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私たちは雑誌を作るとき、私たちは最初

からレイアウトを開始し、この社説ペー

ジの左側のブルーノートにタグ、「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雑誌に変換さ

れます。我々は独自のオリジナルの芽か

らの画像と（すべての私たちのInstagra

m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つ一つを交換してく

ださい。この方法の背後にある考え方は

、我々の雑誌のための唯一の最高のイン

スピレーションをしたいので、我々は我

々として私たちを鼓舞イメージを持つ私

達のページを点灯するために、ヴォーグ

、ヌメロ、ハーパース・バザーやエルマ

ガジンなど私たちのお気に入りのソース

から画像を選択することです私たち自身

の完全オリジナルの出版物を作成するた

めに働きます。それぞれの問題は、この

ように開発され、その出版物の時間（公

表時間について、当社のウェブサイトを

与える）で、すべてのコンテンツは、私

たち自身です。それだけです

「PUBLISHED」スタンプが、このペー

ジの左側に表示されます。この時間。

すべての記事や他のテキストは、最初か

らオリジナル作品です。

著作権： ファッションブロガーは、著作権： ファッションブロガーは、

雑誌のモデルを確認応答で画像をス

キができ、 

写真家は、より多くのために当社のウェブ

サイトにあるディレクトリのセクションを

与えます

情報。これは、最も簡単な、あなたがナ

ビゲートするために下線付きのテキスト

行をクリックしてPCを使用して行われま

す。

私たちと一緒に作業したい有能な人々と

ファッショニスタは、までご連絡くださ

いberlinib@aol.com Instagramの時または

DM。私たちは、常に作家のモデルからの

聴取に開いています、

カメラマン、スタイリスト、メイクア

ップアーティスト、貢献したいセット

デザイナー、ファッションデザイナー

、広告主、その他の熱狂的なクリエイ

ティブ。

新雑誌として、BERLiNiBは完全に自

己資金です。ライン設備のトップ、そ

して偉大な味とのクリエイティブなス

キルを持つ当社

貢献者は、我々はこの枠内で優れた結果

を作成します。

アリストタコマ{ カメラマン、＆BERLiNアリストタコマ{ カメラマン、＆BERLiN

iB、の編集者。そしてまた、多くの場合

、スタイリスト}

ブランド： 編集内容は、ファッションブブランド： 編集内容は、ファッションブ

ランドが主催することができます。重要

なスポンサーは常に社説にし、Instagra

mの上の私たちの投稿で指摘されていま

す。品質の広告、500 PR A3ページ、ま

たはを挿入するには

€500 PR A3ページ、または 

社説のスポンサー、経由でお問い合わせ

くださいberlinib@aol.com またはDM。

広告： 広告は「広告」をマークされてい広告： 広告は「広告」をマークされてい

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。BERLiNiB誌での

広告は、モデル＆カメラマンへの謝辞で

、また、私たちのInstagramのアカウント

に掲載されています。

各公開BERLiNiBマガジンの内容は、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。cont

entcreation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。

BERLiNiB PCのような大画面で携帯電話BERLiNiB PCのような大画面で携帯電話

と読めるような小さなディスプレイ上で

閲覧可能な品質のPDFとして無料で提供

されています。何の購読料がないので、

私たちは寄付する私たちの雑誌によって

隆起感じ誰を招待します。情報のための

ウェブサイトを参照してください。

テクノロジーが含まれています： 

ニコンDfと、ニッコールVR、KDEネオン

、Gimpの、LibreOfficeの、FontLibrary.o

rg、およびPCのAndroid-x86プラットフ

ォーム/ワット 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。



ザ・ 最もザ・ 最も

引っ張りだこ

 

