TEXT FIX

す︒
今は 年 年先のことまで考えて︑

外出張では水で肌あれもしちゃいま

土方確かに︒でも日焼けはするし︑海

しい言葉！ 気持ちいいやつ 笑( )

向川それ！ 男女共通で言われてうれ

星野肌がすごくきれいですよね︒

完全に男女逆転︒男子が美容
に関して語りまくる！

今回の座談会メンバーは
スキンケアしているんです︒
向川いきなり会話が女子
︵笑︶
原田 男性ってクリームしか使わない
印象があるんですけど︒
篠原実際︑お風呂上りは何を？
向川すぐ保湿します︒化粧水と乳液︑
ときどきオイルを使います︒気分で変
えますが︒ちなみ
に彼女のものを
使ってます︒
星野嫌〜︒化粧水
だって 本 万円
とかするのに⁝︒
原田 私 は 絶 対 使
わないでっていつ
も言ってる︒
星野 安 い の だっ
たらいいけど 笑( )

サーフィンが好きで、昔 むっつり美容男子です
は真っ黒。スキンケアは （笑）
。
彼女の化粧品やシ
化粧品会社に就職した23 ャンプーをこっそり使う
歳のときから始めました。 ことがあります。

周りに美容を気にする男
性があまりいないので、
その実態がかなり気にな
って楽しみです！
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会社受付
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彼に高級シャンプーをと 以前、
美容系のお仕事を
きどき使われることが…。 していたので、
詳しいつ
いい解決方法はないのか、 もりですが、
男性の美容
探ろうと思います！
もかなり気になります！

IT関連会社勤務
27歳 （左下）

しくバシャっといきますよ︒オールイ

長谷川ていねいではないですが︑男ら

ませるてるんですか？

くないですしね︒あと︑いいもの使い

長谷川そうですね
︵笑︶
︒洗いすぎもよ

原田もしかして︑福山雅治方式

長谷川僕はあんまり使わないですよ︒

篠原石けんもこだわるんですか？

分で買ってますね︒

ます︒マッドってやつ︒これだけは自

向川 あとはサボンの石けんも使って

篠原女子力高すぎ
︵笑︶

急にレクチャーが
！
スタート

ンワン化粧水を選んで︑短時間でさっ

篠原ちなみに顔にはどんな風になじ

自社製品の広告で男性モ
デルとしても登場してい
ます。
仕事柄、
もちろん美
意識は高めです！

探していたのですが︑ついにジョンマ

ずっとオーガニックのヘアワックスを

土方 僕 は ケ ミ カ ル 断 ち を し て い て︒

と済ませています︒

向川

ので洗いすぎはよくないんです︒

土方実際︑ PH
バランスがくずれちゃう

鍛える意味も含めて︒

すぎると肌が弱くなっちゃいそうで︑

長谷川それ買いに行こうかな 笑( ︒
)

向川 男性がきれいになってもいい文

篠原会社の人もけっこうそうかも︒

美容男子層って多いと思うんですよ︒

早速使おう︒そいういえば︑むっつり

バランス
︵笑︶
︒明日その言葉︑
PH

スで出合っちゃったんです︒肌への優

土方美容家電はパナソニック ビュー

化がまだまだないんですよね︒

しさがたまりません︒

ティ プレミアムのものを使っていま

原田私はもっとやってほしい！ 男女

す︒このドライヤーは 万円と高いけ

向川 僕 は バッグ に コ ス メ

ゼントされたいかも
︵笑︶

篠原全然違う！ これはプレ

ちょっと触って！

原田あっ︑今度のバレンタインは化粧

とにかくびっくり！

いしなぁ︒
でも男性の美意識高すぎて︑

星野自分よりいいもの使われたくな

という思いも⁝︒難しいですね︒

思ってたけど︑ちゃんとやってほしい

共通の話題になるし︒

ど︑一度使ったら病みつき︒つやつや

ポーチ を 入 れ て い ま す よ！

品をプレゼントしよっかな︒

篠原男らしく自然体でいてほしいと

中身はハンドクリームとヘア

向川 それめっちゃうれしいと思う！

しますよ︒やってみますか？

ジェルなど︒あと練香水も携

彼女からもらうっていう事実もね
︵笑︶

原田 す ご い！ つ や つ や！

できてちょうどいいんです︒

帯！ ほのかな香りがに調整

小さいサイズのものを選ん
で持ち歩きをしています！

のオールイン
メンズ用の
「BIRTH」
ワンものを愛用しています。
これ
「化粧水」
「 乳液」
「 美容液」
1本で
「クリーム」
の働きをしてくれるの
で、
ケアは十分です。
これを使うよ
うになってから、
忙しい朝のケア
も怠ることがなくなりました！

肌のことを考えて化粧品はオーガニ
ック系を使うようになりました。ま
た、
パナソニック ビューティ プレミ
アムを使うと
すぐ効果を感
じられるので、
愛用中です！

セレクトショップのレジ前にあるハ
ンドクリームや、コンビニ限定の小
さいコスメをポーチに入れて常に持
ち 歩 き、い つ
でもどこでも
使えるように
しています！

まさかこんな日が来るとは。
女友達と話しているときよ
りも、
内容が濃かったような気がします。
これを機に、
美
意識だけでも見習わなくては、
と思ってしまいました。

使い心地とその効果を重視
して選びぬいた結果です。

男性と美容話をこんなにする
なんて思いませんでした

オールインワンなら手間も
！
省けて、ケアぬかりなく

夫によく化粧品を使われてイラっとすることもあったので
すが、
話しを聞いて、
将来かっこよくいるためなら共同で使
うことを提案してもいいのかなと思ってしまいました。

⁉

香りが強い
ものは苦手
です
美容家電にも
こだわり強め
です！
なるべく楽な
ケアを心がけ
てます！

男性でも美容への意識が
半端じゃないんですね！
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真剣に
語ってます！

今宵の肴は「メンズ美容」

男女3対3トークバトル！

男性陣が愛用中コスメはこれ！
トークバトルを終えた女性陣の感想は

もともと男性にはある程度やってほしいと思っていまし
た。
でも今日話しを聞いたら、
ひとつひとつの行動に意味
があってびっくり。
ちょっと見直しちゃいました。

10年先のことまで見据えて
いるなんてすごいですね
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