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私たちは雑誌を作るときは、 私たちは私たちは雑誌を作るときは、 私たちは

「最初から」レイアウトを開始し、この

社説ページの左側にある「ブルーノート

」でタグ、「レイアウトTEST」を追加し

ます。これは、自然に、徐々に私たち自

身のマガジンにトランス変異しています

。我々は独自の銃撃、スタイリング、そ

してモデル（かなり頻繁にも新しい顔）

と（すべての私たちのInstagramのアカウ

ントに記載されています）以前のテスト

画像の一人一人に取って代わります。我

々は完全に私たち自身の雑誌を作成する

作業を行うよう最前線モデルと私達のペ

ージを点灯する原理は、我々はインスピ

レーションの唯一の最高の余裕ができる

ということですので、私たちは、ヴォー

グのpickingsのために行く、ヌメロ、ハ

ーパース・バザー、エルなどなど。

だから、それぞれの問題は、

すべてのコンテンツは、私たち

自身で、そして、もちろん、ス

タンプは、{回、当社のウェブサ

イトをCFR}このようにして、発

行時に働いている「PUBLISHE

D！」でしょう

このページの左側に表示されます。

記事のテキスト：最初から私たち自身

。著作権：著作権の通常のスタイルは、

当社のウェブサイトCFR、適用されます

。ファッションブロガーがスキできます

通常の謝辞と画像：私たちのウェブペー

ジ上の各問題の画像を簡単に取り出すこ

とができブロガーのための特別なフォル

ダがあります。 

私たちは、常に新しいモデルに開かれて

いる有能な人々やTwitter経由で私達に連

絡し、その後、我々は電子メールを使用

することができ、SIP-電話をかけてくだ

さい、会議など私たちと協力したいファ

ッショニスタ、作家、 

カメラマン、スタイリスト、メイ

クアップアーティスト、セットデザ

イナー-だけでなく、服のブランド、

熱意と品質の精神に何らかの形で見

事に貢献したい広告主etc-人。BERL

iNiBの最初の資金調達は、最高の私

たちが作成し、私たちは、優れた味

と組成スキルなどを願っています、

しかし、トップの機器で、「アマチ

ュア」レベルと呼ばれる、とするこ

とができるものです

この枠内で優れた結果。

アリストタコマ

{カメラマン、及びIBのエディタ。そして

また、多くの場合、スタイリスト}

社説でのブランドは：編集コンテンツは、

ファッショナブルなブランドが主催するこ

とができ、連絡先情報のための私たちのI

nstagramを参照してください。

広告：ブランドのスポンサーと同じ接触

方法。BERLiNiBでは、広告は「広告

」とマークされているか、それは明らか

であるように、ブランド名が表示されま

す。

各公開BERLiNiB誌の内容は、著作権ス

タインヘニングBratenロイシュエイリ

アスアリストタコマです。contentcrea

tionに関わる全てのものが（彼らが望む

ようなモデルに名前が付いている）と

命名されています。符号なし材料は、

エディタです。あなたはここで公開何

についてご質問があるか、貢献したい

場合は、アプリを介して、またはPCを

経由して、Twitter.comで@industrialba

besに従うと、一日か二日以内に、我

々は戻って従ってください。その後、

我々は簡単にそこに直接テキストメッ

セージングを使用することができます

。BERLiNiBは、高品質のPDFとして、

常に、自由のために利用可能です。何

の購読料がないので、我々は{合計＆通

貨を自分で選んだ} BERLiNiBのスポン

サーに隆起感じる人を招待します：

paypal.me/aristotacoma/

技術はニコンDfの、などなど/ VR、KDE

ネオン、Gimpの、LibreOfficeの、FontL

ibrary.org Wニッコール、そしてもちろん

PCのAndroid-x86プラットフォームを含

んでいます。BERLiNiBが完全に商用契約

