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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ように、私たち

は、私たち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ということ

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「PUBLISHED」スタンプが

、このページの左側に表示されますこと

を、この時点です。

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が雑

誌に確認応答で画像をスキができ、

モデルと 

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。すべてのコンテンツは、PC上の

ような大画面の両方でアクセス、及び

そのような電話機のような小さな画面

をすることができます。

私たちと一緒に仕事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 やInstagramの上のD

M。我々は常に聴覚に開放されています

貢献したいモデル、ライター、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、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から。

で生まれた雑誌など

2019年には、我々は完全に「デジタル

」に行くことにしました。ライン設備

のトップ、そして偉大な味とと

私たちの貢献者の創造的なスキルは、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（ 主な写真家、そしてアリストタコマ（ 主な写真家、そして

BERLiNiB、の編集者。多くの場合、メ

インスタイリスト）

BERLiNiBは広告やスポンサーによって賄

われています。すべての問題はberlinib.c

omで、常に高品質のPDFファイルとして

無料でご利用いただけます。

広告： 

広告お問合せには、plase私達に電子

メールを送り：広告@ industrialbabe

s.com。

Plase私たちの電子メールを使用berlinib

@aol.comを編集スポンサーシップを含む

他のすべてのお問い合わせは。私たちは

、雑誌の主な内容から気をそらすない広

告を含める権利を留保します。広告がア

ーカイブされた雑誌の中にディスプレイ

上に残ります。私たちは、「ターゲット

広告」を使用していません。私たちの広

告はすべてのために永続的に利用可能と

同じであり、 おいしく同じであり、 おいしく

プライバシーの問題から解放します

。

各公開BERLiNiBマガジンの内容は、著作

権スタインヘニングB.ロイシュ（別名ア

リストタコマ）です。BERLiNiBが適切に

参照されたときのモデル、作家、写真家

はまた、彼らの貢献に著作権を持ってい

ます。符号なし材料は、エディタです。

テクノロジーが含まれています：ニコン

Dfと、/ VR、KDEネオン、Gimpの、Lib

reOfficeの、FontLibrary.org（発生した収

益は、それを許可するよう、我々はすぐ

に商用ライセンスフォントを使用します

）ワットニッコール、およびPCのAndro

id-x86のを。 

楽しい！



あなたは、BERLiNiBのを知

っているように 

berlinibドットコム、上に公

開 

ユニバーサルデジタル "デジタル 

用紙フォーマットのPDF、 」フォーマットPDF、 

年に3回発行されています。い

くつかの例外を除いて、論説は

、それらが作られた順に雑誌に

発表されています。

ページ番号は、A3ページを参照してく

ださい。 
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また、ここではあなた

の自由BERLiNiBのフ

ァッション雑誌でber

linib.comたびに：

加えて、及びとともに、上記写

真社説、あなたは常に見つけま

す

書かれました 

記事、ファッション

イラスト

永久 

雑誌広告、 

BERLiNiBに私たちはあなたに

無料でこのaawesomeのファッ

ション誌を与える必要が収入を

与えます！あなたの会社は、次

の問題に含まれるために、今、

広告の提案を送信します。

広告industrialbabes。コム@industrialbabes。コム

ファッショナブルなBERLiNiB

醸造をお楽しみください！





もっとお金

8

私のエコ

ノ良いの

鍵

テキスト：アリストタコマ

チェック・ポイントのリストは、と「あなたが豊

かになります秘密の支出-習慣」「億万長者にな

る方法」、のようなタイトルを魅力的で、すべて

のインターネット上であります。これらの記事に

含まれるアドバイスのほとんどは一つの文章にま

とめることができるように思える：「それはあき

れるほどけちであることを、あなたしている喜ん

でいる場合あなたが保存することができますどの

くらい驚くべきことです。」

寛大さの右の種類を示す、しかし、ビジネスの成

長に必要な部分です。たとえば、あなたのビジネ

スは良い顧客を開発し、維持することに依存して

いる場合

関係

、 あなたが持っているものとあまりにも柔軟性に欠けるとい

うことは、単にそれらを離れてプッシュすることがあります。

 