付属品

春/夏2019年のため

に

ナタリーソフィア、@fashionjud

gment、BERLiNiBファッション特

派ことで、

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

最終的にはそれらの狂気のかかとを身に着けてい

るために、あなたのインナーチャイルドを再発見

することから、今シーズンのトレンドは、あなた

を誇示されます 

個性。

ダウン1.髪は、アップピン！

天気は、ウォーミングアップそうではなく、それ

を発汗されます 

バケツの帽子やその他の帽子で外に、なぜヘアア

クセサリーにスワップしませんか？ヴェルサーチ

のヘアピンからプラダの鉢巻きに、ヘアアクセサ

リーはファッションの女の子のゴーへの季節ので

す。あなたの時代を超越した美しさを誇示するた

めに真珠で飾ら金クリップに、あなたの内なる子

供に話すカラフルなハート型のスナップクリップ

からさまざまな色やスタイル、で利用できます。

ヘアアクセサリーは、高ファッションブティック

やザラなどのファストファッションの店で見つけ

ることができますので、あらゆるスタイルや予算

に合わせて何かがあります。

2.カウボーイブーツ

イー-haの！すべての都市の女の子のために、国

の外観が帰ってきました！ケンダル・ジェンナー

とロージーHuntingtonWhitleyのようなストリート

スタイルの影響力は、昼と夜の両方の行事のため

にカウボーイブーツをロッキング目撃されていま

す。悲しいことに、今年2月に亡くなったとして

もカールラガーフェルドは、彼のフェンディFW

18の滑走路のコレクション内のカウボーイブーツ

を搭載することにより靴のこの古典的なスタイル

に承認のスタンプを与えました。カウボーイブー

ツが主流に戻ってきた、と彼らはここに滞在して

いるように見えます。完璧な一日ツー夜の服のた

めに、flowyボヘミアンスタイルのmaxidressであ

なたのブーツをペアリング。

3.ミュール、ハイヒール

カウボーイブーツは、絶望あなたのものではあり

ませんされていない場合は、履物春/夏2019年の

アクセサリーです！あなたの靴との声明を作るた

めに他の方法があります。あなたはどのように快

適かつ簡単に摩耗のためのミュールを愛するなら

ば

彼らは、あなたのスタイルは、子猫のかかとを追加

することです昇格するための最良の方法です。バレ

ンシアガの子猫のヒールミュールはまたあなたのス

テップに合わせて使用可能なスタイルの範囲を持っ

ているために立って価値が長い、先のとがったつま

先、そして、そのようなマンゴーやトップショップ

として人気の高い店舗を持っています。

4.巨大なメガ

ネ

小さなサングラスのトレンドを試してまだある人

のために：それはあなたの最後のチャンスかもし

れない今ように、そのサイクルの終わりです。主

要なファッションハウスは現在、シールドやパフ

ォーマンスグラスを思わせるものに置き換える、

サングラスのスタイリッシュが、非機能的なスタ

イルを拒否しています。ロエベからナイキとヘロ

ンプレストンのコラボレーションに、「バイカー

サングラス」と保護めがねに触発されたものは、

新しいITの外観です。

5. TINYハンドバッグ 

小さなハンドバッグは、機能はありますか？いい

え。しかし、彼らは楽しいですか！はい、そうで

す。そして、彼らはファッションを叫ぶのですか

？確実に。小さなバッグは何も合わないことがで

きると思いますので、完全に役に立たない人のた

めに、私はあなたのためにそれを打破してみまし

ょう：あなたは友達と出かけるときは、あなたが

必要とするすべては、いくつかのお金やクレジッ

トカード、おそらくいくつかのlippyとあなたの鍵

です。あなたは小さな袋にそのすべてを収めるこ