や広告によって賄われているとき、私た

ちは買ってライセンスを経由して同様の

ロイヤリティフォントを使用します。

https://www.paypal.me/aristotacoma/




SPRING '19 

OF BEST 

ファッショントレンド

それをすべて言

うのキーワード<>

要するに：SW

EET CHAOS

同じように、世界の課題は単純ではありません。

ただ政治的景観としては簡単ではありません。思

考の野生のパッチワークは、世界の談話を支配同

じようにコンピュータ-ではなく、一つまたは二つ

の大きな声で駆動forums-。私たちが求めなけれ

ばならないソリューションが多くかつ多様である

のと同様、これもファッション春2019甘いパッチ

ワーク、モザイク、あります

混乱、または真のオーバーアーチの単純な概念が

ありませんしたインパルスの多様性。 

しかし、ファッションはファッショナブルな

、シック、スタイリッシュに見える方法を簡素化

することになっていることから、それが何かでは

なく、すべてのものにする必要があり、それは混

乱があるとき、我々はむしろそれをすべて反映す

ることよりも、何かを選ぶ権利を持っています。

BERLiNiBは、我々は良い味を願うものを使用し

て、何かを選びます。じゃあ：

スキュー > > >

スカーフ＆MICRO-BAG

あなたは安全にそして少なくともそのasymmterical

-スカーフやスカートのために真である、ずさんされ

ていない場合であること、物事にふけることができ

ます。アンダーサイズのハンドバッグを追加すると

、それをしています。

タイト > > >

NYLONのSHORTS

また、自転車のショートパンツと呼ばれます。2019年では

、これらは、あなたと歩いて、そして、そのようなオーバー

サイズのように組み合わせることができますものです。

タイト > > >

ベルト

1950年代にスローバックのソートは、ウエストラ

インを正確に大きいことが想定されていません。

> > > 

PLASTKINKYとNEOGOTH

これは、50色合いの時間のようなものだが、2019

年ひねりを加えました。スーパーモデルは、プラス

チック製の緊縛をほうふつ服に表示されます。

シンボル> > >

ANIMAL＆CIRCLES＆スキューSQUARES 

OF

ヒョウプリントなどしかし、また、独特のプリン

トは：常にロボット、機械の意味で対称、またシ

ンボルのちょうどflowerlyタイプではありません

。漠然とめちゃめちゃアップ角張ったおよび/また

は対称の円形のタイプを。

オーバー> > >

SIZEのTOP、BAR

E LEGS

おそらくフォルダを持つ巨大なスカート、シャツ

、そしてハイヒールやブーツやフラット、ストッ

キング。

> > >折り畳まテキ

スタイル

黒と大きな何かを取り、自身を中心に、いくつか

のブーツを置くあなたの上半身、周り夢中になっ

て何度もそれを折る、あなたが路上で散歩するこ

とができますし、誰がバット意志まぶた：これは

権利として何が起こっているの中心部にあります

春2019のため。

> > > COLOR：VI

OLETISH、WHIT

E、黒っぽく、GR

EENBLUEISH、＆

TRANSPARENTISH

そのセクシー透明なものは大胆なため、この方法

をプッシュすることができます：ニップルまたは

2を示すように、および/またはあなたの下着を表

示します。



赤熱

冷静

春'19 

モデル：クリス

ティYanochko

写真：アリスト

タコマブランド

が含まれます：

エルム街のMED

からTHS、及び

ブラジャーを

2019権利を取得

します：

自己結合

＃#caringのビット

付きのエレガント

な船尾の意識



思いやり？



 はい！シックなレッドホット：

強い＃強い

女の子＃強い

笑顔ができ

＃強い





//上で：

炎、かかと、色

合い.. 