あなたのビジネスを成長させるために、あなたは

賢明ではなく無謀に費やす必要があります。あな

たが持っているもの保護することは、多くの状況

で完璧な理にかなって、それを強調することはけ

ちです。寛大さは、いくつかの状況では良い意味

があります。物事への投資という缶

長期的にあなたのビジネスを構築することは、自

分自身への寛大さの一形態であり、そしていくつ

かの投資はあなたの資産を保護し、寛大間の賢明

な妥協点です。 

理想的な企業は、高い理想を持って金儲けを兼ね

備えています。1の主な活動は、システムを変更

することである場合は、システムの繁栄のビジネ

スは、ほとんど不可能です。あまり理想主義的な

、おそらくより現実的な解決策は以下のとおりで

す。収入の一定割合に与える何か、アップ、純粋

な理想主義的なものに：しかし、市販のこと、と

して

倫理的な

コアビジネスの目標や戦略では、することができ

ますように、商業。あなたがあなた自身、または

あなた自身に加えていくつかの他、輝くビジネス

には、実際の収入を得るだけで、おそらく最初に

小さなビジネスを成長しようとしている場合は、

同時に全世界を変えようとすることは、しかし、

高貴Aの追求で、おそらく、あまりにも野心的な

Aゴール。いくつかの仏教徒は時々指摘するよう

に、我々は物事が権利を取得するために私たちに

何百万年を持っています。

次のポイントは、誰にも同様に適用されません。

彼らはおそらく賢明な人は中小企業の所有者が出

て起動するための良いヒントとして与えるものの

線に沿って、親指のルールです。

/ 1 /品質コミュニカの

ン 

チームリーダーとして、あなた自身が理解しなけ

ればなりません。あなたが他の人と協力している

ときはいつでも、あなたは良いグループ会話を持

っている必要があります。あなたではなくて、コ

マンドのすべての方法を吠えよりも、事前にそれ

を議論するために時間がかかる場合は、タスクが

あるかもしれないものに関係なく、それはおそら

く、より効率的に達成されるであろう。高品質の

通信を維持することもポジティブな観点からあな

たのチームからのフィードバックを解釈すること

を意味します。何かが最初に攻撃的と思われる場

合は、二重の無害な解釈、またはあなたはそれの

ように感じていなくても、正または中性調子を維

持するために3倍の努力を見つけるための意識的

な努力をします。

品質コミュニケーションと本当のメッセージを理

解することは、防御と議論されることによって、

あなたの自我を「保護」よりも重要です。議論で

があるかもしれない薄っぺらなものは何でも合理

性のビットを保護することがより重要です。もう

1つはせっかちを取得していない場合が出てくる

可能性を秘め合理性と良好なビジネスの大きな存

在であるという可能性は常にあります。要するに

、「気分を害している」回避で強度、それに沿っ

て来て、特にすべての話があります。これは、橋

を燃やしていないことです。彼らは会話の焦点を

作らされていない場合は、おそらく否定的な感情

は、より迅速に渡します

そして、継続的な物語の一部を作りました。おそ

らく、あなたの同僚がひどい日だったか、瞬間に

適切な言葉を見つけることができなかった、また

は多分あなたは、チャットラインに文を誤解しま

した。むしろ侮辱で侮辱を投げつけよりも、沈黙

次回を投げつけるしてみてください。その後、再

び品質の通信を歓迎し、あなたはそれが次の時間

を動作させることができるかどうかを確認。それ

が動作しない場合は、少なくとも、あなたは合理

性にチャンスを与えました。そして、合理性を持

つすべての時間「すべては皆のために簡単である

」思いやり-ない感が来ます。一貫して整合性の

高い文字を実証し、そうでないとき謝罪で勝ちま

す。あなたのビジネスは、治療群ではありません

。あなたのビジネスを開発することは感情を共有

する話ではありません。これは、売上高が繁栄す

ることができます良いするものを作成するために

、積極的な行動を育成についてです。

/ 2 /美容経済

他の人に奮起さのオファーに何かを持っています

。おそらく言う権利です：美しさは、この世界に

感動されているものの本質です。あなたが収入を

得るしたい場合は、実際の値の何かを提供しなけ

ればなりません。それは具体的な製品である場合

は、ディスプレイ上に置く前にundust、販売する

ことを望みます。あなたのルックスの住んでいる

場合は、フィットをご利用いただけます。あなた

がモデリングにしている場合は、デザインについ

て、ベストを描いについて学びます。美しさにあ

ります

便利なアイテムは、時の試練に耐え、有用なまま

。衣料品業界では、これは「持続可能」として記

述することができます。本物のethicalityは素晴ら

しいのいずれかのブランドのために重要です。こ

のためのもう一つのキーワードは次の手がかりで

す。

/ 3/21世紀の願望に目が覚めま

した

1960年代には、世界中の多くの若者は、地球の天

然資源は、無駄な汚染とそれ以外の軍事兵器と大

きな爆弾の存在によって危険にさらされていたこ

とを実現するために始めました。実際には枯れて

いない、それは決して唯一の征服されたフラワー

パワー運動につながった「今しかない」感があり

ました。今日は、「フラワーパワー」時代が満開

に戻っているが、完全に異なるパラメータと異な

る名前を持ちます。あなたがこれに目を覚まして

いますか？それはまた、理にかなっているフレー

ズを見つけ、言ってやって意味のあるものを通じ

て思考を意味：ビジネスは、単に流行の話を話し

て意味するものではありませんミレニアム世代と

世代Z.の現実にしてチューニングの意味での「目

が覚めた」が含ま。環境保護のためとして、おそ

らくそれは、「保護森林やリソースの線に沿って

フレーズを即興することです



[続き]

