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お客様サポート

お気軽に!

お電話１本で承ります。

0120-882-474
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Web 登録をされればもっと購入が便利になります。 ホームページアドレス https://e-d-v-j.co.jp

プレゼント

タケノコとわかめが旬な時期に

若竹煮

たけのこの効能：パントテン酸

March

• フコイダンのネバネバ成分が頭皮を潤し活性化
• 毛乳頭細胞の増殖を促し、育毛効果が期待できる

底面のファスナーを
使用して、コンパクトに
収納できます

収納時

わかめの効能：
「育毛効果」に期待も
たけのこにはパントテン酸という栄養も豊富に含まれています。
パントテン酸は、3大栄養素の代謝に関わり、エネルギーを生み
出す効能があります。また、抗ストレス作用のあるホルモンを分泌
を高める効果もあるため、ストレス対策にも効果的です。

アルミ蒸着フィルムで
適温キープ
タケノコ 250g 分

20,000円
（税別）
以上ご購入の方

60名様に抽選で当たります
63 円切手を
お貼りください

※アンケートはがきを切り取り、必ず63円
切手を貼ってご郵送ください。

400ml
18g
5g
18g
18g
3g

（生） 食べやすい大きさにカッ
ト 50g
ワカメ
鰹節
小さじ 1（2g）

若竹煮

1. タケノコは、 穂 先 部 分は、 大きめにカットし、

下の硬い部分は、食べやすい大きさにカットして
から5mm程の厚さに薄切りする
2. 鍋に【調味料A】を入れて煮立たせ、タケノコを
加えて、蓋をして25分ほど弱火で煮る。ワカメを
加えて5分煮、器に盛り、鰹節をのせてできあがり

毎月 26 日はポイント 2 倍

POINT UP

毎月 26 日の 15 時までのご注文とさせていただきます。
金曜日の場合は 16 時とさせていただき、26 日が休日の場合は次の営業日を
ポイント 2 倍とさせていただきます。ぜひご利用ください。

ご購入がない月でも「ボンジュールが欲しい！」という方はお気軽に本社までご連絡ください。
2021 年3 月号

Bonjour 2021年3月号

※料金不足のまま届いたはがきについては、返送させていただく場合がござ
います。ご了承ください。

3月25日
（木）当日消印有効

タケノコ 250g
作り方

【調味料 A】
• カツオ出汁2カップ
• 砂糖大さじ 2
• 酒小さじ 1
• みりん大さじ 1
• 醤油大さじ 1
• 塩小さじ 1/2

2 月度

2021

https://e-d-v-j.co.jp

https://e-d-v-j.co.jp
ご意見・ご要望・ご相談などのお問
合せはお気軽にお電話ください。
2021年3月発行
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応募者全員
プレゼント

https://e-d-v-j.co.jp

蒸しタオル
日中外気や暖房にさらされているお顔を温めることによってお肌が柔軟になり毛穴の汚れも落ちやすくなるので、
洗顔前に行うと効果は抜群ですよ。

「外出もしないしマスクをしているのでお肌のお手入れもあまりしません」
これはとんでもないことです。
それは何故か、お肌トラブルの多くは「お肌のバリア機能の低下」が原因だからです。
特に春は気温の差が激しく、湿度も低いため、お肌の水分と油分のバランスが崩れがち
となるので、お肌のバリア機能が低下しやすいのです。
また、春風に舞った花粉やほこりがお肌に付着したり、紫外線も強くなり、マスクの着用
など、外からの刺激を受けやすいので、バリア機能の低下によりお肌は敏感に反応し、
一気にダメージを受けて、お肌のトラブルになってしまいます。
又「暖かくなってきたので冬ほど保湿ケアをしなくても大丈夫なのでは…」との考えは
要注意！春こそ、
日々の丁寧な保湿ケアが重要になります。たっぷりのスキンケアでお肌の
水分と油分のバランスを整え、バリア機能を保つことで、外からの刺激に負けないお肌へと
導きましょう。

注目！！！

美肌とは、バリア機能が整ったお肌です。
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蒸しタオルを取ったら、すぐに洗顔 or スキンケアへ。時間が経つとお顔が冷えてしまうので、
温まっているうちに素早く次の工程へ移りましょう。

