ 2018 年 12 月 27 日（木）まで

ヘアセット＆フルメイク 5,400 円キャンペーン
忘年会や結婚式、二次会など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お支度させてい
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

ヘアとメイクをセットにすると

5,400

円
特別価格
＊2,160 円もお得！

お着付けをご希望の場合は、プラス料金にて承ります。

＊振袖（12.960 円）
＊留袖（6,480 円）
＊訪問着（7,560 円）

※営業時間外の場合は早朝料金として、1 時間あたり 1,080 円頂戴いたします。

ご了承くださいませ。
※留袖、訪問着はお太鼓結びとなります。

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

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前撮りのお支度を担当させていただきました

様々なシチュエーションで撮影できるのは、前撮りだからこそ ! ですね。
ロケーション撮影やスタジオ撮影など、すべての美容のお支度とアテンドをさせて
いただきます。あなたの最高の美しさをトータルコーディネートいたします。
いつでも♥どんなことも♥♥ご相談くださいませ。

♥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。

お問合せ

オーヴル ビューティ アカデミー

TEL

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いただ
きます。お気軽にご相談くださいませ。

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。

「 美容のフォーチュン 」
日本の正統派エレガンススタイルの基礎を作り、育てたファッションデザイナーが 88 歳で亡くなった。
その人は、「これ見よがしなのがイヤ。大切なのはバランスとリズム感。
」と話した。

美容においてのこれ見よがしとはなんだろうと思い巡らしてみると、塗りすぎ、付けすぎ、描きすぎ、につきると思う。
また、美容においても同じく、バランスとリズム感は大切だが、それに強いてつけ加えるなら、肌質感も、重要である
と思う。

私は少しでも時間があれば、百貨店の化粧品フロアをめぐることをライフワークとしているのだが、いつもながら、
女性たちが美しさを求めてメイクカウンターの前に座っていることの多さに圧倒され、勇気づけられ、そしてなお、
挑む気持ちでいっぱいになる。カウンター越しにビューティアドバイザーと話す様子には国境など全くなく、
ただただ、自分の未来の美しさを求める気持が溢れている。そんな女性たちに美容を提供するプロとして、
テクニックや知識をしっかり伝えることはもちろんだが、他にも決して、忘れてはいけないことがある。

今は亡き、偉大なるファッションデザイナーが服作りで最も大事にしたのは「愛を込めること。
」
「生地を愛せば、
生地がこうして欲しいとささやく。偽りのない気持ちで作った服の良さは、着る人、見る人に必ず伝わる。
」

それが信条であったそうだ。また、日本の若者に伝えたいことを尋ねると、
「トイレで手を洗ったら、次の人のために
洗面台を拭く事。」と即答されたそうだ。

私はもう、決して若者ではないのだから、自ら次の人のために洗面台を拭くだけではなく、

「拭いてあげてね。」と、伝えていくことをしなければならないと、強く、思う。
そして、伝えていく自分になるためには、自分を律することが必要なのだとも。

その人に伝える何か。それを提供するには、愛がいる。美容という仕事には、特に、手指から伝わる愛が必要だ。
３５年前、私が開けたフォーチュンクッキーの中には、心から望んでいた「美容」の文字の紙きれがはいっていた。
その紙を今もなお、胸元のポケットに入れたまま、嬉々として、歩いていこう。

その人が望む美容のフォーチュンの歩幅にそいながら、愛をもってこれからも、さらに歩き続けよう。

お知らせ

どなたでもご参加頂けます。ぜひお立寄りください♥

京都高島屋店にて

奥田がコートを着こなすためのトータルバランスをトーク＆実演いたします。

11 月 24 日（土）

①１４：００〜１４：３０ 会場 ２階キャリアワールドエレベーター前特設会場
②１５：３０〜１６：００ 会場 ３階下着売場前特設会場
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

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

mail

info@ohbl.jp

Facebook

http://www.facebook.com/ohbl2004
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。）

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

http://www.ohbl.jp/

open

エステ
オーヴル ビューティ サロン

OHBL ホームページ

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。

