集合広告(カラー)掲載のご案内

自分がキレイになれる
新カラダ主義マガジン！
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人気モデルや女
優を起用している表
紙が注目を浴びており、
キャッチコピーも含め
て話題になることも
あります。
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ヘアスタイルや
ビューティ情報が満
載！「モテ女」や「雌ガ
ール」のためのファッシ
ョン&ビューティマ
ガジンです。
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集合広告(カラー)掲載のご案内
Beauty Life
Trend
Feel information とは、有限会社エーエフエヌが“感じる”をコンセプトに
商品のPR・店舗様のご紹介、女子の興味をひく情報を企画したページです。
24539

24388

made in Nepal.
鮮やかなカラーと質感で
冬を演出するショールマフラー

Beauty Life
Trend

ネパールで1つ1つ丁寧に手織りされたショールマフ
ラー。ずっとつけていたくなるようなふんわりと柔ら
かな肌触りが特徴。独特な配色が冬のスタイルのア
クセントになります。幅70cm、長さ190cmの大判タ
イプで使い方も自由自在。周りと差をつける今期の
マストアイテムです。

都内一押しサロン♡jewel beauty salon♡
ハンドメイドアクセサリーも続々展開中!!

手織りアクリルショールマフラー

蒲田・川崎・横浜・羽田方面からもアクセス便利な京急本線雑色駅から、
徒歩１分☆気軽に通える完全予約制のネイル＆まつ毛エクステサロン☆

各 ¥5,400 (税込) 全国送料無料

jewel beauty salon

Komaki Japan

03-6424-7278
http://ameblo.jp/salon-jewel/
東京都 大田区仲六郷2-28-11-2Ｆ

022-369-3093
http://www.rakuten.co.jp/komakijapan/
宮城県仙台市宮城野区榴岡2-1-7

24551

24554

部分マッサージ
（60 分）

￥5,000（税込）

「大人可愛い」をテーマに
他では手に入らないハンドメイドアクセサリー
人気NO.1のコットンパールを使用したネックレスは
どんなスタイルにもマストな女性らしいアイテム。
トップ部分のデザインは要check!

sanbio（サンビオー）

SOROR

24564

ハンドメイドペーパーアイテムとアーティフィ
シャルフラワーを使ったブーケや小物を展開中の
New Brand。ここにしかないキュートなデザインア
イテムは、バースデーパーティー・結婚式・発表会・
イベント等、アナタにとって特別な日に素敵な演
出をもたらしてくれます。
Web Shop は下記 QR コードからご覧ください。

¥2,700 (税込)

先ずは､ご自分の身体を知ることから始めません
か？そ こ か ら 症 状 の 原 因 は 見 つ か り ま す｡各 メ
ニュー共にジェル代別途￥1,000 になります。
054-256-1781
http://sanbio.s81.coreserver.jp/
静岡市駿河区鎌田71-14

幸せの瞬間に寄り添うアイテムを・・・
New Brand「A-addict party&design」

しずくコットンパール
チェーンネックレス

※リンパマッサージ

あなたの為だけの施術プランをご提案。

24540

Instagram▷▷aaddict̲party.design

A-addict party&design

055-946-5758
http://www.rakuten.co.jp/soror/
静岡県沼津市西沢田454-1-406

080-2080-0687
http://www.aaddictpd.thebase.in
山梨県甲斐市
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24341

現代を生きる女性の方に、
今一番知っておいてほしい商品

・SASAMIBAR
（ササミバー）
エビス鶏のささみを使用。素材の味を重視し、味付けもシン
プル。カロリーを控えることでダイエット中の女性でも1本
まるまる食べていただけます。
（1本当たりわずか47kcal）
[ブラックペッパー /ウメ/醤油]1箱10本入り 各￥1,980（税込）
・Bella FONTANIS
（ベラフォンタニス）
カルシウムやマグネシウムをはじめ天然ミネラルを豊富に
含むミネラルウォーター。ダイエット中の方や妊婦さん（妊
娠中は通常の約1.5倍のカルシウムが必要）にもお勧め。
ベラフォンタニス[微炭酸]750ml×15本入り ￥4,941（税込）

ちび玉ピアス
各￥1,000（税込）

光で色の見え方が変わる
不思議なガラスを使ったピアス

店長が生み出す「オシャレ」がいっぱい♪

ガラスで作ったちび玉を連ねたシンプルなピアス。透明なちび玉
は自然光では紫、蛍光灯では水色に見える印象的な仕上がりに。

自らがセレクトしたアクセサリー＆雑貨を、
sweet surrender 風にアレンジした “ここだけ” の逸
品！新たなオシャレの空間が OPEN です♪

がらす・とんぼ玉工房 つきのき

sweet surrender

090-7077-3359
http://www.tonbodama-tsukinoki.com/
秋田県大仙市土川字生内60

24545

090-6281-4530
http://r.goope.jp/sweetsurrender/
愛媛県松山市湊町3丁目7-9

24550

Ryo Fleur

090-6432-7421

ヤフーショッピング
「Ryo Fleur」で検索

山口県山陽小野田市小野田463-1

24377

0985-41-6420
http://www.support-jpn.com/
宮崎県宮崎市新別府町江田原76番地1

体の不調に
お困りの方も。
シェイプアップ
したい方も！
パーソナルトレーニ
ングは、運動だけでな
く〝ト ー タ ル ケ ア〟
です。少人数レッスン
や出張も可能です。

