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新

天まで昇る
「辰」
のように

年明けましておめでとうござい
ひとつの自然の流れなのでしょう。

新たな芽生えの肥やしとなるような、

われず、自分を信じ力強く進むこと、

遠藤 真太郎

（株）
イプセン 代表取締役社長

ます。
そんな大きな流れの中で２０１２

この 自｢灯明・法灯明 の
｣ 教えが「辰
年」を味方にできるのではないでしょ

日頃よりイプセンをご愛顧くださ

昨 年 は 東 日 本 大 震 災 を は じ め、世
す。辰年の特長はエネルギッシュで創

動物で神の使いとしても知られていま

今年の干支は「辰」
。
「辰」は架空の

年は私の年でもあります。エネルギッ

で昇る辰のように進んで参ります。辰

明＝理念」を通して２０１２年を天ま

イプセンは「自灯明＝自立」
「法灯

うか？

界各地で地震や洪水、火山の噴火など
造的、また身体を上下に揺らしながら
シュに創造的なイプセンを今年もよろ

年はどんな年となるのでしょうか？

の天災、欧州債務問題に端を発した世
天に昇ることから不安定ながら上昇す
しくお願い申し上げます。

いましてありがとうございます、心よ

界的な債務問題やアフリカ・中東を中
る年であると言われています。

イプセンを始めようとしたきっかけは…

を理解しようとする自分になれた事は大
浅利様（以下敬称略）こんなに喜んでい

きいですね。おかげで自信が持てるよう
ただける仕事はないと思った事が一番で

になり、強くなった分、逆にやさしくな
すね。人が好き、お話しが好き、笑顔が

れた自分に驚いています。
好き、の私がお客様に喜んでもらって、

何事にもチャレンジするようになり、英
利益もでる、当たらないわけがないと思

会話など勉強を始めました。
いました。何よりお客様が本当にきれい

3 店舗目を出したいですね。ス
になる事、輝いて笑顔になる事が私のあ

2012年やりたい事は…また、目標は？
とおしになっています。

浅利様

イプセンを始めてよかったこと、変った

タッフに楽しんでもらってみんなで「エ
イエイオー」って仕事をしたいです。

事は…

個人的には留学をして、いろんな国を旅

IBSEN Magazine

り感謝申し上げます。

心とした政変など政治、経済の面でも
不安定な状態というと思い出す言
葉があります。
「自灯明・法灯明」
、こ

「数十年ぶり」
「史上」などの冠がつく
歴史に残るような出来事が数多くあり

る前に弟子たちに残した最後の教えだ

れは禅の言葉で、お釈迦様が入滅され

既存の価値観が崩壊し、当たり前だ
そうで「他に頼ることなく自分を確立

ました。

と思われていたことが根底から覆され

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

し、物 事 の 正 し い あ り 方（ 真 理 ）に

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！
！

るような大きな時代の転換期を迎えた

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！

沿っていきなさい」という意味だそう

宝になっています。何より相手の気持ち

年だったような気がします。

浅利陽子様にインタビューをさせていただきました。

です。
大きな時代の流れを感じながら、

今回はお店をオープンしてから14年のユーカリが丘店、八千代中央店の

しかしこれも人類の長い歴史から

スタッフ
インタビュー

物事の真理を見定め、小さなことに囚

新 春 Staff Interview

見ると老木が風雨に曝され、力尽き、

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！
！

するのが夢です。
たくさんの人と出会えたことが
浅利様
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夫は必要ですが。

健康な お 肌 を 作 る

『冬だからお肌が乾燥するわ。
』

冬に感じるダメージは肌のかさつ

お店でもよく聞かれる言葉です。

える力が衰えてしまいます。そうなる

齢とともに新陳代謝が低下、水分を蓄

分を蓄える力があるのです。しかし年

皮膚の一番上の角質層には本来水

き、つっぱり感、口の周りや身体が粉
と角質細胞の間に隙間ができ、角質が

もちろん避けられるダメージは避

れば、
低い湿度でも問題はないのです。

て、お肌が健康で水分を蓄える力があ

くまでもお肌に対するダメージであっ

細胞を壊していますよ。汚れは落ちて

シ洗顔していませんか？ 自分で角質

の洗顔から見直してください。ゴシゴ

る角質層にするか？ なのです。普段

お手入れとはどれだけ保水力のあ

水分

水分

水分

真皮

※イメージ図

『冬になると身体がかゆくなる』

をふく。ヒリヒリ感や、かゆみを感じ
剥がれてしまいます。これが粉の正体
です。その隙間から刺激が入ってかゆ

るなどです。
こ れ ら の 原 因 を『 冬 だ か ら 』で 終

ダメージを防いで、乾燥から守るた

みやヒリヒリを感じてしまいます。

そのものが低下、暖房で乾燥、北風に
めには水分を蓄える力のある肌を作っ

わらせないで下さい。冬は確かに湿度

よる乾燥に加え、冷気により肌を守る
ていく事が大事なのです。
つまり、普段のお手入れが大変重要

皮脂の分泌が減少、汗も減少、毛細血
管が縮み血液循環が悪くなる、などお

けて、ダメージから保護するように工

そして規則正しい生活習慣や食事

になってきます。

いますか？ 洗顔しているけど、実は
などに気をつけるなどの努力もお肌を

肌には酷な季節です。でもこれらはあ

汚れが落ちてない方も多いのです。

ま た、お 顔 の お 手 入 れ と と も に 身

作っていくためには必要です。

してください。洗顔後のオイルは代謝

体のかゆみにはイプセンのスワンクリ

スクワランオイルやパックを活用

をあげてくれますし、老廃物の排出が

ームがお勧め。入浴後のお肌にすぐに
なじませることでかゆみもおさまりま

スムーズになります。
洗顔後、スクワランオイルをたっぷ
す。

年齢とともに身体の皮脂の分泌量

水分

水分

天然保湿因子

角質細胞間脂質

表皮
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りお肌になじませ、湯船にゆっくり浸
かって身体を温めてください。角質に

