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「おいしい
月の地震以降、食物にも色々考
えさせられる日々が続いていま

」こそ健康の源。

は変ってくると思うのです。あの東北

くことで、それを意識するとやはり体

食となり、健康が作られ、生かされて

贅沢であり、魯山人が言うように栄養

おいしいと感じる『食』こそが最高の

今回は葛飾区、金町にあります「イプセンよしおか」の吉岡さんのお店に伺いました。
お若いオーナーさんですが、お店は今年で17年目を迎える大ベテランです。
今年9月に店舗の拡張＆リニューアルをしたキレイなお店でインタビューに答えてく
ださったのは、こちらもベテラン、イプセン歴8年の佐藤様です。
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３
の小学校の給食はきっと、子供達の体
いると感じる事ができるのだと思いま

を感じられました

す。８月のニュースで東北の小学校の
を元気に健康にしてくれるでしょう。
す。

お肌に現れる優等生」いつもお店に来ら

給食がやっと色々なメニューになった
日本にはいわゆる発酵食品の味噌・醤
２年前のイプセンマガジンには毎日の

様を中心に吉岡さんやご家族との強い絆

事を伝えていました。子供たちの『お
油・糠漬けなどがありますが、日本人
習慣が人を作る、未来を作ると書かせ

様をバックアップして下さるそう。佐藤
ドバイスをするとしっかり実行し結果が

いしい 』の笑顔に心があったかくな
の食生活がすっかり洋風化し、多様化
ていただきました。昨年は呼吸がテー

に確認される佐藤様。吉岡さん曰く「ア

りました。
したことで最近では家庭で発酵食品を
マでした。
『呼吸』も『食べる事』もま

いつまでもキレイでいてほしい」と佐藤

『舌鼓打ちながら、うまいうまいと絶
摂らなくなっているひとがふえている
さに習慣。意識して、感謝していきた

をお持ちになり、
またご主人も「いつも、
毎回「今日のお肌はどう？」と吉岡さん

叫し続けるところに、自ずと健康はつ
とか…。
いと思うのです。

でご来店下さったそうです。

くられ、栄養効果があがるのである』
発酵食品をテーマにしたレストランが

インタビュー終了後、
ご主人へと「緑水」

『栄養食とは口に美味で人間を楽しま

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

人気なのもうなずけます。食べる事は

り、もっとキレイでいたいという気持ち

せ、精神の糧ともなるもの』

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！
！

楽しい、
季節のものを頂くありがたさ、

感じられました。

魯山人の言葉です。彼のモットーは料

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！

そして毎日食するものが、私たちの体

合うということがインタビューを通して
はお若い頃ニキビで悩んでいた時期もあ

理の真髄は家庭料理にある、だそうで

れると美容半分、お話半分で盛り上がる

や脳を作っていると意識する事。おい

にキレイな方がどーして？」けれども実

すが、本当においしいといわれるお料

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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‼
しいものが多いこの季節だからこそ、

お二人ともコツコツタイプでとても気が

理はただ高価な食材を使うものではな

左から吉岡店長、佐藤様

自分が口に運ぶものを見直してみては

かる、わかる！」みたいな話もしばしば。
吉岡さんから佐藤さんの印象は「こんな

く、新鮮で自然のエネルギーに溢れた

CloseUP

いかがでしょう？ 自分の体と向き合

初の印象は「とても感じの良いお店だな」

食材で作ったものです。食するという

〜イプセンと出会って〜

ういい機会にもなると思います。

そうです。共通点も多く「うん、それわ
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ことは、他の生き物のエネルギーを頂

お友達のご紹介で初めてご来店頂いた最
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ックしてみてください。

した秋を迎えた今、あなたの肌をチェ

す。湿度の高かった夏から空気が乾燥

秋の肌 と お 手 入 れ

秋を迎え、お肌の状態はいかがでし
ょうか？
夏の間のお手入れを思い出してみて
ください。お手入れにかける時間が短

てバリア機能が衰えているという事で

な状態に近づける事がいわゆる『お手

①夏の紫外線による肌ダメージを受け

すから、角質層が悲鳴を上げるのは当

発汗が減る、皮脂の分泌が減るわけで

が足りないのに、
空気が乾燥してくる、

でそもそも角質層に水分を保持する力

れますからしみの心配はなくなります。

ことで、メラニンもスムーズに排出さ

ないサイン。正しいお手入れを続ける

なければ水分、脂分、どちらも足りて

肌を必ず触ってください。ぺたぺたし

基底層

肌が乾燥し、ごわごわ硬く感じる。

今年は日焼けをした。

夏の間、
お手入れをサボりがちだった。

ニキビなどの肌荒れが出てきた。

しみが増えた。

た状態であるということ。
入れ』なのです。化粧水をしっとりす

然ですね。そして今度はさらに過酷な

角質層が潤っているという事はその下

角質層

くなっていたり、なかには乳液をつけ
るのをやめていた、なんてことも …。
夏の紫外線は強く、また角質層は汗
でふやけ、汗を拭くという繰り返しの
ために、バリア機能が衰え、水分と脂
分のバランスが崩れ、角質層の水分量
は著しく低下しやすい状態。でもお肌
は汗で潤っている錯覚に。これは危険
を感じないインナードライの状態が続
いています。夏に肌の老化が進むと言

