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新しくなったイーマで 、クリスマスの 探しもの ♪

今日の主役は
ちょっとリッチな
フェイクファーコート
毛足の短いファーなら大人っ
ぽくなり過ぎず、
かわいらしさ
をキープしてくれる。鮮やかな
カラーのニットバッグでアクセ
ントを。フェイクファーコート
37,800円、サテンビーズワ
ンピース24,150円、
タートル
ニット 9 , 9 7 5 円 、ブ ーツ
39,900円
（以上ビューティ＆
ユース）、
ニットバッグ12,600
円
（キラリィ）
／B2Fビューティ
＆ユース ユナイテッドアローズ

│ 京 阪モールp r e s e n t s │

夏にピッタリ、
２タイプの
メイクを教えてもらったよ！

サマースタイル

メイクテーマは「ブラック ダイアモンド」。アナ
スイお得意の毛穴の目立たない艶やかな ドー
ルスキン をベースに、
目ぢから＆ラメ遣いを効
かせるキラキラメイクを取り入れて！

５月10日
（日）モード・ディ・ポンテベッキオにて開催
晴れやかな初夏の日曜日。舞台やCM、雑誌やショーなどで幅広く活躍中の
メイクアップアーティストMIHOさんを迎えて、アナ スイのアイテムを使った夏のメイクアップレッスンを開催。
会場は2009年3月のリニューアルで、
さらにラグジュアリーに生まれ変わったモード・ディ・ポンテベッキオ。
何千通もの応募の中から選ばれたラッキーな80名の参加者は、特別なスペシャルランチコースをゆったり満喫。
さらに、アナ スイの新作を使った夏メイクでビューティアップしました！
撮影／コーダマサヒロ スタイリング／鳥居小路貴子

モデル／高橋まりの

山下容里子

取材／みやけなお

はじまりはランチから。
この日のために用意された
特別コースをいただきました。

│京 阪モールpresents│

SAVVY×ANNA SUI COSMETICS

MAKE UP
LESSON

5月10日
（日）
モード・ディ・ポンテベッキオ
（西梅田）

限定40組80名様を特別ご招待！

今回、
イベントの舞台になったのは、
日本を代
表するシェフ、山根大助さんがオーナーの有
名イタリアン「モード・ディ・ポンテベッキオ」。
フロア拡張で、30階からの展望も一層ダイ
ナミックになった、優雅なリストランテでいただ
くランチは、
また格別なもの！ しかも、用意さ
れたお料理は、
どれもこの日のためだけのス
ペシャリテ。初夏の食材をふんだんに盛り込
んだ新鮮な味わいを、前菜からデザートまで、
リッチに堪能しました。

イベントをイメージして
ランチを作って
いただきました
今 回 、5月のメニューはまだ未 定
のため、
イベントをイメージしてお
料理を作っていただきました。季
節感あふれるお皿の数々、
きっと
楽しんでもらえます。

ーのソースで甘さをおさえた大 人な味わい
に。

まるで羽のよう！
フサフサのまつ毛で
インパクト・アイ
新発売のスーパー ブラック フル
マスカラ。極細の繊維が密集した
プレンティホローブラシで、
まつ毛
1 本 1 本にしっかり密 着 。まつ毛
が増えたようなフサフサ感でゴー
ジャスな目もとを 演 出 できる！
3,360円。

3月にリニューアルオープンの
モード・ディ・ポンテベッキオ
リニューアル前の約2倍の面積ながら、一つひとつのテーブル
をゆったりレイアウトしたのは、一つのテーブルの中で一つの世
界を生み出したいという狙いから。テーブルやイス、照明なども
こだわりを持って新調。お料理、
サービスなどすべてで、
ゲストに
刺激を与えてくれるすてきな空間！

①

②

この春生まれ変わったばかりのモード・ディ・ポンテベッキオで、
贅沢な空間で初夏の食材を使ったイタリアンを存分に堪能したり、

夢のようなひとときを過ごしましょう。
素材そのものの旨みを最大限に生かすためにカットの仕方も吟
味。
シンプル、
だけど忘れられないおいしさ。

●日時／2009年5月10日
（日）午前11時半〜午後3時終了予定
●会場／モード・ディ・ポンテベッキオ
（西梅田）
●定員／40組80名（参加無料）
●応募方法／応募はご本人＋同伴者1名のペアでご応募ください。ハガキに①氏
名②住所③年齢④電話番号⑤メールアドレス⑥職業⑦ご一緒される方とのご関
係をご記入の上、
〒550-8575 大阪市西区江戸堀1-10-8 4F（株）京阪神エル
マガジン社 サヴィ編集室「アナ スイ メイクレッスン」係までお送りください。
※3月22日
（日）必着
円（税込）以上お支払いで1枚もらえる応募券でもご応募いただけます。当選は抽
選の上、当選者には通知いたします。
※ご記入いただいた個人情報は、当イベント及び弊社出版物の企画の参考とさせ
●主催／京阪神エルマガジン社サヴィ編集室
●特別協賛／京阪モール

