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桜の季節に想うこと。

この老桜咲けとこしへに

るさとは水底となりうつし来し
われました。移植された桜が初めて満

の熱い思いに支えられ、移植工事が行

今年のイプセンのテーマは
『自灯明』

た佐藤さんは『桜はええなぁ、強くて

人達が再会し、涙を流す様子を見てい

力強く進むこと』まさに佐藤さんの生

われずに自分を確立し、自分を信じて

『他に頼ることなく、小さな事にとら

ふ
この歌にまつわる素敵なお話を見
やさしくて、人の心をよぶんや』と人
き方ですね。

お釈迦様が説いた禅の言葉ですが、

つけました。
「愛知県名古屋市から岐
の心を動かす美しく強い桜の力に感

開になった時、バラバラになった村の

阜県の西部を縦断する１５６号線を抜
動し、
「太平洋と日本海を桜で結ぼう」

高碕達之助

け、石川県金沢市までの全長２６０㎞
と決心したのです。

の車掌だった佐藤良二さんは、
「太平
は 歳（昭和 年）
で他界。しかし、そ

そんな矢先、癌に侵された佐藤さん
を見失いつつあるように感じます。今

じていた私たちですが、今、また自分

いることや周りの人に改めて感謝を感

一年前のあの日、今こうして生きて

に及ぶ「名金線」の旧国鉄長距離バス

洋と日本海を桜で結ぼう」と壮大な夢

イプセンを初めてよかったこと･変った事は？

を抱き、私費を費やし２０００本の桜
号線沿いへの桜の植樹は続けられまし

の志は多くの人に受け継がれ、１５６
藤さんの思いは桜が咲くたびにたくさ

年も桜の季節がめぐってきました。佐

医学が大事だと痛感していました。イプセンの美顔やお手入れの考え方、健康食品などはま

さに対処療法ではなく、健康なお肌を作っていくという、体の中からのケアも大事だという
発信ができると思ったからです。

自分でありたいと思います。

に、昨年の思いを忘れず、思い続ける

んの人の笑顔となって帰ってくるよう

の木を名金線の各停留所に植えようと

栄養士の仕事をしていたので……病気になってから何かするのではなく病気にならない予防

あなたの近くの桜にももしかした

ショップになっている事や、お客様の夢の後押しができたり、商店街はもとよりたくさんの

方との出会いが何より嬉しいですし、皆様の笑顔に毎日出会えることがお店をやってよかっ

たと思える瞬間です。

今後やりたい事は……または目標は？

そして５周年の節目にはもっと盛大なパーティーができればと思っています。

４月で３周年を迎えるのでささやかですが、お客様と３周年のパーティーを開催予定です。

これからは、お客様と一緒に楽しめるイベントも計画中です。お客様にとってこのお店がな

くてはならない存在になってお客様はもちろん、スタッフも私もいつも笑顔の絶えないお店

を身体の続く限り続けたいですね。

自分の生きる意味を真撃に問いか

の仕事をしてみようと思ったきっかけです。社員として仕事をしているうちにもともと管理

け、夢に向かって懸命に生きた佐藤良

最初はお客様としてイプセンに出会ったのですが、それまで肌トラブルに悩まされていた

白川村から荘川村にかけて巨大な「御

のに美顔をして、お手入れをしていくうちにどんどんお肌がきれいになっていったことがこ

二さんのその生涯は私たちに多くのこ

イプセンをはじめようと思ったきっかけは？

母衣ダム」が完成。数多くの集落がダ

今回ご紹介するのはビハウス大泉学園店の中塩
屋さとみ様です。中塩屋様はもともとイプセン
の社員でした。それから自分のお店を持ちたい
という目標をかかげ、2009年に大泉学園でお
店をオープンしました。

ら素敵な話があるかも？ お花見がま

今まで以上に色んな事に興味を持って挑戦している自分がいることです。合唱やお花、ニ

きっかけが
「荘川桜」
でした。
昭和 年、

た。
」

52

人生を賭けました。この情熱をもった

47

とを語りかけてくれています。

CloseUP

たちょっと変わりそうです。

ットソーイングなど趣味の幅が広がりました。来てくださるお客さまからの情報のアンテナ

35

ムの底に沈みましたが、樹齢４００年

〜スタッフインタビュー〜

以上の２本の巨大桜だけは、村民たち
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ない』とお話させていただきました。

