マリソル

ターゲット層の真実 2020

と
「おしゃれ」
「社会性」
どちらもゆずれない！
カバーモデルも
そこは
ゆずれない！

リアルに今年
40 歳 !

蛯原友里 !

絶大な人気の
アラフォーモデル

SHIHO!

「地に足のついたおしゃれ」が大好き
！合言葉は
＂リアル＂
働くアラフォーはさり気なさ・抜け感のあるおしゃれが大事。これ見よがしでない着こなしを狙うのに信頼する情報を必要としています。

ファッションも美容も
「名品」に目がない！
40年生きてきた自分の経験には自信あり。同じく長い年月、
スターであり続けた服やバッグやコスメへの愛情は深い。

「賢い」
自分でいたい！ だから先行投資する
今の自分よりもうちょっと上を目指したい。そのパワーは昨今加速。
おしゃれも美容も、これからの自分のためにお金をかけることに前向きです。

Marisol 編集長

石田真理

4つの約束

2020年も勢いよく！
おしゃれと社会性の両立を
実現しているリアルアイコンが
さらに活躍します！

４つの約束

1

４つの約束

2

20代から第一線で活躍し40代の今なおHAPPY感に溢れるＳＨＩＨＯ、
単行本でもマリソルでも私服クローズアップで共感を得る蛯原友里、
カジュアル派磯部安伽＆きれいめ派三尋木奈保の実力派エディター、
そしてファッション・ビューティ
・婚活etc得意分野でＰＶを伸ばす

アラフォーのスキンケア
といえばMarisol！
アラフォー肌の知見で
ご協力します！

美女組たち。読者が自分を投影できるアイコンたちの企画を増やし、

「去年と違う」
そんな肌の変化を

マリソル的コミュニティをさらに広げていきます！

毎年身にしみながらも、
！

2

8

40

5

なんとオール私服！
エビちゃんの日常に密着した
東京編もたっぷりお見せします

@Tokyo
【東京編】

！！

5

gue

SHIHOに聞く。
その輝きは
どこからくるの？

進化するスキンケアに敏感であり

人を魅了してやまないキュートな笑顔。
内からあふれ出る若々しいエネルギー。
ますます光り輝く
SHIHOさんがアラフォーの今、
していることをインタビュー。

トライ＆エラーにも躊躇ない。

3

P OW E R
O F SH IH O !
3

社会で美しく活躍するアラフォーたち。

olo

〝5 年前よりキレイ〞な人の
代表といえば、
この人！

Pr

リニューアル精神が育む
内なるエネルギーが秘けつ

「 日前に比叡山で修行体験したんです。
歩行禅といって山の中を夜中の 時から朝
の 時まで 時間かけて歩くのだけど、五
感がすごく研ぎ澄まされるスゴイ体験だっ
た
だから、今は、エナジーチャージさ
れてより元気 」
そう話すその瞳からは星のようにキラキ
ラした輝きが次から次へとあふれ出てくる
よう。 歳を過ぎて、ますますフレッシュ
でキュート、いつも自然体でありながらス
タイリッシュでカッコいい。ＳＨＩＨＯこ
そまさに“ 年前よりキレイ”を代表する
アラフォー世代の“パワーウーマン”
。
「年齢を重ねても若々しく見えるとかキレ
イに見えるのって、その人自身のエネルギ
ーやオーラの質や高さにあるんじゃないか
って思うの。例えば会話にセンスを感じた
り、
瞳が輝いていたり、
内側から発光して見