●協力／アナ スイ コスメティックス

●お問い合わせ／サヴィ編集室☎06-6446-7713
撮影／坂上正治

取材／宮前晶子

MIHO
メイクアップアーティスト
舞台やCM、雑誌、
ファッション
ショーなど各方面で活躍中。
さ
まざまなアナ スイのメイクアイ
テムを使い、
その人が持つキラ
ッと輝く個性や、本人が気付か
ないチャームポイントを引き出
すと評判。メイクアップアーテ
ィストとしての活動のかたわら、
講師としてなど、多方面にわた
って活躍中。

http://www.annasui-cosmetics.com/

モード・ディ・ポンテベッキオ
http://www.ponte-vecchio.co.jp

アナ スイのファッションショーの映像が流れ
る中、アナ スイ コスメティックス トレーニング
マネージャー・坂原さんの司会で、
メイクアッ
プアーティストMIHOさんが登場。最初にス
テージ上でメイクアップショーを行った後、参
加者もテーブルに用意された同じアイテムを
使って実践！ MIHOさんがテーブルを回りな
がらチェックしてくれるうえ、各テーブルにも一
人ずつアナ スイのナビゲーターがついて、気
軽に指導やアドバイス。アナ スイのメイクで、
みるみるキレイに変化する様子にはサヴィス
タッフもびっくり！

アナ スイの夏の新色を使ったメイクアップレッスンを開催。
プロのメイクアップアーティストからメイクテクニックを教えてもらったり。

ていただきます。目的以外での利用はいたしません。

③

いよいよレッスンスタート！
アナ スイの新作を使った
MIHOさんのメイクマジックが
満載

ビューティーボルテージがグンと上がりそうな予感。

または京阪モールの春のコスメフェア期間中（2/23〜3/22）各店舗にて3,150

発色の美しいブルーのアイシャドウが、夏にピ
ッタリの華やかメイク。MIHOさん曰く
「アナ ス
イのメイクは下まつ毛が肝心！ 下まつ毛にマス
カラした後、
ラメパウダーをプラスすると、
うるん
だ小悪魔的な目もとを演出できます」

こちらの厨房で腕を振るうのは若きシェフ、岩
永朋和さん。①前日入荷したばかりのサマー
トリュフを目の前でスライスしてくれるオマール
海老のサラダ②グリーンアスパラガスのピュ
ーレにトリュフのソースが香るニョッキ③濃厚
なマスカルポーネリコッタ入りのザバイオーネ
に浮かぶ、ほんのり温かなチョコレートケーキ
は、ナッツやキルシュに漬けたチェリーやべリ

今回、講師として登場したメイクアップアーテ
ィストのMIHOさんは、
「自分で気づかなかっ
た魅力を引き出してくれる」
と、モデルやタレ
ントから信頼の厚いことでも有名。ファンデー
ションやチークの塗り方など、アイテムを最大
限効果的に使えるプロのテクニックも公開。
参加者もMIHOさんおすすめのラメ遣いをマ
スターして、
より動きと輝きのある美しい表情
に！ 新しいメイクを存分に楽しんでいました。

お楽しみのデザートも月替わり。その季節の旬のフルーツを使っ
て、愛らしく。たっぷりのボリュームもうれしい。

http://www.ponte-vecchio.co.jp

特別協賛／京阪モール http://www.keihan-mall.jp
京阪モールホームページのイベントレポートにて詳しく掲載中。
抽選ですてきなプレゼントも！

オフィスに最適。好感度の高いナチュラルメイ
クも、
アナ スイのドールスキンが簡単に作れる
ファンデーションを使えば、
さらに清潔感がアッ
プ。健康的な新色のピンクのチーク＆リップグ
ロス309も、MIHOさんのお気に入り。

京阪モールからのとっておきのお土産＆
豪華プレゼントの抽選会も！
最後はプレゼント抽選会！ アナ スイ コスメ現
品をセットにしたANNA SUI賞、
モデルのコー
ディネート一式をそれぞれ1名の京阪モール賞
に、オリジナルトートバッグ＆年間購読できる
SAVVY賞が。
さらに女性参加者全員に、ア
ナ スイのコスメをセットしたお土産も！

新作のリキッドアイカラー現品（京阪モール提
供）
に、
ドールスキンを作るファンデーションや
ヘアケアのサンプル6品
（アナ スイ提供）
をセ
ット。夏は髪のダメージも気になる季節。肌も
髪もアナ スイで艶やかに仕上げられます。