とができ！お使いの携帯電話はどう？さて、私た

ちのほとんどのために、それはとにかく、ほとん

どの時間、私たちの手でだ、なぜ小さな袋にチャ

ンスを与えていませんか？結局のところ、誰がJa

cquemusの手作りのマイクロサイズのトートバッ

グにノーと言うことができますか？

6.クレイジーピアス

「シーズンTIS夢中になるために！あなたはあな

ただけミラノファッションウィークで滑走路を降

りたようにあなたが着ているものをロックするに

は自信を持っているとき、私は意味、あなたは本

当に何も間違った操作を行うことはできません。

フープイヤリング傾向に続いて、我々は今、イヤ

リング部門の新しいトレンドをもって迎えられて

いると、それはある...よく、あなたがやりたいで

す！あなたはこのトレンドに近づくための最もフ

ァッショナブルな方法のように少し指導が必要な

場合は、ここにある：それは大きなことを確認し

ます。ロエベ、クロエ、ジバンシーと優雅さと洗

練されたのも、ミラノの自身のマスター。ジョル

ジオ・アルマーニは、すべてのは、それがイヤリ

ングに来るとき、大きなは間違いなく良いこの季

節であることを知っています。

7.襲撃おばあちゃんのクロー

ゼット

アクセサリーのための巧妙な方法を必要としてい

るものと、その耳たぶが重い部分を保持すること

ができなくなることを恐れる者のために、我々は

あなたがあなたのおばあちゃんのクローゼットの

中に入ると、いくつかの真珠を見つけることをお

勧めします。あなたも、いくつかの子猫かかと、

整形外科に見える靴を見つけることができるかど

うかと、あなたはそれでいる間、参照してくださ

い。運がよけれ場合は、彼らがフィットします。

それはシモーネロシャの滑走路に仕事ができるよ

うになりますものは完璧です。昨シーズンは、す

べての女性のファッションにおける男女流動性に

ついてでした。男性の合った、リラックスしたフ

ィットボタンアップシャツを搭載。今シーズンは

、フェミニンな強度とvulnerablityの間のギャップ

を埋めるについてです。女性の柔らかな優しさと

組み合わせて、子供の無邪気。この概念は、感動

的です

女性のファッションのデザイナーやバイヤーの心

。古典合ったと大胆なフェミニンなシルエットを

組み合わせることで、女の子のパワーを悲鳴、そ

して我々はそれを愛します。

8.スクエアつま先

長い、先のとがった先端は少なくともファッショ

ナブルな靴のスタイルだったが、バレンシアガは

、悪名高いナイフブーツでその認識を変えたとき

に時間がありました。先のとがった先端はまだフ

ァッショナブルな選択ですが、正確な、ストレー

トカットは間違いなく今シーズンのフロントラン

ナーです。同様にサンダルやブーツに適用され、

正方形のつま先は簡単にあらゆる機会に合わせて

スタイリングすることができなめらかで正確な外

観を提供しています。最も興味深いのスタイルの

いくつかは、ニコール・サルダナからマッハ＆マ

ッハや形状のかかとからラバとハイヒールのサン

ダルとしてあまり知られたブランド、からのもの

が含まれます。

9.スカーフ操作

私たちはスカーフ彼らの存在はファッションステ

ートメントを作るよりも痛烈な寒さで行うことが

より多くを持って、冬以外の季節に望ましい付属

品と考えられて以来、しばらくしています。スカ

ーフが戻ってこの季節ですが、必ずしもそうでは

ない私たちの首に。材料のフワッとした長さは、

独自のユニークなスタイルでお好みのバッグを高

めるのに最適なアクセサリーです。あなたはacc

essorising袋にいない場合、あなたは常に勇敢な

選択のために行くことができます：1950年代を思

わせるスタイルであなたの頭の周りにスカーフを

ラップ

ハリウッドのアイコングレース・ケリーとジャッキーO.