///ダンスのため

に作られていま

す///赤熱クール

ハイヒール///セミヌード











YOU WANNA

 TRAIN：それ

が行わ取得す

るための7つのヒント

モデル：ヴァルダンザ

写真：アリストタコマ



右行わ訓練は、ある-聞かせてのは、率直-痛み

を伴うこと。それが行われた場合には、しかし

、喜びは超現実的です。精神的、物理的、心理

的、社会的、すべてのレベルでは、

ユニバーサル。それは終らゴージャスですが、ト

リックはちょうど何ですか？そして、あなたがこ

れを読む必要はありません。おそらく、あなたは

それを終ら何の問題もありません。あなたの場合

は、大多数のように、それはあなたが、おそらく

これらのヒントのいくつかはあなたのために働く

だろうしたいな限り行われません！

[1]を見て 

プリセット

シンボリッ

ク報酬に転

送

それはトレーニングはあなただけのとてもうまく

やったことを台無しに退廃的な食事の一種でスケ

ジュールに従って行ったことを祝うない点ません

。しかし：報酬も、むしろ「象徴」の場合のいく

つかの種類を設定するには - 常に意味があります

。訓練は、楽しさと喜びなどなど - が、の要素を

持っていることがあります

少なくとも軽度楽しい直後に行わいくつかの活動

を、取得することを計画しておくのが適切です。

それはまた素晴らしいコントラスト、全く異なる

ものであるべきです。これは、この-か - そのわず

か数分かもしれませんが、それは喜びがカット明

確かつリアルにする必要があり、喜びは非常に穏

やかであっても、それに余暇を持っている、とし

なければなりません。例としては、自分で作るこ

とができます。古典的な例：あなたはすでにに夢

中です本の数ページを読むために自分自身に3分

を与えます。しかし、あなたは簡単に我々だけで

概説意味での「象徴」の報酬として分類の追加、

すべての例をいくつでも作ることができます。

[2]コーヒーの魔法を覚え

ておいてください

だから、訓練しようとしています。あなたは筋

肉を行使しようとしています。あなたは順序で

物事のカップルをしたいです。

まず、できるだけ気持ちよく空の胃。二、筋肉に

直進し、それについては問題がありませんどの通

電ドリンク。ちょうど右の方法であなたの体を振

動させ何か。それはむしろ、トレーニングの楽し

さを増加させる、トレーニングは血糖値にかじる

ますので、甘いコーヒーは脂肪になることはあり

ません。そして、コーヒーはあなたが良い使用に

それを置くので、あなたが落ち着き残すことはあ

りません。体がコーヒーによって、動きを渇望さ

れ、あなたはそれを移動する意欲を与えます。



[3]週刊用量、

毎週のポーズ

ワークアウト方式にリズムを取得し

ます。「毎日が」おそらく、理論的

には罰金に聞こえるが、体はいくつ

かの背景の作業を行う必要があり、

それは間違いなく、標準的なトレー

ニングの何もないここで毎週日のカ

ップルを持っている完璧な意味があ

ります。そして、これはに私たちを

導きます。

4リセット [4]リセット ]リセット 

良心毎週

「週パッケージ」などの研修を扱うの副産物は、

あなたが先週行っどんなには、毎週新しいもので

あるということです。今後の週が始まり、過去の

罪のない：あなたが望んでいた、そことして先に

新しい週がある限りを訓練するために取得し、禅

では、彼らは「初心者の心」と呼ぶものの絶対明

快でそれに近づくしなかった場合はどんなに独自

の「良心の予算」とし、それで終了。

[5]のトレー

ニング服を

美化

それは、あなたに深く訴える種類の、訓練のため

に服を分離十分に確立真実だ巨大な動機因子です

。これには、-ない限り、それはすべての権利に見

えますが、素晴らしいと感じtraining-靴の裸足形

です。











6 Tantrify [4]リセット ]リセット 

トレーニング、あなたが

できれば 

トレーニングは、いくつかの痛みを伴うものであ

る場合には、なぜ、とのすべての適切な裁量 - 最

も明白と快楽の最も健康でそれのバランスを取り

ますか？いつ

可能性と十分なまともな。 

[7]と、バランス 

トレーニングフォーム

あなたがトレーニングを変化させているかの対称

性を探します。単一の不変トレーニングセットは

、すべての時間を絶対的に正しいことはできませ

ん。ボディはとにかく、いくつかの点で、それを

通知します。バランスを考え、構築

バリエーション。多くのよく知

られた心理学的研究が示したよ

うに、変化の単なる事実は、そ

れ自体であります

モチベーションの要因。



2019 

AND AN 

ADULT GEN 

Z：

世代Zen-

sationally 

TransZendent

テキストとイラスト：アリストタコマ

A. 