皆さんの大切なシーンを演出致します。
プリザーブドフラワーブーケ専門店
1,000 件以上の実績あるプロのフローリストが丁寧
にひとつひとつ制作します。

サポートジャパン株式会社

60 分 税込￥5,800
（出張の場合は別途交通費）

Healthy beauty トレーナー・持田弘子
栃木県佐野市船津川町

24518

24395

健康な
「素髪」
創りのお店

美しさを誓う…
ナチュラル志向のサロン
オーガニックのハーブ、植物成分など天然由来の成
分配合の薬剤にこだわっています。

hair jurer deux

052-951-8100
http://www.hair-jurer.com/
愛知県名古屋市中区錦3-15-33 M3ビル2F

090-5322-6599

《対象エリア》
群馬・栃木・茨城・埼玉北部他

24560

23944

電磁波吸収カード
「NTE コスモカード」
《日本製》

持って生まれた髪の持ち味を活かしながら、お手入
れのしやすい健康毛創りを行っています。通ううち
に自分の髪が好きになる、そんなサロンです。

＊毛髪修復エステ
（カット別 2h〜）
S￥9,000
（税別）
〜

美容室ひまわり

0532-25-4156
http://www.b-himawari.jp/
愛知県豊橋市野依台1丁目34-5

24301

メーカー希望小売価格

¥8,000
（税別）

モクメモ[板目・年輪・樹皮]
各￥1,300
（税別）

ひのき香るメモ用紙
「モクメモ」
新商品

フルーツもちどら

和と洋をミックスしたもちもち食感のスイーツです。
一個 185 円
（税込）

ソーレル山崎 078-947-6462
http://www.afn.jp/shop/24377
兵庫県明石市大久保町西島816-5

菓子工房

国産ひのき枡ケースに収納された木目柄プリントの
デザイン性の高いメモ用紙。
デスクなどに置くと森林
浴・消臭効果も期待でき、
1 枚 1 枚使うたびに自然の香
りを楽しんで頂けます。

ル・シエル 090-7035-9141
http://www.sousaku-koubou.com/
三重県津市高茶屋１丁目43-2-102

創作工房

《サイトにアクセスしてコード
（4〜5桁）
を入力するだけ》

Amazon.co.jpにて、
ご購入下さい。

日常の電磁波が気になるあなたへ
NTEコスモカード
ナノ結晶材料の磁気特性を生かした素材が「電磁波の吸収
（シールド）
作用」
を持ち、
半永久的に使用できる製品です。

シールドくらぶ

050-3539-0144
http://www.shield-club.jp
奈良県生駒郡

ファッション情報サイト

PC/携帯/スマートフォンにも対応！

w w w. afn.jp

afnポータルサイト

〈広告掲載例〉 誌面サイズ(縦：29.7㎝

ガラス製品にオーダーメイド彫刻！
誕生日・結婚祝い・出産祝い…などに、ガラスアー
ト工房スタジオホンマで、ガラス製品などに名前・
メッセージ・デザインを彫刻しませんか！

スタジオホンマ

090-5203-3166
http://www7b.biglobe.ne.jp/~studio-honma/
東京都江戸川区中央2-33-2

※ 通信販売の広告に関する内容は、

［PR］

特定商取引に従う省略事項記載書類を無償にて送付いたします。

ht t p:// w w w.loveon.jp
こちらもチェック！

詳しくは右記までお問合せ下さい。
【エーエフエヌサポート係】tel.097-553-2887
※広告取材・営業厳禁 ○企画・制作／有限会社エーエフエヌ：tel.0120-532-887

横：23.2㎝) ※原寸ではありません。説明のために縮小しております。
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ビューティトレンド誌として、目指すは『リアルな自分』ガール20代・30前半の女性読者をメインター
ゲットに、10代後半〜30代後半の幅広い読者層に支持されています。ファッション・ヘア・メイク・ダイ
エット『自分磨き』に一番関心の高い世代の女性のために『飾らない自分』
『 そのままの自分』を提案。
流行のトレンドアイテムはもちろん、ar女子ならではの個性のあるコーディネートの人気も高く、
『 可愛
い』
『クール』
『フェミニン』といった多彩なジャンルを展開しています。

こんな風になりたい！を
叶えてくれる！

読者の半数以上が
お手本となると大絶賛！

これからもずーっと
読み続けたい！

多くの女性を虜にし続ける、まさに女性の
『ツボ』を抑えた一冊です。

メイク
make

流行のカラーや話題のブランド
や新商品など、今注目を浴びる
商品の紹介！実際にモデルやタレントが利用してオススメす
るアイテムや、季節に合わせた色味の『アイメイク』なれる！
『女優顔』
『 モデル顔』
『 フェミニン肌』の様に、多彩なキャッチ
に合わせて分かりやすいメイク術も提案。

ヘア hair

『クールに可愛くを演出するショー
トヘア』
『 ゆる〜くアレンジを楽し
むミディアムヘア』
『 フェミニンに上品に大人女子の定番ロング』
様々な視点で提案するヘアカタログとしても利用できそうな充実
の情報を掲載。
「この髪形可愛い！」
「思い切ってイメチェン！」と、
美容室での髪の手入れを欠かさないオシャレ女子にも大人気。
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カラーや定番カラーとの組み合
わせを楽しめるお手本コーディネートから安く可愛く‥カジュ
アルファッションからdress upコーデと幅広いジャンルを楽し
める内容。シンプルでもオシャレに着こなせるオフィスファッ
ションなど『着こなし』をお手本とする読者も多数！

その他
her
ot

この世代の敏感女子に向けたダ
イエット特集も人気。キレイに痩
せる！を目指す女性にとって、ダイエット関連商品は必須アイテ
ム！体を動かすエクササイズ商品から、内側からサポートするサ
プリ商品etc…。PRページの商品も、気になるものは要チェック！
顔やボディのスキンケア商品も特集が組まれるほど大人気！