10.オリジナル懐か

し

主に70年代と80年代のスタイルに焦点を当てた懐

かしの傾向は、完全にファッション業界を引き継

いだ、とヴィンテージや中古店でよりオリジナル

でトレンディな作品を見つけるためにどのような

良い方法か？まったく同じものを身に着けている

皆様のアイデアは、スタイルのユニークな感覚を

持つ本物のファッションの恋人のための理想的で

はありません。ほとんどのファッション愛好家は

、さまざまであることに誇りを持っていますし、

排他的かつ独創的作品を着用したいが、カスタム

メイドの作品を取得することは高価であり、何も

その非常に自身の歴史を持つoneofの-種類ピース

のような「排他的」と言っていません。ヴィンテ

ージ店でのショッピングは、私たちのお気に入り

の娯楽と我々はすべての人にお勧めなものの一つ

である理由です。あなたはすべての混乱の中でい

くつかの本当の宝石を見つけることができます。



実GENZのス

タイル 

君は 

あなたはゲ

ンZを知っていたと思いました

スタイル、 

美しさと2019年夏のファ

ッションのrawest側面 

トレンド：あなたの心が緩

んでみましょう、しかし、

エレガントなので、

スタイル承認：色の側面を含め、

この長い社説で二つのヴィンテー

ジの要素、ハーパース・バザー、

Nov'18、カザフスタンのジャスミ

ン・トオークスとエンリケVegga

の優れた作品に触発されました。

表紙モデル、この社説でファッションモデル：E

lmayahh、MUA @elmayahh：ミルトDepartez、

@myrto_departez

写真家：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、@ studio

.p56

この社説でラベル：

衣類やハイヒールTATU BY SUELITA、

ストラディバリウス、@stradivariusによ

って@tatu_by_suelitaブーツ

ポーチSIMONA、@pouches_si

monaによってタバコポーチ

RETROSEXUAL、ウェブretros

exual.grからヴィンテージ機器







とった？

じゃあオーケー！









ゲンZ：意識肌

ではないと認識

して、あまりに

もハイテク

























俺の 

あなたはこれ 

あなたのもの

成人期から離れて

実行します 

思春期

ナタリーソフィア、@fashionjudgmentこと

で、BERLiNiBファッション特派、nathalies

ophiajournaliste @ gmail.com

秋/冬2018年は私たちに女性らしさの強いビジョ

ンをもたらしました。インテリジェントな、強い

意志と彼女の体を誇示する必要はありませんが、

特大のスーツのような、ゆったりと快適な何かを

着用することを好むかもしれません1。 女性の着用することを好むかもしれません1。 女性の

中にスーツのための愛 

さん 

クローゼットには、点火されま

した かつ確実に来るように、現在の季節、多くした かつ確実に来るように、現在の季節、多く

の四季を通じてタックのままになります。最近の

ファッション週間でリラックスし合っを提示して

います

秋/冬2019のコレクション。 

女性は1930年代後半のように、それらを拾いなが

らパンツは、何世紀にもわたって、男性が着用さ

れています。その運動の最大の影響力の一部でし

た マレーネ・ディートリッヒ、た マレーネ・ディートリッヒ、

キャサリン・ヘップバーンやコ

コ・シャネル。

女性と男性が似今や彼らのワードローブの定番一

部ズボンを作っているが、それはスーツはパワー

と男らしさの象徴で残っていることは注目に値し

ます。それらを身に着けているときでも現代では

、スーツを着た女性は、強さとパワーの感情を表

現します。

他人の前で強い存在感を描写し、自信の後押しを

得ることは望ましい効果であるが、何人かの女性

はすべての回で強いではありません。我々は常に

責任が大人ではない、とあまりにも多くの責任を

運ぶ人たちは、時には脱却したいということは間

違いありません。

期間として定義思春期、 幼年期と成人期期間として定義思春期、 幼年期と成人期

の間に、 滑走路今シーズンを循環動向の大部の間に、 滑走路今シーズンを循環動向の大部

分を記述する際に使用するのに最適な言葉があり

ます。反抗や不注意な態度を持つティーンエイジ

ャー -   - 単語が頻繁に否定的な意味合いを持つこ

とができますが、思春期の本質は非常に異なって

います。春/夏2019年シーズンの合っは、より多

くのを反映しています 柔らかさと優しさくのを反映しています 柔らかさと優しさ

。

ナイーブと不注意な若者を連想させる資質。 

Delpozo、Rodarteのとほぼ一人ひとり自分のコレ

クションの一つに思春期のテーマを織り他のデザ

イナー、一握りのは、最近続いてきました マーイナー、一握りのは、最近続いてきました マー

ク・ジェイコブスと最も顕著な

プラダ、 これ鉢巻きとオックスフォードシプラダ、 これ鉢巻きとオックスフォードシ

ューズ、belowthe-ニーソックス、ベビードールド

レス、白いシャツの襟付きカシミヤのセーター、

と弓の装飾の様々な女子高生をほうふつさせる外

見を導入しました。もっと若々しいルックスもバ

レリーナシューズ、ヘッドバンドとチュチュをほ

うふつスカートと子供の無邪気さを運んで、ball

erinainspiredルックスの様々な提示され、ディオ

ールで見つけることができます。

若者の無邪気さに触発頭からつま先まで外観はす

べて収まらないかもしれませんが、手掛かりは、

ささいなことから始めることです。関係なく、年

齢や個人的なスタイルの、誰もが、このような日

常以上の正式なルックスにカチューシャやヘアピ

ンなどのヘアアクセサリーをこっそりすることが