アイボリーニット￥33,000／
スローン ピアス￥140,000・
リング￥33,000／エストネー
ション 六本木ヒルズ店
（ブラ
ンイリス）

えたり。
この年齢になると、
見た目を気にす
るよりも、高いエネルギーをもっている人
のほうが断然、
若くて美しく見えると思う」
それを目ざすために、アラフォーになっ
てすべきことってある
「私自身に関していえば、何かを決めてい
るというより、その年齢に必要なことを積
み重ねている気がします。 代後半からは、
いい 代を迎えたいという思いで運動を始
めて、 代後半から 歳にかけては食事を
変えたことが大きいかな。以前は食べたい
ものを食べていたけれど、今は、それが体
に入った時にどう影響するか、もう少し深
く考えるようになりました」
大好きだったお肉から、一年くらいかけ
て野菜を中心とした食生活にスイッチ。
「太陽と自然の大地の恵みに育まれた季節
のものって、すごくエネルギーが高くてピ
ュアなんです。定期的な運動をしていても
代になると、体が重くなったり疲れたり
することも増えてくるでしょう。でも、食
事内容を変えたら、体は軽くなるし、運動
も楽に感じるようになったんですよ」
そして、もうひとつ。
「いつもリニューアルすることを心がけて
います。古いもの、必要ないものは手放し
て新鮮で新しい空気を取り入れる。服も部
屋の中も化粧品も自分の考えも。今日は今
日、明日は明日、というようにあまり執着
をもちすぎないように、身のまわりのもの
や気持ちも整理して切り替えていく。例え
ばいつも同じ人や同じ場所にいるより、今
日は新しい友人や新しい場所へ、というよ
うにルーティンを変えて、ちょっと変化球
を入れる感じです。そうすることで吸収力
も変わってくるの。そして、自分自身やま
わりに対して肯定的であることも大事。い
つもポジティブで風通しよく、エネルギー
を高めることをしているとホント元気にな
りますよ 」
40

30

！

30

40

2

マリソルはそんな賢く行動的な

？

20

読者たちを応援するべく、

5年前 は

こうでした！

１…森田／都甲

自宅のクローゼットルームでの撮影も敢行。
去年引っ越しをしてから、
実はこの部屋はまだ完成途中。
完成予想図を描く、
いいきっかけになりました。

ビューティ白書やアラフォーに特化した

肌も体もエイジングをひしひし感じ始めるマリソル世代。
だからこそ、
重ねる年齢なんかものともしない
キレイの本質を今こそ身につけたいもの。
そこで、
＂5年前よりキレイ＂
を体現している美のプロに総力取材。
若さもキレイもぐんぐんパワーアップする
アラフォーの今だからこそできることを伝授。必見です！

２…落合 ３…◯◯ 校了…落合

わが家のリビングルームのソファを購入した
でロケをしました。
青山の
『ロッシュ ボボア』
一歩入るだけで気分が上がるカラフルなお店です！
東京編の撮影初日、妹の英里が応援に
駆けつけてくれました。顔を密着させたりの撮影、
なぜかちょっと照れた〜！
（笑）
私も英里も私服。チョイスも似てますね。

今の自分、
5年前と比べてキレイになっている？

5 年前のマリソル2014年11月
号のカバーより。自分の体を
作る
＂食＂
の重要性に気づき、
食生活のスイッチを始めたこ
ろ。肌や存在の
＂透明感＂
はそ
のままに、 5 年後の今、さら
にパワフルな美しさ！

DEC

ベストコスメ大賞を行いながら

撮影／向山裕信
（vale.／P.180〜183／人物）
岩谷優一
（vale.／P.184〜187／人物） 扇 光
（物）
ヘア＆メイク／千吉良恵子
（cheek one／P.180〜183） 藤本 希
（cheek one／P.184〜187）
スタイリスト／石関靖子
（P.180〜183） 程野祐子
（P.184〜187）
モデル／SHIHO 樋場早紀
（マリソルビューティ専属）
取材・文／山崎敦子 構成／原 千乃

〝見直し〞にアリ
見直し にアリ！

アラフォーからの美しさのカギは、肌と心の

40歳。
＂5年前より キレイ＂のためにできること

180

181
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8月号「アラフォーは
「洗顔」
に投資する」
より

知見をさらに蓄積していきます。

10月号「40歳。
“5年前よりキレイ”
のためにできること」
より
2019/08/23 14:03 RHVG_180-181_40歳「5年前よりきれい」のためにできること_CC2017_責了.indd 180
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自宅でのお絵描きシーンでとっさに息子に着せたのは、
パジャマ兼のお部屋着
（笑）
。
色みが可愛いから、
この光とシーンに合うと思って。

大好評につき第2弾！

32

2大ベーシック派エディターのおしゃれトーク！

11月号「蛯原友里
『40歳になりました』」
より

カジュアル派

磯部安伽・きれいめ派 三尋木奈保の

「この秋、何買う？ どう着る？ 」
本誌 6月号で特集されるやいなや、
エディターならではのリアルかつシビアな視点が「役に立つ！」
「共感しかない」
と大反響。読者の熱いラブコールにお応えして、2人の秋のおしゃれ計画を緊急特集します！
撮影／須藤敬一
（人物） 魚地武大
（TENT／物） ヘア＆メイク／TOMIE
（nude.） スタイリスト／松村純子