/ 4 / 

ブランディング：ア

イコニック写真

私たちは、短いビデオやいわゆる時間にいます 

「ストーリー」や「スナップ」は、移動中に自分

自身を垣間見ると1のネットワークを提供するた

めの人気メディアです。しかし、それは、それは

視聴者が自分の心の中で生きてくることができま

す偉大なphotograph-の力を否定しません。彼女

自身の「内側のビデオ」作ります。写真の個々の

機能を勉強する時間を取るために、シーンに身を

可視化します。被験者はラジオを聴いたり、積極

的に彼らはテレビを見たときよりも、まだ何かを

勉強するとき、脳の研究は、時々、ニューロンの

より大きな活性化を示しています。一般的に言え

ば、それはより積極的な技術を取得すると思われ

、より多くのパッシブ自分のニューロンは、（い

くつかの例外十分な対話があると）になります。

ビデオは、数十年の周りされていると、しばしば

「未来」として記載されているが、偉大な写真撮

影の分野では、独自のユニークなエネルギーを持

っており、あります

ブランドを販売しているものの一部。これは、デ

ジタル経済の新しい形態が本高みに上がったこと

をビデオよりフォト以上の登場によってです。顔

には、ビデオは、特定の順序でビューアで投げ毎

秒非常に多くの写真よりも多くのセンス何もです

。よく作られた写真は、大きいギフトです。ビデ

オは古典的な写真がされているような方法で、象

徴的な "と見なされることがはるかに少ない可能

性があります。

/ 5 / 

寛大たときに右

とき、それは右の寛大であることを、もう1つは

どのように寛大であるべきでしょうか？そしてと

きには、何千回少し多くなったことを知って、右

の「マイクロ支出」にありますか？簡単に言えば

、寛大さは、すべての良い予算でその場所を持っ

ていますが、これは、所定の制限内でなければな

りません。気ままな寛大さは無謀ですが、先端に

できることの重要性を考慮した場合、または時間

のあなただ短い速いルートを取るために、または

それはもう少しコストにもかかわらず、優れた製

品を購入するために少し余分を支払うこと。いく

つかの状況では、素晴らしい雰囲気を維持するこ

とがペニーの上に顔をしかめよりも重要です。こ

れは、従業員にも、インターン、顧客を含む、あ

なたのビジネスの利害関係者の健康に投資し、関

係します

ビジネスパートナー。そのような寛大さから来る

幸福は健康を促進し、それが健康のあなたのビジ

ネスに最適です。

communicatイオン/ 

6 /チャンネル

ボタンをクリックするだけでページをクラッシュ

することが二手のプログラミングとコードの更新

のこのデジタルの世界では、相互に通信するため

の複数の方法を持っていることがベストプラクテ

ィスです。これと同じ概念はRL（現実の生活のた

めのインターネット・話す）に引き継がれるだけ

でなく、それが会議のより多くの方法を持ってい

ることが重要だ、と私たちはどのように通信する

か、いつである程度の柔軟性を持っています。

契約/ 7 /グロー

デジタル通信になる「簡単に来る」より迅速かつ

、より多くの重要性は、それが自分自身や人々が

戻って来たくなる私たちのビジネスに約あるもの

を見つけることです。これは、内部と外部の両方

の、すべての利害関係者の間で大きな関係を醸成

に向けた重要なステップです。合意を無視におけ

る利点はありません。それは短期的には時間を節

約するかもしれないが、それは他の人のために時

間を浪費し、長期的にはそれはあまりにも、あな

た自身の時間を無駄にします。一部の人々は、そ

れはそれに同意するのではなく「フィール時間

」に、より適切であると精神的な視点です。また

は、彼らは他の人と共有されている所定のタイム

スケジュールに固執していない場合、彼らはより

