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キャンペーン
プレゼント

October
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キルティング
ラージトートバッグ

2021年10月号

ご注文を

お気軽に!

お電話１本で承ります。

October

2021

お客様サポート

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

かんたん！ 美肌レシピ

人気のくすみカラー×ブラック持ち手がおしゃれ。
大きめサイズの使いやすいバッグです。

ピーマンとじゃがいものきんぴら

20,000 円（税別）以上
ご購入の方 40名様に当たります
9月度

※色のご指定は出来ません

2. フライパンを熱し、
ごま油を入れ、
ピーマン・じゃがいもを炒める

• ピーマン························ ５個

3. じゃがいもが透明になってきたら、甜菜糖・醤油・酒を入れ、水分がなくなり
照りが出るまで強火で炒める

• じゃがいも····················· ３個
• 白ごま·······················大さじ２

4. 白ごまを入れを火を止める

• ごま油·······················大さじ１
• 甜菜糖·····················小さじ２
• 醤油·················大さじ１・1/3

ビタミンCは、熱に弱く水に溶けやすい性質がありますが、嬉しい

• 酒·····························大さじ２

ことに、ピーマンのビタミンCは熱に強く、じゃがいものビタミンC
もでんぷんに守られ熱に強いのです！

ピーマンはビタミンCをたっぷり含む

じゃがいものビタミンCは免疫力を高め、コラーゲンの

野菜です。 ビタミンCは紫外線から

生成を促したり、鉄やカルシウムの吸収を高めるといっ

のダメージを軽減し、シミやそばかすを

た効果が期待できます。ビタミンCはレモンやみかんに

防いだり、体内でコラーゲンの生成を

多く含まれているイメージがあると思うのですが、
じゃがいも

助け、シワやたるみを防ぐなど美肌効

にはみかんと同じくらいの量が含まれているのです。

果の高い栄養素です。

また、痛風予防や疲労回復、イライラ防止
などの効果もあります。

63 円切手を
お貼りください

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。

※当日はご注文が集中するため当日発送ができない場合がござます。お急ぎの方は必ずご一報ください。

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10 月号

Bonjour 2021年10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。

※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。

材料

1. ピーマンとじゃがいもは千切りにする

o

10月25日
（月）当日消印有効

2021

作り方

m
Me

【本体サイズ】
：約 27.5×25×12 ㎝ ( 上辺約 39 ㎝ )

October

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10月発行

PRESENT
アンケート

応募者全員
プレゼント
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なぜ秋に肌トラブルが起きやすいかというと、
大きい原因となるのは、
やはり紫外線です。

外側からのハリケア
内側からのハリケア

夏の紫外線はどれだけ気をつけていても完全に防ぐことはできません。

ハリを高める食事やサプリメントの服用

そして、
お肌が新陳代謝で生まれ変わるのに必要なのは約 1 ヶ月～ 2 ヶ月です。
つまり秋は、8月にお肌の奥に受けたダメージが表に現れてくるのです。

といった、
内側と外側の両方からのケアが大切になります。

夏の間、紫外線や空調にさらされてお肌に蓄積したダメージは、秋になって表面化し、

ビューティースポットライトゼリー

肌トラブルを引き起こします。

25g×30 袋

ピン！とハリを感じる若々しいうるツヤ肌を

特に紫外線のうち、「UVA」はお肌の奥深くまで到達してシワやたるみの原因に、

手に入れるための成分がたっぷり

UVBはお肌の炎症を引き起こし、
色素細胞を刺激してシミやそばかすの原因に…
体内職人
150 錠入

そこで

夏の肌疲れは

温め＆浸透させるケア

50 代は、お肌の乾燥が急速に進みやすい時期。

50 代でほぼ半減、70 代では0.2 前後にまで減ってしまうといわれています。

お顔全体を温めることは、
血行を良くし、
お肌に栄養を届けることになるのです。
さらにお肌の真皮層にある弾力繊維と膠原線維中に刺激を与えることでしっかりと
り、
シミ
・そばかすの改善にもつながります。