新しいtrendZetter

s

;ミレニアムのシフトの後ではないではなく、明ら

かに生まれた新しいトレンド-Zettersは、adults-

まだ十代の若者-が、合法的にワインを飲むことが

でき、大人投票-と「偽のニュースは、」最初の手

とは明白であるのに概念です それはデートのアプ

リを使用しないavantgardist考えの方。誰が主流

で、イワシのように、常に正しいではないかもし

れないことを知っています。人は恐らくそれが

」何を意味するか知っています

短い」それは関係会社に害を与えることができれ

ば、それをしません。

B.聞きしたいです

 「再 

{Zelf}意識するこ

とに、恐らく

20の近代技術の黎明期から 目20の近代技術の黎明期から 目

世紀は、多くの-なくオール若者文化が楽しい「疑

いからの自由」（や意識から）に繁栄してきた、

「技術に起因します 

楽観"。1950年代には、この-1960年代後半と197

0年代初頭ではなく、そのIT-持っていなかった

「AUM」古代サンスクリット語の音を唱えながら

cannabisenthusiastic瞑想は、ペンタゴンの周りに

リングを形成している時代であった、持って来る

ことを望みました浮上の状態にペンタゴン。その

後tech.opt。再度設定し、ウッドストックの文化

のほとんどを破壊しました。グラグラようにして

、1990年とその後tech.optに時代遅れにビットを

行ってきました。ジェネレーションYの時代の到

来まで、世界を襲いました。ゲンZの人々は自我

でも主流のニュースでもないが正しい確信し、そ

してハイテクトレンドに対抗するためにも、ハイ

テクを使用していません。



C. Zeneration瞑想

人類のブランドのいくつかの新しい花は間違

いなく脇ナンセンスとして「瞑想」の概念を

スローします。 

GEN Zは、すべての多様性についてであり

、そして、これに加え、すべての世代が大部

分から発散重要minioritiesを有しています。

限り言って、それは世界的のselfcentered

nessの多くを疑うことは不可能です

そしてその技術の主流-せずに、これはまた、ラジ

カル代替のための熱意につながります。瞑想は、

方法で、可能な意識の最強の文です：それは意識

や、インドの教祖の一部は、1960年代に「楽意識

を」それを言うのが好きように献身です。しかし

ゲンZは、こののシンボルに関する創造的である

必要があります：1960年代の花のパワーのシンボ

ルは、まだ熟しと意味があるが、これらは過剰に

使用されていると同じくらいのようにレトロな7

0年代の音楽とすべてのものに魅力を意味します

内側の沈黙の栽培。

D. Deliciouzly 

Zensational

しかし、それがクリアにもかかわらず、またゲン

Zがあった最も技術的に進んで比較的自由都市で

はなく、1970年代以降に、その官能的な越えた男

女の自由をできるだけ多くお祝いを養うヒステリ

ックなバリエーションのいくつかの事実です。そ

して、これはどのように2019年に少なくともおか

げではありませんが、世界に彼らのシャープマー

クを設定しようと市民としてのGen Zを歓迎して

います。



TNS

BERLiNiB秒 「再 

真

ナンセンスセクション

テキストとイラスト：アリストタコマ

あなたのかみそりを

見つけるためのアプ

リがあります

お風呂に入浴剤を使用するすべての現代社会で

強い傾向があります 

泡を生成するだけでなく、浴槽水に素敵な色を与

えるだけでなく、そのような種類の。しかし、こ

の1と非常に互換性がない別の傾向が、そこにあ

ります。ブラジルワックス法の普及にもかかわら

ず、大人の女性人口の増加割合も、カミソリを使

用しています。これは、上記気泡及び色生成方法

と組み合わされ、そしてカミソリは水に入れられ

たときに、チャンスはかみそりが消えると浴槽が

空になる前に、無駄にレンダリングされることが

大きいです。

教授として。Madland Looniversityでハンフリ

ー偽のために」、それを表現します

一般的な入浴剤の使用は、風呂水の浸透の可視性

はゼロに近いです。光プラスチックと金属のちょ

うどスライバーで作られたわずかなカミソリの女

の子によって今、強烈な使用と組み合わせること

で、チャンスはカミソリは、単にお風呂の時間内

に追跡可能ではないということです。このすべて

は、光沢のある足を発揮するためには非常に不必