良い自分自身の方法を得ることを感じます。私は

ちょうどあなたが行うまでは、契約にこだわるよ

うにそれに仕事をしない場合ことをここで言って

みましょう、それが必要であるため、事業のほと

んどの種類は、成功するために。そして、まだ、

民主的な世界では、これは需要の1が自分のメイ

クを主にすることができます：どのようなタイミ

ングに関係なく、それぞれが時間に関係の彼また

は彼女自身の方法を持っている、とあなたはイン

テリジェントかつ現実的に他の人に関係する方法

を見つけ出す必要があります彼ら持っていること

を選択します。

/ 8 / Radiat E 

optimis M

この点は、美しさについて、このリストの以前の

ポイントに接続されています。それはまた、あな

たが高品質の通信に従事し、合意にこだわること

で、あなたの人格の正の輝き、あなたのキャラク

ターに関するものです。黄金の楽観的な精神、人

生が良好であることを意味、太陽が上昇している

ことを意味し、収入の曲線がすべてのように上向

きされていること：より具体的には、正の輝きは

、人々が繁栄し、あなたの周りに繁栄することを

可能にする方法で振る舞う必要私たちは、メイク

や服や写真やビデオに、曲線と、このすべてのフ

レームがあなたのウェブサイトにあなたのロゴの

デザインから言語に至るまで、ソーシャルメディ

アのアカウントとshopfrontsに入る時に、左から

右へ行きますあなたは、あなたのブランドを宣伝

するために使用します。かかわらず、私たちが生

活の中で、私たちは何をしているところの、我

々はすべての更新楽観の投与量を必要とします。

私たちの日々の活動にそれを組み込むことによっ

て、私たちはお互いの時間を与えている、互いの

時間や、それがあるフレーズに別の方法を保存し

ています。
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@何も描かれていないキャンバス___

srishtioinam gmail.com@何も描かれていないキャンバス___



DANCE 

UNTIL

すべて

IS DANCE

ギリシャのダンサーエリTsits

ipaによって、現代バレエで解

釈いくつかのSS20のスタイル

ファッションモデル：バレエダンサー、

女優エリーTsitsipa、@ellitsitsipa

写真：アリストタコマ

A.Tacomaとエリー自分でスタイリング。

スタイリングアシスタントミルトDepartez

MUA＆ヘアスタイリング：ミルトD

epartez、@myrtodepartez

場所：スタジオP56、アテネ、@ stud

io.p56

ファッションラベル：ZARA、@zara。BOODY

、@boodyecowearから持続可能な竹のレオター

ド、

経由ライフコロッセオ、オスロ、@lifecoloss

eumジュエリー：ドナKoroi、@donakoroibra

ndを介して他の服 

NILZ、オスロ、@nilztekstiltrykkeri。

偉大な芸術家は彼らの芸術で自

分自身を可能にする方法を見つ

ける人々です。同様に、芸術と

生活の中でのプレテンション誘

導平凡の任意の並べ替え。

- - 

マーゴ・フォンテイン



バレエをして検

索 

以下のような自分自身の

この欠けている部分を見

つけます。

- - 

ミスティ・コープランド



バレエは単なる運動ではあり

ません。

- - 

ニーナ・アナニアシヴィリ





ダンス：説明の最小値、逸話

の最小 - と感覚の最大。 

- - モーリス・ベジャール





ライフ[..]生活に触れること[..]、

前進し、成長しています。

- - 

アグリッピナ・ワガノワ



 

激しい

