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Ｔｉｐｓ
寿命の研究をしている博士との
コラボレーションで出来上がった美容液

Ｔｉｐｓ

天然生ビタミンＣを８％高配合
透明感のある肌に

植物由来の１８種類のアミノ酸を配合

若返りと美肌効果の高いビタミンＣは体内

にアミノ酸がはたらきかけることによって生成さ

でつくることは不可能なので食事で補う必

れます。また、アミノ酸は新陳代謝を正常にし肌

要があります。でも、食事で摂取したビタミ

のコンディションを非常に良くする効果に優れて

ンＣが体で活用されるのは目・肝臓・心臓く

います。肌の奥の水分が理想的になり、肌表面の

らいまで。ビタミンＣの効果は残念ながら肌

ターンオーバーがスムーズに行われることによ

までは回ってこないのが現実です。

り、肌の調子がとても良くなります。

そこで、肌には肌用のビタミンＣをつける習
慣を。パワーＣは、天然生ビタミンＣを酸化

パワーＣエッセンス 7,000 円（税抜）／20 ㍉

肌のハリを保ってくれるコラーゲンはビタミンＣ

Ｔｉｐｓ

３

させずに安定化させている、他に真似できな

配合したのは肌に必要なものだけ

い美容液です。肌に一番効果があるといわれ

ノンオイル・ノンウォーター・ノンアルコール・

ている８％を配合。

無香料・無着色・無防腐剤です。肌につけたいも

シミ・そばかすが目立たなくなり透明感のあ

のだけ「ギュ」とつめてできるだけシンプルにつ

る肌にしていきます。

くりました。
朝は予防・夜は回復。１～２プッシュ朝晩必ずつ
けましょう。

＜美のスペシャリストの皆様のご感想＞
＜コスメクリエーター＞

２

＜ﾒｲｸｱｯﾌﾟｱｰﾃｨｽﾄ＞

＜エステティシャン＞

＜スキンセラピスト＞

仕事 柄色々な美容液 を

パワーＣを撮影のときに

パワーＣの効果に驚いて

シミがほとんど分からない

試しますがパワーＣみた

モデルさんに使うと肌が

います 使い始めたお客

うすさになりました 小じわ

いな美容液は初めてで

撮影終了まで潤って乾き

様のお肌が安定し着実に

も目立たない様になりまし

す。プライベートの美容液

ません こういう美容液は

綺麗になってくるのがス

た

はパワーＣを使っていま

初めてです スタッフも全

ゴイと思います

果・・・！コストパフォーマ

す。

員驚いていますよ

この値段でこの効

ンスの高い美容液です
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高級コスメサンプル プレゼントのご案内

パワーＣエッセンスをもうお試しです

月 日 か ら 月 日 ま で に パワ ー Ｃ エッ セ ンス を ご購 入 の 方に 冬 のお 手 入れ に 最 適な オ ーバーナ
イトスキンレスキューをプレゼント パワーＣエッセンスとも相性ピッタリ 詳しくは裏表紙を！

大絶賛の美容液

「冷えは万病の元」といいますが・・・・・本当です
冷え性は体に様々な不調をもたらします。頭痛・めまい・肩こり・手足のしびれ・胃のもたれ・生理痛・不妊・疲労感・動悸・不眠症・肌荒れ・シミ
対処方法＞
などたくさんあります。そして冷えのタイプも様々。みなさんはどのタイプ？
＜対処方法
＞
①「気」がたりない「気虚」タイプ
「気」とは、目に見えない力、エネルギーです。元気とか気分が良い
とか「気」というのは人間のエネルギーの状態を指します。温めるエ
ネルギー（陽気）が不足すると熱を生み出す力が弱まり寒さに対して
の対抗力が減るので体が冷えやすくなるのです。
②気が逆上している「気逆」タイプ
「気」は普通上から下へ流れますが、このタイプは血や気の流れが悪
くなることで、気が下から上に上昇してしまいます。頭に気がたまっ
てスムーズに体内を流れなくなります。顔や上半身はのぼせたりほて
ったりするのに下半身が冷えている状態になります。

＜全タイプの対処方法・食事＞
全てのタイプにいえるのが、食事の見直
しです。体は食べたものでつくられてい
ますので冷え性のひとつの原因は長年の
食事が大きく影響しています。まずは、
陰と陽のバランスをとってくれる中庸の
食品を食べることを心がけましょう。
中庸の食品（玄米・雑穀・精製していな
い穀物・とうもろこし・カボチャ・人参・
キャベツ・サツマイモ・たまねぎ・国産
レモン）＊季節のものを選んでね