できます。あなたのワードローブにその傾向を実

装するためのもう一つの素晴らしい方法は、靴下

の形です。膝に足首から様々な長さの薄手の靴下

は、それらあなたの服のハイライト作り、シンプ

ルで快適な靴を高めるために最適なアクセサリー

を作ることができます。それらを身に着ける方法

の最良の例です。 ナイロンエルデム、プラダschの最良の例です。 ナイロンエルデム、プラダsch

oolgirlinspiredとスザンヌレイのレースの喜び。 あoolgirlinspiredとスザンヌレイのレースの喜び。 あ

なたのインスピレーションを選び、それで行きま

す！

アメリカの教育者ルイス・J・カプランは言いま

した、 「思春期は永遠の人間の願いのした、 「思春期は永遠の人間の願いの

間の闘争は、過去と未来に乗るにも

同様に強力な願いに固執し、内側の

感情の激変を表します」。 おそらくこ感情の激変を表します」。 おそらくこ

れは、ファッションが正確に何です。だけでなく

、今、いつも。我々は常に過去とその影響を鑑賞

し、より良い未来のための革新的なソリューショ

ンを見つけるの間のバランスを維持するために戦

います。生活の中でそのバランスを保つことは不

可欠であり、なぜ私たちのワードローブにそのア

イデアを取りませんか？子猫かかとでセクシーな

シルクのドレスやキュートなヘアピンとスーツを

着用してください。どのようにシャツとナイロン

ハイソックスとの古典的な鉛筆のスカートは？フ

ァッションは、遊び場のようなものです - あなた

が得るより創造、それは誰もが理解できるとして

も、もっと楽しく。



あなたの官能的

な

IQ 

ファッションモデル：マヤメリタ、@melita_m

aya MUA：ミルトDepartez、@myrto_departez

写真家：アリストタコマ

場所：TRANZISTORカフェ-Bistr

otheque、プシリ、アテネSTUDI

OのP56、アテネ、@ studio.p56

H＆M、＆HMによって衣服や靴：この社説で

ラベル

ポーチSIMONA、@pouches_si

monaによってタバコポーチ

RETROSEXUAL、ウェブretros

exual.grからヴィンテージ機器

モナスティラキ、アテネ近く洋服店デトロイトに

あるアンディ・ウォーホルの椅子





コンピュー

タの時代で

した 

によって設

立されました 

知的いくつ

かの努力、

そして我

々は今の波

を持ってい

ます 

デザインへ

の関心、 

美しさ、芸

術、および 

官能、その

非常に技術

で世界に伝

播。 

ブック、物理的または表現

以上か 

一瞬、私たちの携帯電話やP

Cで、心を刺激します。ファ

ッションモデルマヤは、ヴィ

ンテージ60年代の2019連勝

でこれを示しています。

S ensual IQのselfS ensual IQのself

education：親指

のいくつかのルール

官能的、芸術的、個別に

、体がディスプレイに心

をすることができます。





ルール＃1：

＃ 長い脚 

- - 対応する脳のないアン

チテーゼ





ルール＃2：官能的な

言葉でグリップを得

ます 

人類の多くの偉大な創造的な魂は自分自身に話を

することが報告されています。あなたは言葉はあ

なたの気持ちと官能的な考えを一致させるので、

あなたの洞察力が成長し、感情が変更できます。

むしろ画像を記述するために「良い」か「悪い

」のような簡単な単語を使用するよりも、あなた

が見るものの独自の理解を促すために大きな深さ

より記述の単語を見つけます。



ルール3： ＃3： 

適度に刺激を探検

1960年代から、さらに1970年代からの遺産は、

我々が発生する精神的な刺激が強く、より多くの

心が戻って戦うことです。脳の新しい「正常」は

、その化学的環境によって定義されます。しかし

、狂信がはびこっている、と心-変更の植物物質が

brandnew億ドルの産業を作成するために合法化

されている世界では、私たちは時折軽度の精神的

な刺激の価値を過小評価しないようにしましょう

。ウッドハウスは何をバーティの飲料過食なしと

なって、またはニコチントリガーアクションの章

無しイアン・フレミングのボンドたでしょうか？



ルール4： ＃3： 

コンセプトは、体を

励起してみましょう

脳のかなりの部分は、官能的/性的強度に専念され

、概念的な作業は、その完全な活性化に必要です

。多くの人にとって、それは美しさで動作するよ

うにプラトニックな「高」のようなものです。







ルール＃5：睡眠

は魔法です

ハーモニーの複雑さは、大人のための大きいので

、睡眠の必要性が思春期に増加します。A

唯一の睡眠を提供することができます脳の量子c

hesistryを伴う調和。



ルール6： ＃3： 

フィボナッチは性

欲です

健康的な信頼できる性的パートナー、または、こ

のますますpolyamorous世界では、健全な信頼で

きるパートナーのための探求は、として知られて

いる本能的に認識可能な美し機能の数値に配線さ

れています 

「黄金比」。黄金比は、健康と魅力の間の接続の

科学探査で関連性があります。フィボナッチ数3

、5、8、彼らの黄金比

1.618 ...官能のIQのために、官能的なファッショ

ンデザインの求職者のための知的な薬剤です。 



TNS

{TRUE

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

純正

fakefur

いくつかは、私たちが新しい時代になっていることを言い

ます。あなたは、ファッションブランドのカップルが発行

しなければならなかったことに気づいたかもしれません

下の彼らの本物の毛皮を販売しようとしているの

素晴らしいアイデアを持った後、公開謝罪 

「フェイクファー」の装い。確かに笑うことは何

も完売だった、その後、スキャンダル、と。それ