１月号で『冬だから乾燥するのでは

保持されているとメイクの仕上がりが

ましょう。水分と脂分が角質層に十分

上がるポイントについて確認していき

メイクがキレイなのは健康なお肌がポイント

お肌は春を迎える準備を感じられ

お肌の美しさ、若さは水分保持能力
の時間を当てるというクイズ番組を見

先日、テレビで芸能人の方のメイク

違います。

が高い角質を育てる事で決まってきま
ました。それを見ていてまさに今回お

ていますか？

す。角質細胞がきちんと育ってくると
伝えしたいと思っていた事が実践され

代・ 代・ 代の方たちはいわゆ

ていると思いました。

美肌を作る事ができます。基底層で生
まれた細胞は大人の細胞
角
= 質細胞

になった時が一番美しい細胞です。そ

子供頃のお肌はまさにこの状態で
り、化粧水パックをしたり、メイクを

とても長いのです。スチームを当てた

るメイクの時間というよりもその前の

すね。残念な事に年齢を重ねるとどう
する前に徹底的に水分を入れ込んでい

の角質層には水分、脂分が十分保持さ

してもこの保持能力が衰えてしまうの
ました。そして化粧水、保湿、乳液な

段階、角質層に水分を入れ込む時間が

です。だからこそお手入れで水分、脂
どのお手入れを経てやっとメイクがス

れています。

分を入れ込んでほしいのです。

ではなぜ水分、脂分が保持されてい

タートしていました。

とくにファンデーションがキレイに仕

イクをするとキレイに見えるのです。

このことをふまえ、今月はメイク、

るとキレイに見えるのでしょうか？
どんなにメイクの技術があっても

イプセンのプリファンデーション

子供の頃のようなキメが整ったお

た状態やニキビ、毛穴が開いたりとい

やシルキーファンデーションをまずお

素肌が美しい人にはかなわないという

った状態では光の反射が均一にならな

勧めする理由もここにあります。お肌

肌は光の反射が均一だからです。水分

いからです。ファンデーションはあく

の凸凹をこのファンデーションで平ら

わけです。

までもその働きを一時的に助けるので

にするからです。そうする事によって

イプセンでは、健康なお肌作りのア
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が保持されなくなるといわゆる乾燥し

す。ですから一時的とは言え、角質層

なります。単純にファンデーションを

パウダーファンデーションやフェイス

紙をくしゅくしゅに丸めて広げる

お肌のトラブルを隠すために使用する

に水分を入れ込むという事を芸能人の

としわになってしまいますね。どんな

のではない、素肌作りがポイントにな

パウダーが少量できれいな仕上がりに

に伸ばしてもシワはきれいになりませ

りますね。

方は知っているのでしょう。

ん。そこへ水をたらしてください。だ

きますね。お肌も同じです。水分が保

ドバイス、そしてファンデーション選

んだん紙が透明になり、しわも伸びて

持されたお肌は透明感が出てきます

スクワラン（保湿剤）
配合。お肌に潤いを
与え乾燥を防ぎま
す。様々な肌質に対
応できるよう、4色の
色を調合してご利用
いただけます。また、
お肌になじませるこ
とでトラブルを隠
し、きれいな肌質に見せることができます。
♯70にはビタミンＣ配合。#60・#70は赤味の部
分につけておくと、コントロールカラーとしてご
利用いただけます。

60

びの相談も承ります。ぜひお店のスタ

オールインファンデー
ションとしてお使いい
ただける高純度メイク
アップファンデーショ
ンです。 UV カットにも
きちんと働く頼れるひ
とぬり、透明感のあるき
め細かいのびで、納得の
仕上がりを体感してい
ただけます。プリに含ま
れてるアマモエキスにはとっても保湿力があり、
ファンデーションですが、しっとり感が続くの
で、
乾燥が気になる方にはお勧めです。
無香料