＜全タイプの対処方法・
運動とトリートメント＞
「あおり歩行」という早歩きをおすすめ
しています。歩いている方は肩こりが軽
減し、脚が引き締まり綺麗になってきて
います。歩きは人間の基本で量より質で
す。かかとから着地し親指で蹴る歩き方
です。詳しくは「毒だし道場」へどうぞ。
そして、エステでのトリートメント。個
別の体質やその日の体調に合わせてボデ
ィのオイルやフェイスのコスメを変えま
す。体質や肌質が変わる方がたくさんい
らっしゃいます。

③血が足りない「血虚」タイプ
血とは血液のことで女性にとっては大きな影響を受けるものです。ち

＜やってほしい事＞

＜タイプ別対処方法＞

ょうど貧血のような症状のことを指し体に栄養を運ぶ血が不足し、末

冬とは１１月７日頃から２月４日頃まで

①「気虚タイプ」朝食は食べましょう。玄

端の血管に届かない状態です。そのため体の動きも悪くいつも顔色が

の時期をいい、寒さから身を守り春に備

米粥などもおすすめです。

さえません。

えてエネルギーを蓄える事が必要です。

②「気逆タイプ」ストレスをためない。ス

特に「腎」を養う黒いご飯はいかがです

トレッチをすると良いです。

④血のめぐりが悪い「お血（おけつ）
」タイプ

か？

③血虚タイプ」朝食抜き・目や脳の使いす

お血とは血液がドロドロして、流れが悪くなっている状態のことです。

◎洗米した玄米に黒米を入れ（玄米１合

ぎ・夜更かしは血虚の原因です。ドライフ

血液がドロドロしているため血液による栄養補給や老廃物の排出がで

につき黒米大さじ１～２）浸水させたら

ルーツ・ナッツ・黒米を食べましょう。

きなくなり、手足の毛細血管に血が流れにくくなって冷えを感じます。

乾燥した黒豆を大さじ１～２入れます。

④「お血タイプ」湯船にしっかりつかりま

理想は一晩浸水させることですが、１時

しょう。ウォーキングは必要。生姜・ニン

⑤水の流れが停滞「水滞」タイプ

間位でも美味しく炊けます。＊黒豆の種

ニク等の辛味野菜を！

冷たい飲み物、食べ物の摂り過ぎの他、水分代謝の異常や胃腸機能の

類によって硬い場合があるので浸水時間

⑤「水滞タイプ」水分や果物の摂り過ぎに

低下により起こります。水分過多によって体が冷える状態です。

を調整して下さい。

注意！運動で汗をかきましょう。

ＫＡＴＯ
アナジュール

2012 年
秋･冬号

ＳＨＩＮＢＵＮ

冬のシーズントリートメン
つきイチ

月１ ＢＯＤＹトリートメント♪
2013 年 1～2 月限定

保湿・代謝促進を目的とした冬
におすすめのスペシャルなトリ
ートメントを２ヶ月限定で行いま
す。このトリートメントでこの冬誰
よりも綺麗で艶やかなお肌でお
過ごしください。１月においでの
お客様には新春のお年玉チケッ
トをご準備いたしました。是非ご
利用下さい。
＜60 分コース ８,000 円（税抜）＞
税抜）＞
① スチームの
スチームのクレンジングで
クレンジングで入念な
入念な汚れおとし
② お肌をなめらかにする角質
をなめらかにする角質ケア
角質ケア
③ うるおいパック
うるおいパック
④ 世界的アロマセラピスト
世界的アロマセラピストの
アロマセラピストのイヴテイラーが
イヴテイラーがブレン
ドしたアロマオイル
したアロマオイルをこの
アロマオイルをこのトリートメント
をこのトリートメント用
トリートメント用に特
別にご準備
にご準備 血流をよくして
血流をよくしてハリ
をよくしてハリを
ハリを出すエイジン
グマッサージをお
グマッサージをお楽
をお楽しみに♪
しみに♪
⑤ 仕上げの
仕上げのトリートメント
げのトリートメント
＜90 分コースコース 12,000 円（税抜）＞
税抜）＞
90 分コースは
コースはアンチエイジング効果
アンチエイジング効果の
効果の高いうるおい
パックに
パックにチェンジ。
チェンジ。気持ちいい
気持ちいいヘッドマッサージ
ちいいヘッドマッサージで
ヘッドマッサージで頭
皮を引き上げ顔もリフトアップ。
リフトアップ。ハンドと
ハンドとデコルテマ
ッサージもたっぷりと
ッサージもたっぷりと♪
もたっぷりと♪