要な女性の願望によるものです。」

私たちは、教授を残します。そこに偽。

幸いなことに、色付け泡の海で彼らのカ

ミソリを見つける問題を抱えてそれらのため

のアプリがあります。

例えば、カミソリ、探しているスタードロ

ーンを取ります 

アプリ。これは無料アプリですが、それだけで、

ほとんどの予算上のビットをほぼ壮大なコストと

そうである彼らのスタードローンカミソリ金属探

知器キットと一緒に使用することができます。、

仕様によれば、かみそり鋼のあなたの浴槽、わず

かスライバーの任意の金属含有量の完全スキャン

を行って、あなたの浴室の天井に飛ぶために、ア

プリから指示される無人機は、正確ない時に検出

されます。お使いの携帯電話は、轟音うとドロー

ンは、右のあなたの風呂に沈め隠されたカミソリ

のいずれかの成果の上に激しく揺れる運動を行い

ます。

それでもかみそりを見つけることができない

場合は、あなたのかみそりのGPS座標は、お使い

の携帯電話のディスプレイ上で、そこに取得する

方法として、マップや説明書と一緒に、表示され

ます。 

ノイズの少ない求めている人のためのアプロ

ーチを、結局、あなたの浴室内で飛行ドローンが

で遊んで約5重金属コンサートのそれに音と同等

に作成されます一度そこ価格の割合で、カミソリ

、探している潜水艦アプリです。これは、きちん

とバスタブ優しい海底機器に取り付けられた金属

探知器を持っています。潜水艦は、かみそりの場

所に位置していて、現時点では表面化し、かみそ

りが見つかりされるべきです

すぐ下に、あなたの浴槽に強い電流がある

場合を除きます。

携帯電話のアプリのようなものに、あまり依

存もう少し自然なアプローチを求める方のために

、ダイバーの国際連盟は、独自のかなり安価なソ

リューションがあります。バスタブ優しいRazor

Seekingダイバーのキット、小型酸素ボンベ、マ

スクとし、かつ強力な水中レーザーフラッシュ光

が一緒にカミソリでcolorised入浴剤の一般的な使

用の挑戦に対抗するために特別に作られました。

このデバイス、およびいくつかの簡単な水泳の動

き（フォルダがキットに含まれている）を使用す

ると、すぐに簡単に関係なく、あなたがお風呂に

持っているどのように多くの気泡が任意のかみそ

りを見つけないことができるはずです。



前と 

メイクアップ

後

メイクアップについて考えて

どのように？あなたのメイク

アップのスキルを適用するス

タイリッシュな方法を把握す

るには？そして、どのように

これらのスキルを向上させる

には？4つの簡単なヒント

Elmayahhは、メイクアッ

プBERLiNiB 2019 / Bカバ

ーの社説のために取得し

ます 

モデル：Elmayahh、INSTAの@elm

ayahhムア：ミルトDepartez、INST

A @myrto_departez

写真：アリストタコマ

カフェの場所：7回、プシリ、アテネスタジ

オ場所：STUDIOのP56、アテネ、INSTA @

 studio.p56

この社説のファッションブランド：

衣類やハイヒールTATU BY SUELITA、

ストラディバリウスによってINSTA @t

atu_by_suelitaアニマルプリントブーツ

、INSTAの@stradivarius

次のページ：ポーチSIMONA、IN

STAの@dakovasimonaによってタバコポーチ





1：設定＃強い

インクルード

右ゴール

これは明白ですが、のは、それをスペ

ルアウトしてみましょう：あなたは、

ポイントを作りたい場合を除き - あな

たは顔に金か何かをかけ、それが右に

出てくることができますメイクアップ

アーティストであることを - あなたは

自然に美しいものを強化するために化

粧をしたいです顔について、顔を見に

、Wowfactorがあり、そのようにします

。それは、人々は（彼らは専門家でな

い限り）メイクアップを見に行くこと

はありません。彼らは顔を見しようと

しています。きみの

メイクアップ、それが成功した場合、ありません

 - しかし、彼女の顔はちょうどくそ豪華です。





＃ 2：あなたがす

でに持っているも

のの色を考えてみ

て

あなたのメイクアップの一部として適用されます

任意の色は自然に、あなたが既に持っている色の

存在に影響を与えるために起こっています。この

問題が発生したチーフの方法は、類似-あなたがそ

れを微単語「共鳴」を適用したい場合があります

