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知っていますか？「七夕」の始まり…。

者の牛使い彦星を引き合わせ、ふたり

を探していた天帝は、東岸に住む働き

ばせていました。そんな娘の結婚相手

い布を織り上げ、父親である天帝を喜

毎日機織りに勤しんで美し

の 川 の 西 岸 に 住 む 織 姫 は、

です。ちなみに、旧暦の７月７日は今

本でも取り入られるようになったそう

巧奠（きっこうでん）
」が始まりで、日

ように乞う祭り（奠）と言う意味の「乞

や手習いの上達を願って、巧みになる

技が上手くなるように、ひいては手芸

この習慣は織姫にあやかって機織りの

ていました。

はあえなくてかわいそうとずっと思っ

いう事をはじめて知りました。雨の日

カササギの翼で天の川をわたれると

かなか見えにくいそうです。
）

いですね。
（天の川の光は淡いのでな

ンス。天の川がきれいに見えると嬉し

あまりにも夫婦仲が良すぎて全く仕事
七夕には笹に願い事を書いた短冊を

なく星もきれいに見えたそうですね。

しかし、仕事に励むことを条件に七
ったのです。サトイモの葉は神からさ

で願い事を書き、手習い事の上達を願

CloseUP

〜イプセンと出会って〜

左から松岡店長、森田 千春様、志保さん

今回は、今年7周年を迎えるビ・ハウス船橋北口店のお客様、森田千春様をご紹介し
ます。オーナーの松岡さんと、年齢も近くてお店でよく話している志保さん（松岡さ
んの娘）も一緒に、アットホームな雰囲気で楽しい会話となりました。

気になっていましたが、いろいろなお手

「今の肌をもっと綺麗にしたい。自分
入れをアドバイスしていただき、今はも

がその年代になっても、あのお客様方の
う気にならなくなり肌も柔らかくなりま

ような綺麗な肌でいたいので、お肌が満
した。」と嬉しそうに話して下さいまし

足するようにイプセン化粧品を使い続け
た。「先生は何でも相談に乗って下さる

ます！」と、若々しく爽やかに決意を語
し、他のお客様とも親しくなり会話を楽

っていただきました。そのお話を隣で聞
しみに来店しています。」とのこと。特に、

いていた松岡さんの暖かい眼差しがとて

自分より10～20才上のお客様の綺麗な

も印象的でした。森田様、ありがとうご

お肌を見て、そして実際に触らせていた

ざいました。
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「天

はめでたく夫婦になりました。

をしようとしません。これに怒った天
飾りますが、本来はサトイモの葉に溜

し か し、結 婚 し て か ら と い う も の、 の８月中旬頃ですから、雨の心配も少

帝が、天の川を隔ててふたりを離れ離

夕の夜に限ってふたりが再会すること
ずかった天の水を受ける傘の役目をし

まった夜露を集めて墨をすり、その墨

を許します。こうして、七夕になると
ていたと考えられているため、その水

れにしてしまいました。

天帝の命を受けたカササギの翼にのっ
で墨をすると文字も上達するとか…。

などなど、テーマはなんでも結構です。皆様の声をぜひお聞かせください。（株）イプセン

て天の川を渡り、ふたりは年に一度の

という方、自薦・他薦は問いません。ドシドシご応募ください！
！

今年は節電で、東京は暗いイメージ

ン ビ・ハウスファン大募集‼
イプセ私は
（○○さんは）イプセン ビ・ハウスの大ファン！

逢瀬をするようになったのです。
」

クローズアップ

笹に短冊をつけて願い事をする…。 ですが、逆に星がきれいに見えるチャ

だいて感触を確かめて、安心してご来店
森田様は、ご友人の紹介で2年前の秋

されているそうです。
に初来店されました。「お肌のくすみが

私の好きな
店長（スタッフ）さん
みんなに
憧れられる私の肌
いつも素敵な
○○○さん！
！
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４月号ではコラーゲンを取り上げま
ミノ酸・バリン、ロイシン、イソロイ