人間の体の中には血液やリンパ液といった
体液が流れています。その循環は運動不足や疲
労、体質や加齢などにより様々な部位に体液の
よどみが生じます。よどみは筋肉細胞に疲労物
質である乳酸などのコリを生じさせます。
コリは自律神経をはじめ様々な神経組織やリ
ンパの流れを圧迫し身体本来の諸機能を低下
させます。
ボディトリートメントには、たくさんの効果
がありますが体液の循環を高めコリを取り除
くことで細胞の増殖運動を活発化し身体を常
に良い状態に保つというメリットもそのひと
つです。細胞の新陳代謝がスムーズだと疲れに
くく太りにくい身体をつくることもできます。
アナジュールでは、アロマオイルをお客様の
体質やその日の体調に合わせてブレンドして
います。アロマテラピーは植物がもっている力
をかりて行う自然療法です。穏やかですがしっ
かりとその力を感じることができるでしょう。
皮膚から直接吸収され身体全体にアロマの効
果が巡る点も良い点ですが、鼻から芳香物質が
直接脳に届きますので、身体の芯からリラック
スすることもできます。
トリートメントのおすすめは月に一回。さあ
身体の見直ししてみませんか？

パワーＣ購入のお客様に！

12 月 28 日まで！限定品！
ご予約はお早めに！

冬のお手入れにピッタリなｵｰﾊﾞｰナイトレスキュー（1２,000 円相当）をプレゼント
サンプルで高級コスメラインを試すチャンス♪
●オーバーナイトリペアセラム

ｱﾅｼﾞｭｰﾙから
ｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

＜ホームケアサイズ 15 ㍉ 9,800 円（税抜）＞

今話題の
今話題のアルガンオイル（＊
アルガンオイル（＊1
（＊1）とエッセンシャルオイルが
エッセンシャルオイルがブレンドされた
ブレンドされた肌本来
された肌本来の
肌本来の保護機
サポートする
する効果
効果にすぐれた
にすぐれた美容
美容オイル
自然な
ツヤと
ハリがでてきます
能をサポート
する
効果
にすぐれた
美容
オイル 肌に自然
なツヤ
とハリ
がでてきます

●スーパーリッチリペア

＜ホームケアサイズ 50 ㍉ 16,000 円（税抜）＞

保湿効果の
保湿効果の高い濃厚で
濃厚でリッチな
リッチな使用感ので
使用感ので冬
ので冬限定でお
限定でお使
でお使いの方
いの方も多いクリームです
クリームです
ｵｰﾊﾞ
ｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄﾘﾍﾟ
ｰﾅｲﾄﾘﾍﾟｱｾﾗﾑ ５㍉

３ 品 セ ッ ト にな っ た

ｽｰﾊﾟ
ｽｰﾊﾟｰﾘｯﾁﾘﾍﾟ
ｰﾘｯﾁﾘﾍﾟｱｾﾗﾑ １５㍉
１５㍉

お試しサンプルを
サンプルを

ｴｲｼﾞ
ｴｲｼﾞＲｺﾝﾌﾟ
ｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽ ５㍉

プレゼント

●エイジＲ
エイジＲアイコンプレックス

＜ホームケアサイズ 15 ㍉ 9,800 円（税抜）＞

目の周りのシワ
りのシワ・
シワ・タルミ・
タルミ・くすみに抜群
くすみに抜群の
抜群の効果の
効果のアイクリームです
アイクリームです

お支払い
支払い金額 10,000 円以上は
円以上は送料無料です
送料無料です
＊１

アルガンオイルとは
とは・・・
アルガンオイル
とは
・・・

アルガンオイルは３０キロの実からわずか１リット
ルしか採れないモロッコに生育する希少なオイルで
す。モロッコの黄金と呼ばれ美や健康に役立てられ
ています。抗酸化作用をもつビタミンＥが豊富でオ

例えば、パワーＣエッセンスと相性の良い人気の化粧水（マルチアクティブトナー）やお手入れで一番
大切なクレンジング（プレクレンズ）等と一緒に頼めば無料です。うまい米１０キロと一緒送ることも可
能です。

★ マルチアクティブトナー 5,250 円／250 ㍉（税抜）
★プレクレンズ 7,600 円／150 ㍉（税抜）

リーブオイルの２～３倍のビタミンＥを含んでおり
エステサロン

肌を若く美しく保つ効果に優れています。

（株）インディヴィマックス

私も昨年発売されてからずっと愛用しています。
只今、最後のクリームに数滴混ぜて使用中。

ｕｎ ａｚｕｒ（アナジュール）

サロン住所

東京都江東区東砂４－２４－３

メールアドレス
オフィス住所
定休日

不定休

toshi2＠rmail.plala.or.jp

サロンＴＥＬ
ホームページ

東京都中央区銀座５丁目１０－２
営業時間

０３－５６８３－７５３８
http://www.unazur.com

銀座中央ビル４Ｆ

１０：００～１９：００