は私たちのanimalfriendly感情を混乱させるが、ま

たその生産に入った動物に害を与えないだけで。

確かに深刻な問題。

私たちは、よく知られた教授Madland Looniv

ersityのハンフリー偽との接触を作り、私たちが

住んでいる年齢を特徴づけるために彼に尋ねた、

そして、一言で言えば、彼はポストモダニズムに

すべてを置きます。

「モダニズムは、本物の毛皮を好むだろう。

フェイクファーを好む人はpostthatている。彼ら

はあります 超えて すべて はあります 超えて すべて はあります 超えて すべて 

それ。だからではなく、「ポストモダニズム」の私た

ちはフェイクファーを言うことができます！それはき

ちんとそれをまとめて、あなたは思いませんか？」

少し戸惑うおそらく啓発、我々は彼らにキー

ワードが「偽」だったにいくつかのかなりのラン

ダムな質問をして、路上で人々に一層の調査をし

ました。

Q：あなたはマクドナルドでそれを買うことが

できれば、あなたは、本物の1の上に偽のバーガ

ーを好むだろうか？

：ああ、私の神は、それは、偽のバーガーど

のように素晴らしいだろう！完全！

何が熱意の不足はありません。もう一つ：

Q：あなたが社長に偽の夕食を食べることがで

きると仮定し、火星上で、偽のドキュメンタリー

では、あなたが参加しますか？

A：社長は、場合には、あまりにも、偽物だろ

うか？

Q：はい。A：そして火星

..？

Q：偽物も。素晴らしい。私はそれを愛するだ

ろう。

偽の、明確に、上になっています！路上でさ

らに別の人：

Q：こんにちは、私たちはコンセプト「偽

」を調査しています。

A：そして、あなたはどこから来るのか？

Q：私たちは、偽の中に偽の調査のジャーナル

から来ます。お気に入りのニュースチャンネルは

ただ偽ニュース "に自身の名前を変更したとしま

す。あなたはまだそれを好きですか？

A：素晴らしいです！どのような素晴らしいアイデア！

私はそれを崇拝するだろう！

偽の事について話すことは成功した会話のた

めのレシピのようです。ここで別の例です：

Q：誰が本当の車の半分の価格のためにあな

たに偽の車を提供したとします。あなたはそれ

のために行くだろうか？

：あなたはその偽の車でどこでも運転できま

すか？

Q：もちろんありません。可愛い！私は本当

に家にいるのが好きです。私は絶対に、その車

を大好きです！

公平を期すためには、「偽」とその深い意味は、

この季節や最後のとして新しいものではありませ

ん。90年代半ばで最も人気があったベイウォッチ

の伝説のパメラ・アンダーソンが、ここまで人類

にそれを作るために、偽の概念のためのトレイル

ブレザーでした。確かに、彼女は人間のライフス

タイルを強化するためにfakedomのための可能性

を実現する最初の一つでした。

scantilyビキニで覆われ、ほとんどのベイウォ

ッチのエピソードを過ごし女史アンダーソンは、

偽物について人類の思考を計算するという点で、

このE = mc2level天才製剤の著者であります： 

「室内装飾品は治療よりも優れています。

」「張り」の概念に精通していない人のために、

それは家具の詰め物を意味しています。私たちは

若い女史アンダーソンは、ビーチキスシーン間の

彼女の更衣室で、彼女はそこに保たれ、様々なア

ンティークの椅子やソファーを詰め、彼女の禅を

見つけたことを推測することができます。間違い

なく非常に高貴な趣味、そして1の予備分を過ご

すにはやりがいの方法。

今までに - 実際には、最近、偽の科学誌に発

表された研究は、張りが最高の趣味の中であるこ

とを示唆しています。

fakedomの探査ではなく、polyamorousまたは

モノ好色な関係の中でだけでなく、進んでいる人

のために、そこにある - あなたはそれを推測 - あ

なたのためだけに作られた携帯電話のアプリが。

アプリは「偽偽！」と呼ばれています そして、一

度ダウンロードして、適切なベッドサイド機器に

Bluetooth経由で接続し、それがどのように、うま

く、偽偽O.を学ぶために顧客を教えて

全体的なアイデアの背後にある理論は少しあ

いまいですが、私たちはそれを試してみますよ。

 

アプリのクリエイターは、パートナーが自分

のパートナーやパートナーがちょうど彼らのオー

ガズムを偽造することを不審であるために、それ

は魅力的であると判断しました。 

これは、もちろん、純粋に、容易に来る人た

ちを心配でしょう。そしてそれは、人々が偽のオ

ーガズム行動に行うすべてのこと（それは本当に

偽物のように見える）私たちは今、無料アプリ

「フェイクフェイク！」、人が行うと実際に過行

うことを教えていこの正確な心配に対処すること

ですおそらく、効果的に、彼らが持っているとい

う事実を隠すために

1回のあるいは多くの本物のオーガズム。 

アプリは、インタラクティブで、ステップバ

イフェイク-SO-itlooks様-偽のステップを投影する

方法を学習の難しさによるものを取ります。

ボタンをクリックするだけで、それはあなた

の準備を取得するために15秒を与え、その後、あ

なたの悲鳴はどのように本物でないに応じてあな

たに得点を与えます。 

その勧告の一つは、有名人を含む（深い偽の

）ビデオで示したように、紛れもなく偽の方法で

悲鳴と完全にリズムの外にすることです。もう一

つの勧告は、このような「それは私が今まで持っ

ていた最高でした」と類似したナンセンスとして

右その後決まり文句の多くを言うことです。



ノート 

科学に触発

脳と身体

笑いとセックスの最

中周波数

テキスト：アリストタコマ

ユーモアの科学は、それ自体ではユーモラスでは

ありません。それは、次のような質問に答えるし

ようと退屈な研究、として記述することができま

す：笑いの量との間に性差は何を?; 人々は笑いの

間にどのような音の周波数を作成します?; どの程

度まで笑いの文化とは無関係です?;