年齢を重ねると必要になってくるア

ＣＡＡはそのほとんどが筋肉に直接運

として使われてしまいます。がこのＢ

に運ばれます。そしてエネルギー代謝

若さを保つ秘訣… アミノ酸を見直そう

したが、同じたんぱく質であるアミノ
シンの働きは…。
ばれ代謝され約 分で吸収されます。

酸を今回は取り上げてみたいと思いま
す。
筋肉の発達というのは運動をする

るアミノ酸はバリン、ロイシン、イソ
まいます。そうなると転びやすくなっ

年齢を重ねると筋肉は減ってきてし

のはトレーニング中というよりもどち

いう繰り返しでおこり、筋肉が増える

筋肉組織の破壊 筋肉の修復、合成と

⇒

ロイシン、グルタミン酸、アルギニン
たり、骨折しやすくなります。筋肉量
らかというとトレーニング後と言えま

☆ どうして必要なの？

の５種類です。
が減ると基礎代謝が落ちるだけでなく

アミノ酸とは人体を構成する栄養

ＢＣＡＡを補給する事で筋肉の損傷

し、
筋肉を増加させる事といえるのです。

健康で若さを保つ秘訣は筋肉を維持

です。
コラーゲンの働きも同じですね。

組合せ）私たちの身体を作っているの

わせによって再構成され（ 万種類の

のアミノ酸が肝臓でいろいろな組み合

の働きを高めると同時にグルタミンの

タミン酸を摂取する事でグルタミン酸

にグルタミン酸が必要なのです。グル

ら４時間かけて胃や腸で分解され肝臓

取した肉や卵などの食べ物は３時間か

はとくに大切です。私たちが口から摂

中に多く含まれていて、筋力アップに

イソロイシンはＢＣＡＡといわれ筋肉

る事で相乗効果が増します。

アミノ酸とコラーゲンをいっしょにと

でアミノ酸を再調整するのに役立ち、

てしまうもの。コラーゲン摂取は肝臓

そのためです。

せづらいし、リバウンドしやすいのは

います。食事だけのダイエットではや

量が減って基礎代謝まで下がってしま

運動しないでやせようとすると筋肉

☆ グルタミン酸の働きは……

われるので、集中力を高めたいときな

ン酸が足りなくなると脳の機能が損な

を速やかに体外に出します。グルタミ

ます。尿の排泄を促進し、アンモニア

整し、グルタミンに変える働きがあり

ミン酸はアンモニアを捕え酸性度を調

と脳の機能を妨げるのですが、グルタ

使われます。体内にアンモニアが入る

ワなどを引き起こす主要な原因の一つ

は糖尿病合併症、動脈硬化、シミ、シ

る「糖化」を強力に抑えます。
「糖化」

病気の大きな原因の一つといわれてい

ルギニンは、老化や老化が引き起こす

除く役割を果たしています。また、ア

いわゆる動脈硬化を防ぎ、活性酸素を

いう重要な成分を生成し、
それにより、

アルギニンは、体内で一酸化窒素と

☆ アルギニンの働きは……

どにはとくにお勧めです。私たちは運

として考えられているので、そういっ

アミノ酸サプリメント
つややかな髪のキメ細かいお肌、私たちの身体を動
かす筋肉。どれもすべてタンパク質からできていま
す。そのタンパク質をつくっているのがアミノ酸です。

イプセンアミノファストに入ってい

動や怪我、ダイエットをすると体内で

た病気や老化を予防改善するのに効果

るグルタミン酸は主に脳の燃料として

別のアミノ酸であるグルタミンをとて

コラーゲンは年齢を重ねると不足し

因でしたね。

コラーゲン不足も血管を硬くする原

成長ホルモンの分泌を促進します。

があると言えます。
またアルギニンは、
免疫細胞

も使います。グルタミンが体内で足り
なくなるとどうなるか？

の機能が低下し胃や腸、筋肉などの機
能が正常に働かなくなります。
そのグルタミンが体内で作られるの

イプセン アミノファスト AMINO FAST

10

⇒

ています。たんぱく質つまりアミノ酸
がすばやく回復し、筋肉痛や筋肉疲労

理由ですね

す。運動の前後のアミノ酸が効果的な

素、たんぱく質が消化の段階で小さな
分子であるアミノ酸に分解されたもの

です。筋肉を増やす効果的な方法はア

です。
私たちの身体を構成するたんぱく質
の防止にも役立ちます。

人の身体の ％はたんぱく質ででき

太りやすくもなります。

イプセンアミノファストに入ってい

30

ミノ酸＋運動です。バリン、ロイシン、

‼

を構成するアミノ酸は 種類あり、こ

20

効果も高まるのです。
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‼

成分：還元麦芽糖水飴、デキストリン、コラーゲンペプチド
（ゼ
ラチン）、ローヤルゼリー末、亜鉛含有パン酵母、グルタミン
酸、アルギニン、ロイシン、イソロイシン、バリン、クエン酸、
リン酸三カルシウム、香料、甘味料（アスパルテーム、Ｌ－フ
ェニルアラニン化合物）、Ｖ.Ｃ、ナイアシン、抽出Ｖ．Ｅ、パ
ントテン酸カルシウム、Ｖ.Ｂ６、Ｖ.Ｂ１、葉酸、Ｖ.Ａ、Ｖ.Ｂ
１２、Ｖ.Ｄ