秋枯れ肌度を

くお肌が固い感じがある。

危険

まい痛みを感じる。首筋など、汗をかきやすい部分がかゆくなり赤く炎症を起こしてしまっている。

お肌にザラツキがあり、
シワが深くなったように感じる。鼻先や頬の高い部分など皮がめくれてし

ダメージ

太陽にあたった後や、
秋のはじめに上記の症状が出ていたら、
紫外線からのダメージをお肌に受
けている証拠です。人によってその度合は様々かもしれませんが、自分のお肌に足りないもの
を知って、
お肌に補ってあげましょう。

大事なのは『 首まで顔だと思ってビザビシリーズでケ
実は首は、特に年齢が出やすいといわれていますので

ホットタオルケアの方法
❶
❷

【クレンジング】

メイクをしている場合は、
まずクレンジング。
＊メイクをしていない方は、
ぬるま湯でお顔を洗います。

注意してくださいね。

応募者全員プレゼント
ビザビボンジュール2021年

【ホットタオルを作る】フェイスタオルを濡らして軽く絞り、500Wの電子レンジで1 分ほど加熱。
（かなり熱くなりますので、
やけどに注意してください）

10月号アンケートはがきに

❸

【ホットタオルケア】 取り出したタオルを顎の下に持っていき、蒸気をお顔にあてます。
熱すぎない温度になったら、
ホットタオルをお顔全体にあて、
両手の平で軽く押さえて1 分ほどキープ。

粗品を差し上げます。

❹

【 保湿ケア】

ホットタオルを使った後はしっかりと保湿をする。
ホットタオルはお肌を保湿し、
毛穴を開いてくれる効果があります。
しかし、
ケア後はお肌が乾燥しやすい状態になりますので、
化粧水や乳液、美容液、
クリームなどを
使ってたっぷりと保湿することを心がけましょう。

すべてお答えいただいた方に

※「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
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。

ダメージ

首まわりが荒れていたら、
どんな印象を与えるでしょう？

ご回答いただいた内容は、今後の企画の参考として匿名

スキンケア後でも目尻や頬、おでこなど「 突っ張る」という違和感があり、化粧水が浸透しにく

Face Care

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。

「ほてる」感じがあるなど、“いつもと違う” 症状を感じる。

ただし、見落としがちなのが『 首』。顔がきれいでも、

③ ご自由記入欄

中度

後にお肌がつっぱり「 痛み」を感じたり、いつものスキンケア用品なのに「しみる・かゆい」、

Limph

つかむだけで、
肌トラブルを防ぐことができます。

② 体の中からポッカポカになるオリジナルレシピがあったら
おしえてください。

ダメージ

フェイスケアは多くの人が気を付けていると思いますが、ちょっとしたコツを

アをしましょう！』

チェックしましょう！
軽度

ビザビイオ
（ 多機能美容機器）

皮膚のうるおい成分である『ヒアルロン酸』は、
赤ちゃんにある割合を1とすると、

また老廃物は毛細血管と並走しているリンパ管を通って流れていきます。

機能し、リフトアップ効果が期待できますし、蒸気が角質を柔らかくし透明感が高ま

フルーツ酵母発酵液がヒアルロン酸産生の
増強について高い効果を持つことが臨床
試験で証明されています。

（1日5 錠目安）

お肌の奥には毛細血管が集まっていて、
毛細血管を伝ってお肌に栄養が届けられ、

朝、
メイク前にお肌を鏡で見るといつもよりお肌のツヤがなくなり、
かさかさした感じがある。洗顔

特許取得の
ビザビ化粧品

効果的な化粧品や美顔器の使用

① ボンジュール 10月号の感想をお願いいたします。

伝授します！
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2021年 10 月号 アンケート

お手入れ方法を

3

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。

秋枯れ肌の

3

見た目年齢 を左右するのは
老け顔をつくる
「しぼみ肌」とサヨナラするには？

そもそも

から
線
た
外
け
紫
受
の
夏
ジを
ー
メ
ダ
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