子供の脳における笑いの役割は

何ですか 

さん 

開発？

オーガズム：同様に（真剣）、笑いといくつ

かの共通の特徴を共有する人間にとって重要な他

の生理的現象に関する研究があります。

両方のフィールドに関連する研究の第三の領

域は、より一般的にEEGとして知られ、脳波のも

のです。EEG、脳の活動を測定するのと一緒に、

より技術的に複雑な方法は、鳥瞰図として記述す

ることができるものから、脳内で何が起こるのか

に関する表示を提供します。脳は街のようである

ことを考えてみましょう。 鳥ハエ ことを考えてみましょう。 鳥ハエ 

街の上に、かつ迅速に全体像のビ

ューを取得します。これは、EEG

です。

これらの感想の中には、「脳波」として、従

来のEEGの専門用語で、分類することができます

。創造性の研究者の注目を集めている8と13ヘル

ツ（サイクル毎秒）の間の波の特定のセットがあ

ります。脳のこのいわゆる「アルファ状態は」緩

和、遊び心創造性、流れる喜びの感覚、痛みや恐

怖の一般化などの現象に関連しています。

研究者たちは、笑いのリラックスしたフォー

ムを見つけました 8と13 Hertz--間の波ムを見つけました 8と13 Hertz--間の波

を生成します それによって、脳のアルファを生成します それによって、脳のアルファ

状態を向上させることができます。これらの波の

存在下で、ESP。彼らは激しいと相関していると

き、また創造性と徹底的な学習を強化します。

性的刺激のより複雑なテーマに取り組む研究

者のキャンプは、関連する発見のシリーズを持っ

ていました：

性的興奮時には、脳内のα波が増加する傾向に

あります。覚醒につながる性的刺激がヒトで痛み

や恐怖の感情を減らすことができ、その後、次の

。

ポストオーガズム、原則として、アルファ波

がすぐに低下します。性交後憂鬱：このための

ラテン語があります。

本研究では、セックスの最良の部分は、オー

ガズムの前に正しいかもしれないと言って単なる

話ではないことを示しています。

同時に の音の周波数 同時に の音の周波数 

笑いは、kHzのに入ります またはキ笑いは、kHzのに入ります またはキ

ロヘルツ範囲、および性的な振動刺激のいくつか

の形態は、数十ヘルツを伴いながら、脳と体中8

-13ヘルツ現象の意義の熱心な研究のために関心

のあるいくつかのクロスオーバーがあります。

この特定の周波数は、クリトリスで受容体細

胞が最も敏感である1つであることを起こります

。

この特定の周波数 

- - いくつかの科学者は、このような物理的な振

動を測定すること女性を確認するための方法であ

り得ることを示唆している程度に女性のオーガズ

ム中肛門領域内で典型的に存在する（ - 笑いおよ

び性的刺激の間に増加する、前述のアルファ状態

と同じにオーガズム）。

ユーモアとセクシュアリティとの関係を探ること

は、さらに最高の性的パートナーを選択する方法

の昔からの質問に私たちをもたらします。アルフ

ァ状態の脳波の研究を考慮すると、それはそれを

学ぶために驚くことではありません

面白い人 '面白い人' さん 

利点を持っています この部門イン利点を持っています この部門イン

チ 彼のポリティカル・コレクトネスのための悪名

高いサー・マイケル・ケインは、おそらく同意す

るだろう。彼は有名な「あなただけの長い間、あ

なたがベッドにいるとき、彼らは笑いが止まらと

して、その中に誘惑するよりもあなたがベッドに

より多くの女性を笑うことができます。」と述べ

ました

すべてのジョークはさておき、科学はケイン

さんのコメントを支援するいくつかの深刻な発見

がありました。2016年に、筆者のグループがある

ことを発見しました

「highorgasm金利を誘導し、パートナーが評価さ

れました[ 順番通りに] より多くの、ユーモラスなれました[ 順番通りに] より多くの、ユーモラスなれました[ 順番通りに] より多くの、ユーモラスな

創造的な、暖かい、忠実な、とloworgasm率を誘

発し、また、パートナーのオーガズムを誘発する

大きな努力に従事するパートナーよりも良い香り

として。」（JMシャーロック、MJシダリ、EAハ

リス、FKバーロウ、BP Zietsch、Socioaffective神

経科学＆心理学）。「より良い香り」の部分は、

間違いなく、ファッショナブルな香水のブランド

に朗報です。

Neurosciでフィンク＆M Benedekによる脳波のア

ルファ力と創造念慮：また、さらなる研究を与え

るため。Biobehav。、2014、研究ニコールPrau

se、博士によって行われ、また彼女の自身の科学

施設で、www.liberoscenter.com



心のためにそれを

プロービング

この社説のファッションモデル：ナ

タリーRizou、@natalierizou MUA：

ミルトDepartez、@myrto_departe

z

写真家：アリストタコマ

小道具やセットデザイン：マリア・As

imaki

場所：STUDIOのP56、アテネ、@

 studio.p56

この社説でラベル：

パンツ、ショートパンツ、ブラウス、ジャ

ケット、ZARAにより、ハイヒールの靴、@

zara

GUESS、@guessによってスポーツウェア

LK親密な、@lk_intimateによっ

てランジェリーブラジャー

オーガニックチューリング・テスト 

砂丘から行列に、財団か

らスターウォーズに、ス

タンリー・キューブリック＆から 

ACクラークス 

さん 

最新の有力なスタートレ

ックに動作します：ネッ

トフリックス/ CBS、普遍

的な心と感情フィクショ

ンのフロンティアをプッ

シュし続けているのを想

像量子生物学ディスカバ

リーとファッションへの

衝動を提供



第21回 

世紀：

チューリングテスト：

彼女 

愚かなコンピュータ

プログラムはに人

々をだますことがで

きるかどうかをチェックし 

彼らは心を持ってい

る考え

未来世紀、可能

オーガニックチューリングテスト：

彼女がいるかどう

か彼らの心を発見

するために外国人

事業体にプローブ

 