ば、相当お肌のバリア機能が衰えたと

もし当てはまることが二つ以上あれ

気がつかないうちに角質層の状態がと
覚悟しなければなりません！

われる所以はこんなところにあります。

んでもない事に…。

②季節の変わり目で肌が敏感でデリケ
るまでなじませ、ローションでその水

つまり……

ートな状態にあるということ。
分を保持し、ミルクでしっかり水分を

つまり水分を抱え込む力がなくなっ

③皮脂などの分泌機能が低下し、空気

逃がさない事です。手で触ってぺたぺ
たとひっつくようなイメージです。

が乾燥してきている。
この３つに注意してお手入れをして

肌環境といえる冬が待っています。秋

にある表皮、真皮が守られるのでシワ

毎日のお手入れの後、手のひらでお

のうちに、夏の肌ダメージをきちんと

になりにくいお肌になっていきます。

入れというわけにはいきません。美顔
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ほしいのです。夏の間のお手入れ不足

ケアし、肌を健全な状態に戻しておか

毎日、お肌と向き合ってぜひ触って

るトラブルは角質層に水分が足りない

対話をしてください。お肌に起きてい

ないと、肌の老化やトラブルは進行し
ていきます。
ではどんな事に気をつけてお手入れ

いつもお手入れしている角質層のベ

後のお肌を目安にするとわかりやすい

というサインですから、毎日同じお手

ストな状態は子供の頃のようなしっと

ですね。

をしていけばよいのでしょう？

りしたお肌です。そのときと同じよう

皮脂は内部保湿しながら
代謝（排出）される。
インナードライが敏感肌化する
ニキビ・吹き出物ができやすい。
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介！

紹
新店舗

アル

ニュー

移転リ

ビ・ハウス
船橋店

10坪足らず、ビハウス最小クラス
の広さで３Fという場所にも関わら
ず、1997年9月のオープン以来多
くのお客様に支えられて来ました。
去る９月３日、旧店舗の向かいの建
物の１F へ移転し、リニューアルオ
ープン致しました。お客様と地域に
支えられ、より便利で居心地の良い
お店作りが出来たことに改めて感謝
申し上げます。

ibsen

2011 IBSEN Autumn Campaign

クチュールポーチ ミラー付 プレゼント‼
ブラックレースを重ねた、
ゴージャスなポーチとミラーです。
内側にポケットが沢山あるので、
機能的に収納でき使い勝手
バツグンです!!

10/1〜31まで
15,000円以上
お買上げの方または

社長からのメッセージ

基礎化粧品 3 点以上

「ノーサイド」
の意味すること
株式会社イプセン

代表取締役

お買上げの方に
もれなくプレゼント‼

遠藤 真太郎

※一部店舗ではお取扱いしておりません。

この原稿を書いている今日は 9 月 7 日、

たラグビーにおいて「one for all,all for

2 日 後 の 9 月 9 日 か ら、FIFA ワ ー ル ド

one」という表現をされるのではないでし

カップ、夏季オリンピックに次ぐ世界で 3

ょうか？

番目に大きな大会「ラグビーワールドカッ

特徴的です。タイムアップではなく、ゲー

プ」が始まります（もちろん日本も出場し

ムセットでもない、試合終了は敵・味方で

ます）。日本では馴染みの薄い「ラグビー」

はなく互いに健闘を称え合うという意味で

JR総武線、市川駅－小岩駅間で南側を見て

という球技ですが、ラグビーを表現する上

す。

下さい。赤地に白文字で「イプセン化粧品」

でよく使われる言葉、「1 人は皆の為に、

東日本大震災後、各地では「がんばろう東

皆は 1 人の為に」、「ノーサイド（試合終

北 がんばろう日本」と言う言葉をよく見

の看板がご覧頂けます。ここが株式会社イ

了）
」などは聞いたことがあるかもしれま

かけます。
「お互いがお互いを思いやるこ

せん。

と」「あなたと私、ではなく私たち」とい

ラグビーは球技最多の 1 チーム 15 人によ

う気持ちがこの言葉に表れているのではな

る競技であり、各ポジションによって求め

いでしょうか？

そしてノーサイドと言う言葉も

られる能力が違います。日本代表の選手た

「個」の時代が進み、生き方や価値観が多

ちも身長 165cm ～ 200cm と体格面だ

様化した現代、次の時代はそのそれぞれの

けを見てもバラエティーに富んでいます。

個性を活かし合い、補い合いながら「one

個々の長所を活かし合い、また短所を補い

for all,all for one」
、
「ノーサイド」の精神

合いながらチームの勝利を目指す、こんな

で「ALL Japan」
、
「ALL the World」で

点がチームスポーツの醍醐味であり、ま

参りましょう。
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イプセン 本社ビル 2F研修ルームを改装しました！

プセンの本社。１Fに直営店舗、２Fに研修ル
ーム、３Fにイプセン本部。
２Fの研修室では毎月の勉強会や皮膚理論、
化粧品学、美顔の研修などを行っています。
この度、研修ルームのリニューアルに伴い、
お店ではなかなかじっくりと聞くことので
きないメイクの仕方や皮膚理論、化粧品学
等の講習会を今後開催予定です。ご興味の
ある方はぜひ遊びに来て下さいね！
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アル

ニュー

移転リ

ビ・ハウス
船橋店
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