2

４つの約束

１…落合／佐藤あ

DEC

きちんと感を大切にしたきれいめかつフ
ェミニンなスタイルにファン多数。スタ
イルブック『マイ ベーシック ノート』
（小学館）
シリーズが累計18万部を記録
（レリタージュ マルティ
ニット￥32,000
ニーク）
・スカート￥26,000
（レリタージュ
マルティニーク×三尋木奈保）
／レリタ
ージュ マルティニーク ピアス￥12,000
／ウィム ガゼット青山店
（ルーカス ジ
ャック） バングル￥8,000／ココシュニッ
ク オンキッチュ 有楽町マルイ店
（ヨキ）

ニット￥33,000／インターリブ
（サクラ）
デニムパンツ￥36,000／マディソンブルー
ネックレス￥15,000／マルティニーク丸
ノ内
（ローラ ロンバルディ×マルティニ
ーク）

流行も買い物も慎重派︒
そんな
私たちにも〝変化〟が必要

40

三尋木
︵以下M︶ 秋冬も、ひとクセ
ある、
着映え系が引き続き多いよね。
磯部
︵以下I︶ 全体的にフェミニン
指数高めだよね。それも、可愛らし
いフェミニンじゃなくて、例えばボ
ウタイブラウスとか、クラシックで
大人っぽい女らしさ。
Ｍ でもさ、仕事柄トレンドは押さ
えるけど、いざ自分が買うとなると
慎重にならない
流行に飛びつい
て、結局ほとんど着ない、みたいな
ことがすっごくストレスになるの。
Ｉ なるなる
代のころは、そ
の年に買った服だけでワンシーズン
過ごして翌年は総とっかえ、なんて
こともしていたけど、今は違う。流
行とは関係なく、自分にとって変わ
らず好きな服があって、そこに「変
わりたい」という気持ちを託すアイ
テムを投入する。そんな感覚かな。
M すごくわかる。バンバン買わな
いからこそ、今の自分に必要なもの
は何か、手持ちのこの服は今年の自
分に似合ってるか、もうナルシステ
ィックなくらい
（笑）
吟味するの。
I 時代の流れとは別に、自分自身
の変化もあるからね。私は大好きな
カジュアルをベースに、いかにさり
げなく女らしさを出すかが去年まで
のテーマだったけど、年齢のせいか
気分のせいか、それじゃもの足りな
くなっちゃった。今の私にはツヤ感
とか、女っぷりが必要なんだって。

校了…石久保

！

！

M 私は 歳になってから、意識し
て女らしさを強化してきたけど、こ

２…◯◯ ３…◯◯

こにきてコンサバすぎの“甘おばさ
ん”アラートが鳴り始めたの
（笑）
。
I 私たち、本当に真逆 （笑）
M 方向性は真逆だけど、同じ時期
に新しい課題に直面してる……。
I さすが同い年
（笑）
。今の自分に
必要な服、とことん考えてみよう

11月号「カジュアル派 磯部安伽・
きれいめ派 三尋木奈保の
「この秋、何買う？どう着る？」」
より

4

Naho
Mihirogi

Yasuko
Isobe
好感度の高いカジュアルコーデがマリソ
ルでも大人気。スタイルブック『ファッ
ションエディター磯部安伽のスマートク
ローゼット』
（KADOKAWA）
も好評発売中

！

？

20

「アラフォーケビ子の
婚活記」
より
「美女組NO.127
Akaneの高見えプチプラ
ファッション」
より

!

71

「働く女っぷりプロジェクト」
&「around管理職」企画、
さらに活動します！

現在メンバー484名で活動する

気持ちに沿う特集を充実させます。

「菅野美穂ジュエリー連載」
より

マイペースな部下、
頭の固い上司…価値観の違う世代にはさまれ迷走中

「コミュ力」
に自信がありません！

ビジネスコーチ、㈱ ONDO
代表。企業の営業職を経て
独立。専門はビジネスコー
チング、ファシリテーショ
ン。
著書に
『タイプがわかれ
ばうまくいく! コミュニケ
ーションスキル』
（共著）
など

イラストレーション／カツヤマケイコ 取材・文／浦上泰栄

コミュ力不足/

CASE:

02

コミュ力不足/

CASE:

01

2

ないという考え方もありますが、今

の若い世代にとって〝安心して話せ

「業績がよければ人間関係は気にし

一方、対・上司の場合、
「よく観

る関係〟であることは重要です。部

下の気持ちに共感を示して話しやす

い場をつくり、考えを引き出してあ

げましょう。聞き役に徹するだけで

はなく、情報収集をしながら話のす

じ道を整理し、部下自身が問題点を

発見できるように導くこともポイン

ト。目標は部下と仲よくなることで

働く時のメイク、
さらに夫と始める

はなく、業績アップですから」

察し、自分なりに〝トリセツ〟をつ

くっておくことが必要」だという。

コミュ力は負荷をかけたぶんだけ

動かす〝ボス・マネージメント〟は

必須です。上長と部下の間で対立が

予想される場合、あらかじめ部下に

いが、バックアップする』と伝えて

おく。調整力を発揮して、エネルギ

ーや時間の浪費を避けることもアラ

管の役目といえます。

のびます。ポータブルスキルである

「中間管理職になると上司をうまく

コミュ力が身につくと、どんな現場

でも力を発揮できるので、トライ＆

『こういう問題が起こるかもしれな

エラーの精神で取り組んでください」

今後はジャケットなどのファッション、

アネゴ気質な

リーダーTYPE

優先すべきは部内の
雰囲気より会社の利益
機嫌が悪いの？ と聞か
れることがたまにある

「叱るべき立場なのに聞き役に徹して終わってしまう」
（商社・41歳）
、
「努力や修正をうながすための言葉かけが苦手」
（IT関係・40歳）
などの意見も

「言わなくてもわかる
よね？」
が口ぐせ

緊急アンケート実施 !

企画・45歳

テーマを本誌・オンライン共に充実させます。

部下にミスが多い気がする。
私の説明が雑なの?!
マスコミ・44歳

コミュ力に自信がありますか？
どちらとも言えない

…8%

ある

…12%

自信がない

いいチームにしたくて一生懸命
話をしても、部下のテンションが
今イチ上がらない。
どうすれば？
メーカー・42歳

仕事ぶりや業績アップを
うまくアピールできません
営業・41歳

…

80%

一般社員より一段階上のコミュ力が求め
られる＂アラ管＂。それだけに、コミュ力
に悩む人の数は 8 割以上に及ぶ

9月号「スタイリスト村山佳世子の
『40歳からの新名品図鑑』」
より

154

「働く女っぷりプロジェクト連載」
より
ECBM_154-155_cc17校了.indd 154

Q. アラフォーのうちにやっておきたいことは？
「菅野美穂ジュエリー連載より」
「自分のブラ
ンディング」

「つきたい役職へのキャリアアップ」
「歯列矯正」「ボディメイク」
今買ってずっと使いたいものは？

「パールネックレス & ピアス」

「シャネル マトラッセ」

「カルティエ タンク」「ロエベ レザーコート」

「エルメス ケリー 25cm」

、
｢怒りが顔に出てしまい、ミスした部下に冷静に対応できない」
（営業・45歳）
｢電話の話し方が怖いと部下に指摘された｣
（経理・37歳）
などの声が

ほかにもこんな「コミュ力」不足で困った経験が…

会議やプレゼンで、考えを
6 割くらいしか伝えられない。
表現力が足りないのでしょうか？
人の調整力

資産形成など幅広くニーズに応える

Q.

ジェエリーの新定番など、

＂アラ管＂
に求められるのは、
部下を育成しながら、
チーム全体を業績アップへと導く総合的なコミュニケーション能力。
しかしアンケートを
実施してみると、
圧倒的に多いのが「自信なし」
という声だった。
「コミュ力」
って、
いったいどうすれば磨けるの？ 専門家が優しくナビ！

今年はさらにaround管理職にしぼった
テーマをスタート。

巻頭の菅野美穂ジュエリー連載に加え、

アラウンド管理職なのに、

®

VO L .49

はっきりわかってきた」
というのが今の40歳。

Marisol働く女っぷり プロジェクトは マリソル で検索！

マリソルオンラインで
やってます！

働く女っぷり
プロジェクト

「働く女っぷりプロジェクト」。

「自分の好きなもの、
これから必要なものが

ファッションも含めた今のアラフォーに必要な新名品、

４つの約束

3

40歳からの
ラグジュアリーを提示します！

2019/07/23 14:59

Marisol 美女組の声を pick up!

Q.

言われて嬉しい言葉は？

「一周まわってきれい！可愛い！が最高」

「後輩の好意的な言葉が全て嬉しいお年頃」「生き生きしてる」

Q. around管理職の方、ファッションで気をつけていることは？ 「トレンド 30％きちんと 70％」
「ジャケットはマスト
！」「季節感」「ほどよくきれい色」
Q.

人生100年時代、
お金とどうつきあってる？

「副業・外貨運用を知りたい」「今の生活レベルを維持するのに必要な貯蓄を知りたい」

「2000万円問題後、株式投資・不動産投資に興味」
「勉強したいが後回しになってしまう」