- - 

彼らは、思考、感情

、おそらく私たち人

類への愛を持ってい

ます



PART I：心とBE

YOND

意識

S ...流れ。 [...] 流れ。 ] 流れ。 

川やA「川」またはA 」または

流れています 「川」またはA 」または

それが最も自然に記載

されていることにより

、比喩。以下、それに

ついて話して、私たち

は、意識の思考の流れ

を呼びましょう

S、または主観的

な人生の。

- - 

ウィリアム・ジェームズ



意識sは、物理的に計

上することはできま

せん。意識sのです

絶対に基本的な

。 それは何かの面で計

上することはできませ

ん。

- - アーウィン 

シュレーディンガー



内側の証人は無

限と変わらない

ものの、知覚し

、純粋な意識の

自己であり、 

心の構造によっ

て作成。

- - パタンジャリ



私たちが経験できる

最も美しい事は神秘

的です。それはすべ

ての真の芸術と科学

の源です。

- - 

アルバート・アインシュタイン



量子レベルで生物

学と物理学の間に

違いはありません

。

- - そのスタートレック

でブライアン・フラ

ー＆アレックス・カ

ーツマン、 

「川」またはA

発見 」または発見 」または

宇宙は少し怒っ、怒っ

ています。

- - 

アレン・ギンズバーグ

より深いレベルで

は... [...] 流れ。 ] 流れ。 

問題とconsciousn

のESSは... 

[...] 流れ。 ] 流れ。 

不可分と織り交ぜ

デビッド 

- - 

ボーム



他人を知ることは、知性

であります

- - 老子

あなたの心、意識

のこの世界では、

星空宇宙です。あ

なたがあなたの足

でオフにプッシュ

すると、千新しい

道路が明確になり

ます。

- - 留美



愛[...]サラウンドの

すべてのものと 

しなければならない

ものをすべて包含す

るように、ゆっくり

と拡張します。

- - ハリールジブラーン

私はその理由として、

愛を考えていません。

私は愛が最初に来ると

思いますし、その後の

理由は以下の通り。

- - 

チママンダ・アディーチェ



あなたの理論はクレイジー

ですが、それはありません

よ 「じゃありません 

本当であるには十分な

狂気。ニールス・ボー

ア

- - 



だけでなく、私たちよ

りも宇宙の見知らぬ人

であります 

それは見知らぬ人である、

と思います 

私たちが考えることができ

るより..

- - ヴェルナー・ハイゼンベルク



ORGANICチューリングテスト

PART II：

MIND / 

BODY 

で 

ダンサーの 「じゃありません 

ボディ、我々が表示さ 

。。。[...] 流れ。 ] 流れ。 

人間である奇跡の何

か。

マーサ - - 

グラハム

20世紀に、科学は多く

の場合、別個のものと

して、脳や体に属する

ものとして合理性の考

え方を追求しました。

私たちは千年に近づい

たとして、脳ました

インテリジェントとし

て気持ちと体のシート

として見

さて、直感を通じて

例えば感知され、潜

在意識、21世紀には

、ほぼ無限に可能と

みなされます 

そして

古代philosoph yの部

分は、新鮮な感覚を

行うことができます

あなたは魂の存在しない

ことを証明することはで

きませんあなた 

; 君は

ただ信仰にそれを取る

必要があります。ウッ

ディアレン

- - 

あなたの脳は、感覚入力をシミ

ュレートするたびに、それはあ

なたの気持ちを変える可能性を

持っているあなたの体の自動変

更を準備します。リサ・フェル

ドマン

- - 

バレット

ダンサーの体は単に魂

の発光現れです。 

- - 

イサドラ・ダンカン



良いのパワーは

、美しい自然の

中に避難してき

ました。

- - プラトン

もっとinteroceptive

能力を持っている人

々が持っています

皮質の高い活性 

[...] 流れ。 

脳の領域、 ] 流れ。 

これのそれらをより

意識します 

[...] 流れ。 ] 流れ。 

感情。

- - 

ダニエル・コールマン

私はそれをしなかった

理由を私は知らない、

私はそれを楽しんだ、

なぜ、私は知らない、

と私は再びそれをやる

理由を私は知りません

。

ソクラテス-Socrates



迷走神経... 

[...] 流れ。 ] 流れ。 

脳に消化管を接続して

います。ロバート

- - 

マルトン（Martone）

心のエネルギーは生

命の本質です。Ar

istotl

- - E
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