は 代～ 代をピークに減少し、 代

角層

皮脂膜

スクワランオイルが浸透し、お肌が落

ます。この状態が続くと衣服のこすれ

絶対なのです。かゆみの前のスワンク

ることでお肌が変わってきます。血流

その後化粧水はもちろんしっかり

リームです。シソエキスがかゆみをお

でも敏感になりかゆみがでてしまう人

入れること。水分パックをするともっ

さえ、炎症も和らげ、保湿成分が皮脂

もよくなりお肌の回復力がアップする

と効果的です。その後にその水分を逃

膜の代わりをしてくれます。

入れで乗り越えましょう

冬は厳しい季節ですが、正しいお手

がさないようにローション、ミルクが

も。保湿対策はお顔だけでなく身体も

では 代の３分の１以下といわれてい

60

乾燥した肌

‼

のを感じていただけると思います。

ち着いてきます。このお手入れを続け

30

皮脂線
皮脂線

20

20

外からの刺激
外からの刺激
外からの刺激
外からの刺激

必要ですね。
『冬だから』と逃げずに保水力のあ
るお肌作りをしていきましょう。基本
のお手入れは一年中変わりません。

‼

健康な皮膚と乾燥した肌
健康な皮膚
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イプセン クリスマスパーティ in 2011

2012年イプセン福袋のご案内

恒例の
「福袋」
大好評発売中 !
今年のテーマ
「絆：Get Forward!!」
東日本大震災で感じた日本の「絆」
と諦めず前に進む「Get Forward」
の気持ちを、総勢 190 人余りの参加
者で共有することが出来ました。

④

③

同時開催 クリスマス研修セミナー
「コミュニケーションスキル強化研修」
パーティーに先駆け特別研修セミナ

⑤
⑥

①

⑦

②

⑧

ーが開催されました。
ジェネテクス社の浅井忠雄先生をお
迎えし、性格分析で自分と相手を理
解し円滑なコミュニケーションを図
れるようになることが目的で、大変
参考になるセミナーでした。

① Dio＋フォーム ………………
② ルーナノクト ………………
③ Ridi …………………………
④ ピュアスクワレン150粒入
⑤ デトックビューティー ……

4,725円
31,500円
4,830円
3,990円
2,940円

以上計7点、総額61,845円の商品を

⑥ Dio R
⑦ Dio M いずれか2個で …… 13,860円
⑧ Dio W
※⑥ ⑦ ⑧の中から2個をお選びください。

31,500円（税込）で販売いたします。

年に一度のチャンスです！ この機会をお見逃しなく!!

株式会社イプセン本部のご紹介
株式会社イプセン本部は東京都江戸川区
JR小岩駅にほど近い本社ビル3Fにあり
ます。
化粧品・健康食品等も企画・卸・販売、
FCシ
ス テ ム「ビ・ハ
ウス 」の 運 営 、
直営店舗の運
営、FC・代理店
の指導、ビュー

※各店、数に限りがありますのでご確認ください。※商品が変更になる場合がございますのでご了承ください。
※DioR・M・Wの2個の組み合わせは、ご希望に添えない場合がございます。※一部店舗では取り扱っていない場合がございます。

Member
原 禎子
通称テイちゃん入社14年目
パート〜店舗スタッフ〜
店長〜本社の現場叩き上げ
FC・代理店の指導並びにス
タッフ教育担当。

矢嶋 晃
通称じーじ入社6年目
元イプセン担当会計事務所
所属。定年後イプセンへ経
理・財務担当。

ティーアドバ

伊東 成佑

イザーの育成

通称スケさん入社4年目
PC関連のエキスパート。
商品管理・係数管理、直営店
舗の本部統括。

などを行って
おります。
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新春特別企画

イプセン美容セミナー開催

平素はイプセンをご愛顧頂きましてありがとうございます。
この度、本社研修ルームのリニューアルに伴いお客様の「もっとキレイに」を応援すべく、
美容セミナーを開催することとなりました。
普段お使いの化粧品・健康食品等のより効果的な使用方法や詳しい内容成分、お肌の仕組み
やお悩み等、お店ではなかなかゆっくり聞けなかったことをわかりやすくご説明します。

場所：イプセン本社ビル2F 研修ルーム（東京都江戸川区東小岩6-8-11

JR小岩駅より徒歩8分）

日時：平成24年2月17日㈮
申込：各店舗へお申込頂くか、本部へご連絡ください。 本部：0120-03-7621
※定員になり次第受付を終了させて頂きます。

費用：無料
※セミナーのため商品のご購入はできません。お求めは各店にてお願い致します。
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イプセン クリスマスパーティ in 2011

2012年イプセン福袋のご案内

恒例の
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新春特別企画

イプセン美容セミナー開催
〈代表取締役社長 新年のごあいさつ〉

天まで昇る
「辰」
のように
スタッフ インタビュー

ユーカリが丘・八千代中央店 浅利陽子様

2011イプセン クリスマスパーティー
クリスマス研修セミナー

〈ビューティートピックス〉

健康なお肌を作る‼
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