マッサージをして血行をよくする
血液循環をよくすることで新陳代謝を促し、お肌の働きを良好に保ってくれるフェイスマッサージ。
スキンケアの際に取り入れることで、血色を高めてパッと明るい印象のお肌へと導いてくれます。
マッサージを始める前に首筋をほぐしていきましょう。
手はグーにして、首のリンパを軽く上下におさえながら流していきます。
（この時にオールインワンかアルバニックオイルを使用。10 往復程度）
その後ナーシングローションを3プッシュ×3 回をゆっくりお顔に馴染ませてしっとり落ち着いてきたら
エッセンスを手に取り通常では 3 プッシュですがプラス 2 ～ 3 プッシュ多めに手に取り、お顔の内
から外、下から上へらせんを描くように軽くマッサージをし最後にこめかみを軽くプッシュします。
お肌にエッセンスが馴染んできたら、お肌に膜を貼る様な感じでやさしくアプルーヴァルクリームを
のせて出来上がりです。

是非お試しください
このマッサージはアルバニックオイルやオールインワンミルクでも代用できます。

美肌の基本は三本のスキンケアから始まり
ご自分のお肌に合わせて対応を考えてください。
補助としてのアイテムも揃っています。チョイスするのはご自分です。
是非美肌を手に入れてください。

もっと
オードビージャポンの

ホームページを 知っていただき活用し、
お友達にも教えてあげてください。

こんな
に新し
く見や
わか
りやす
すく
くなり
ました
。

活用しないと損ですよ！

I need help!

毎日のマスク生活の中、
肌荒れでお悩みの方がたくさんいらっしゃいます。
男女関係なく一度ホームページへお越しください。
個人差があるかもしれませんが、お役に立てるかもしれません。

応募者全員プレゼント
ビザビボンジュール2021年
3月号アンケートはがきに
すべてお答えいただいた方に
粗品を差し上げます。
※「記入なし」
や
「わからない」
などのお答えでは粗品は差
し上げられませんのでご了
承ください。
ホームページのトップ上の部
分に
「ご意見箱はこちら」
と記載されているのでそこを
クリックしアンケートはがきと
同じ質問内容をご記入した場

オードビージャポンのスキンケアの魅力が満載 !!

合も粗品を差し上げます。
会員No.と氏名を忘れずに入
力してください。

で使用する場合がございます。
ご了承ください。

そしてコロナ禍の中でよくいわれていること

テクニック

＊タオルを顏にのせる際は、一度タオルを広げ、手のひらで十分に温度を確認し、
やけどをしないように気をつけましょう。

ご回答いただいた内容は、今後の企画の参考として匿名

トラブルなど悩まれる方が多い季節。

に導く

電子レンジからタオルを取り出し、30秒～ 1分ほど顔にのせます。
この時耳までしっかりタオルで温めるのがおすすめします。

アンケートにご協力いただき誠にありがとうございました。

マスクが手放せないなど原因は多々あります。結果、カサつき、赤み、ゴワつき、毛穴
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④ ご自由記入欄

気候の変化や花粉、紫外線、生活環境の変化によるストレスなど、そして、これからは

ポリ袋やファスナー付きのビニール袋にタオルを入れ、電子レンジで 1 分弱加熱します。
（ 加熱時間はレンジによって調節してください）

③ ボンジュールで取り上げて欲しい内容はありますか？
例）ヘアケア、
パック、毛細血管など

今の時期だからこそ、お肌のお手入が重要なのです。

美
肌
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明るいお肌になりましょう。

だからこそ、もう少し自粛を続け小さな注意を払っていただければと思います。

透明感
のある

フェイスタオルを 4 つ折りにして、水で濡らしてやや硬めに絞ります。

② ビザビ・ハイブリットマスクをご使用になられた方、感想を
お願いいたします。

自粛生活が続く中ですが、いつコロナ禍の終息が来るのか、もう目の前にきていませんか？

血 色 のいい

1

① ボンジュール 3月号の感想をお願いいたします。

コロナ禍になり早 1 年が経 過し 2 回目の緊 急 事 態 宣 言が発 令されました。

S

蒸しタオルの作り方

2021年 3 月号 アンケート

長い冬のダメージが蓄積しているこの時期のお肌、
そしてコロナ禍によりお肌に取っては過酷な条件、
これらを吹き飛ばすためのスキンケアを行いましょう。

are
C
kin

クレンジング後、軽く洗い流し⇒蒸しタオルでお顔を蒸して⇒洗顔⇒スキンケア
この様にいつものお手入れの中に蒸しタオルを入れてください。

発売以来ご好評いただいております【オールインワンミルク】
のことがわかりやすく掲載しております。

下記のアンケートにお答えいただき、
切手を貼ってお送りください。

今だからこそお肌のお手入れをし
冬のくすみ取り、美肌を手に入れよう

順番

一度ホームページへお越しください。