50

ッフにご相談下さい。

シルキーカラーファンデーション

40

し、凸凹が目立たなくなるのです。
水分が保持された角質層にファン
デーションを塗布する事で角質の凸凹
がもっと均一になります。ですからメ

オールインファンデーション プリ
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紹介！

新店舗

フェイシャルケアショップ
イプセン

花みずき

４月１日、佐倉市臼井にオープンした代理店『花みずき』。
桜の咲く季節のオープンを目指してオーナーである建部様は
第２の人生を 64 歳からスタートしました。仕事をしながら
の研修でしたが、この仕事を通してお客様に『お肌は変わ
る！』ということを知ってもらいたい、そして元気と笑顔に
なってほしいとの思いで準備をされてきました。
自宅の一室ですが、建部
様の人柄が感じられる、
とてもあたたかなお店で
す。『人生まだまだ、こ
れからよ』を教えてくだ
さる建部様にぜひ、会い
に行ってみてはいかがで
すか？

2012 IBSEN New Item

お待たせしました‼ プラセンタ美容ジェル新発売。

イプセン セレネ

（美容ジェル）

SELENE（セレネ）はギリシャ語の“月の女神”
NET40ｇ ¥8,400（税込）

うるおいに満ちた健康なお肌にために……
和漢混合エキス・ブタプラセンタ・ウマプラセンタ配合
プラセンタとは胎盤のことで、
赤ちゃんを育てるための栄養がとっても豊富。
いろいろな細胞の成長因子が存在し、細胞を活性させます。

3 種類のプラセンタがそれぞれの特長でマルチにお肌に作用します。
なんと言ってもアミノ酸の含有量が豊富で保湿力と吸湿性が高まります。
潤う肌と透明感のある白肌を「イプセンセレネ」で実感してください。

社長からのメッセージ

実体験を通して、
感性を磨く
株式会社イプセン

代表取締役

遠藤 真太郎

先日「ルミネ the よしもと」に行って
きました。初めての体験でしたが、とても
楽しくあっと言う間の 90 分でした。
初めて見た芸人さんからテレビでよく見

社会科見学というものに参加してのことな
のです。

第2回 イプセン美容セミナー開催

自分ではなかなか行かないけれど一度は
行ってみたいよね！

ってところに毎年

かける芸人さんまで様々な方が出演してい

行っています。過去には歌舞伎やミュージ

ました。テレビではいつも楽しく笑いを提

カルなども見に行きました。

お肌のお手入れ毎日変えていますか？
お肌の状態は季節や天候、体調などの変化によって日々変化しています。
せっかくの毎日のお手入れですから、お肌に合わせて整えてあげることがより効果的です。
お肌の状態やトラブルの原因を理解することでお肌の変化を実感でき、毎日のお手入れが
もっと楽しくなりますよ！

供してくれていますが、ライブに行ってみ

日々忙しく過ごす中であまり興味のない

て強く感じたことは会場独特の空気感や緊

分野に飛び込むにはちょっと気合が必要で

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

張感。そしてそれを吹き飛ばすような出演

すが、こういう新たな体験で自分の世界観

日時：平成24年5月12日㈯

者のパワーと真剣勝負！

が広がっていくような気がします。

という姿勢。

JR小岩駅より徒歩8分）

10：00〜

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。

最後には会場全体を笑顔に変えてしまう

行ってみたけど私にとってはイマイチ

「力量」にとても感動しました！……と「お

だったってこともたまにはありますが、そ

笑い」について書いてみましたが、実は普

れもひとつの体験とプラスに捉え、これか

段はあまりお笑い番組は見ていません。

らもいろんな体験をしていきたいと思いま

せっかく毎日お手入れしてるのになかなか改善しないお肌のトラブル。特に春先～初夏に
かけてのこの季節は花粉や紫外線量の増加、体調の変化など冬から夏への移行期間である
ため注意が必要です。

す。何かおススメがありましたらぜひぜひ

※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。

ではなぜよしもとか？

というと、私の

所属する地元の異業種交流会で行っている

費用：無料

教えて下さいませ！

IBSEN Magazine
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