NET：4.5g×60包
¥13,650
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‼

成分：還元麦芽糖水飴、デキストリン、コラーゲンペプチド
（ゼ
ラチン）、ローヤルゼリー末、亜鉛含有パン酵母、グルタミン
酸、アルギニン、ロイシン、イソロイシン、バリン、クエン酸、
リン酸三カルシウム、香料、甘味料（アスパルテーム、Ｌ－フ
ェニルアラニン化合物）、Ｖ.Ｃ、ナイアシン、抽出Ｖ．Ｅ、パ
ントテン酸カルシウム、Ｖ.Ｂ６、Ｖ.Ｂ１、葉酸、Ｖ.Ａ、Ｖ.Ｂ
１２、Ｖ.Ｄ

NET：4.5g×60包
¥13,650
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紹介！
新店舗ューアル
ニ

移転リ

ビ・ハウス
鎌ヶ谷大仏店

イプセンホームページのトップページが、
鎌ヶ谷大仏のすぐ横で開店してか
ら5年のビ・ハウス鎌ヶ谷大仏店
が場所と装いを新たに移転をし、
6月1日、再オープンしました。
移転先は今までの所から徒歩2分
とすぐ近く。「お客様にきれいに
なっていただきたい」と気持ちも
リフレッシュして菊池店長、張り
きっています。
鎌ヶ谷市東初富6-9-71（美容室トップス隣り）駐車場有り
047-445-8158（要予約）

フェイシャルケアサロンBe Houseを紹介
する内容に変わりました。是非、
「 あなたの
街のBe House」をクリックしてください。

イプセン
ホームページ
リニューアルの
お知らせ！

今までよりも多くの店舗を掲載しましたの
で、お近くの店舗の情報をご覧ください。
「スタッフ日記」では店舗からの情報が発信
されています。
尚、商品の詳しい情報をご覧になりたい時に
は、上部の「オンラインショップ」または下部
の「Online Shop」からお入りください。

社長からのメッセージ

私たちの
「成長」
に必要なもの……
株式会社イプセン

代表取締役

遠藤 真太郎

イプセンでは、直営店、フランチャイズ・

トップ

「自立」を目指し、一度きりの人生を自分

代理店ともに毎月勉強会をしています。

らしく精一杯生きるためにぴったりな言葉

先日勉強会の準備で昔の資料を見直してい

だなと思います。そしてもう一つ、
「私た

たところ、忘れかけていた「名言」を見つ

ちは幸せな明日を信じます」というものも

けました。

あります。

ページ

ここをクリック！

ここをクリック！

震災以降、先が見えず不安定な状況ではあ
心

が変われば

態度

が変わる

りますが、
だからこそ自分の
「心」
次第で
「人

態度

が変われば

行動

が変わる

生」が変わり、そんな人の集まりで社会が

行動

が変われば

習慣

が変わる

変わり、日本が変わるのではないかとの想

習慣

が変われば

人格

が変わる

いが広がりました。私たちは「キレイ」
「楽

人格

が変われば

運命

が変わる

しい」
「うれしい」
「元気」
「おもしろい」
「ステ

運命

が変われば

人生

が変わる

キ」
「すばらしい」…のような言葉がお店に

あなたの街のBe House

いっぱい溢れるように、私たち自身が感謝
イプセンの理念の一つに「私たちは常に人

の気持ちで、出来ることからコツコツと、

格を磨く努力を惜しみません」というもの

プラス思考で毎日を精一杯過ごすことを続

があります。イプセンの名前の由来どおり、

けていきます‼
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〈社長からのメッセージ〉

私たちの
「成長」
に必要なもの……

〈ライフスタイル〉

知っていますか？「七夕」
の始まり…

〈クローズアップ〉

ビ・ハウス船橋北口店 お客様“森田千春様”編

HPリニューアルのお知らせ‼

〈ビューティートピックス〉

若さを保つ秘訣…
アミノ酸を見直そう‼
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