経由です。例えば、このようやなeyeshades、あ

なたの目の色と「共振」（または眼の色は、より

正確に）、と言うかもしれません。

お肌が日焼けしているときに、あなたがした

いことがあり、別の色を持っています 

強調。肌についての色があると同じように、あな

たが重視する必要はありません。このすべては、

メイクアップのためのあなたの精神的な準備に果

たすべきです。



＃3：どこyoureのライトを..and

「再 

行くことを約

あなたは、彼らがなどなど、どこから来る角度も

のを、あるタイプの-何行くしようとしている照明

を制御することができれば、あなたは多くのメイ

クアップを行う必要はありません。これは、これ

とその機能を最大限にし、あなたの下唇とそのよ

うなもののすべての種類を強調するために、自然

な色合いを作成するように撮影者がライトを設定

することができ、フォトセッションのより濃縮形

態のいくつかのようになります。



＃4：そして、次

の場合ホード 

「再 

時間、あなたのスケ

ッチを行います

メイクアップは、方法で、顔の上に顔をスケッチ

しています。右？より多くのあなたは、ソフト眉

毛とペンと紙、またはコンピュータと同等の、あ

なたはメイクアップのちょうど右の量を適用する

のに必要がありますより多くのselfassurednessを

使用して、そのようなもののすべての種類対ハー

ドでプレイしてきました。あなたは既にスケッチ

に堪能することがあります。もしそうなら、細か

いです！あなたが運ぶことができるよう論文の多

くの空白のシートを買って、青ペンの束を持って

おり、シンプルでエレガントな機能-決して持つ古

典的に魅力的な顔をして、誰かの写真をフェッチ

：いない場合は、ここでそれについて移動する方

法があります時相や肌の色や何かを気に。手がか

りは、すでによく知っている顔を使用して、エッ

センスに取得することです。、ブリジット・バル

ドーを言います。そして、あなたはそこに魅力的

な顔であることの最大の感覚を得るために、紙の

上に置くことができるどれだけの数行で実験。手

がかり：対称性左右/上下に。ただ、鼻の片側を概

説 - 時々鼻のヒントは十分にあります。下唇の下

に影を入れてください。目が広い離れてみましょ

う。生徒が大きいとするが、それらは、言うにい

くつかの光の反射、輝く広場があります確認して

ください。図面を複雑にする可能性がある事をオ

ーバードローしないでください。ちょうど耳の上

に髪の流れを聞かせて、初めに耳を描く気にしな

いでください。最初の500枚の図面を投げます。

そして、あなたの最高の2または3を保ちます。そ

して週ごとを向上させます。ちょうど耳の上に髪

を流します。最初の500枚の図面を投げます。そ

して、あなたの最高の2または3を保ちます。そし

て週ごとを向上させます。ちょうど耳の上に髪を

流します。最初の500枚の図面を投げます。そし

て、あなたの最高の2または3を保ちます。そして

週ごとを向上させます。



の健康上の利

点 

素晴らしい時間

を持ちます

または、 

美の概念の無言の

探査

モデル：テウタペレイラ

写真：アリストタコマ

写真に使用されるシガリロのブランドはキュ

ーバからです。純粋なタバコで作られました









あなたの歩行

をスタイル

甘い日常の課題の

探求：他の言葉で

歩くHOWのおかげ

で感覚、ビーイン

グ：ファッショナ

ブルな歩行を取得

モデル：Natasia Kinia写真：アリス

トタコマ



S treetsは秒の問S treetsは秒の問

題である：作るた

めの秒 

印象：いくつかは、ドレ

スアップでそれを行う：

いくつかは、通常はそれ

を行います 

{通常 

はるかに大きい

と 

による衝撃 }によって 

ミニマリズム：シンプル：と 

ダンスを考えま

す



ダイエット別

を行う場合

{通常 

名高いです 

時々、それほどは

多くの場合、法の

適用：とき 

}によって 

あなたは訓練：あな

たが愛を作るとき：

ファッショニスタの

ストリートスタイル

ウォーカーは、彼ら

がその後WALK HO

Wの光の中でこれら

の事を考えて



{「良い街」：散歩

の愛好家は、彼ら

が値する不条理敬

意で処理されてい

る場所。}





ボーのTY

のStyI電子

FASHイオン

berlinib.com ISSN 2535-602X 

instagram.com/berlinib