シック

ファッションモデル：Vicencaペ

トロヴィッチ、@vicencapetro

vic



Vicencaペトロヴィッチはアリストタコマ

で撮影されました

MUA、ヘアスタイリング：ミスIsabellaLi

a、@ my.beauty.garden

場所：Wrangelstrasse、クロイツベルク、ベル

リン、メーカーRamboya、@ramboyastudio。

ファッションラベル：ベルシュカ、@bershkac

ollectionファイターSPORT、@fightersportnorg

e GINAトリコット、@ginatricotアクセサリーP

INK CADILLAC、@pinkcadillac_berlinによって

金属は、多くの場合、

この季節の黄金の色合

いは、まろやかな、a

fternoonish、思慮深い

色のSS20を重視して結

合されています。202

0年のトレンドまで激

しくエレガント＆シッ

ク合計：パワフルな女

性の新世代は、彼らの

主張を作っています。





















もっと 

持続可能な 

ファッション、

してください！

ナタリーソフィア、@fashionjudg

ment、BERLiNiB流行に

特派員、

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

前世紀には、女性がより多くのことができて

きた彼ら 

遺体 見て、とにかかわらず、これを約言遺体 見て、とにかかわらず、これを約言

うのされます 

セクシュアリティ、 それは確かにセクシュアリティ、 それは確かに

非常に実用的な変更となっています。何世紀

で初めて、女性が繊維の山に沿ってドラッグ

することなく、様々な活動に参加することが

できました。衣料品は、一部個人的な表現、

および一部実用的な必要性です。動向はサブ

カルチャー、職業や宗教に接続されています

。季節ごとに変化の傾向を追跡する能力は、

私たちは冷却することができます。私たちの

ワードローブの中に滑走路のノベルティを適

応する能力は、私たちを作ることができます

傾向 私たちの友人の間でセッター。 傾向 私たちの友人の間でセッター。 

ファッションは、両方の豪華さとファストフ

ァッションのセグメントでは、主に既製服業

界に、あつらえの（現代のオートクチュール

）から進化してきました。これは、新たなキ

ャリア経路および他の機会を作成しました。

いくつかのモデルは、成層圏のレベルを達成

しています

有名人

名声、そして激しく世論に影響を与え、慈善

活動の後ろに取得することができます。その

ような原因が地球のために思いやりのある、

と推進

持続可能なファッションの重要性。

ファッション業界は巨大であり、かつ、部分

的にそのサイズ-1ほとんどのへ 

汚染

世界の産業。ファッション業界内のこのよう

な、個々の企業は、それらの炭素についての

透明性がより環境に配慮した公共によって呼

びかけられてきたように フットプリントびかけられてきたように フットプリント

そして、「自分の番号を表示」。

これは業界のほぼすべての側面のために

行きます。例えば、

贅沢 ブランドは排他として自社のブラ贅沢 ブランドは排他として自社のブラ

ンドの国民の認識を形作ります。このような

認識を維持するために、売れ残りの在庫は時

々破壊され、埋立地に入ります。

ファストファッションは、地球への挑戦の別

のセットを提供します。毎年衣服の何百万人

もの産生に関与衣類や水の量と燃料を着色す

るために使用される染料の問題があります。

製品を作るために使用されている動物の皮や

皮革の問題や天然皮革対フェイクファーの周

りにそれほど啓発の議論があります。おそら

く、最大の問題は、プラスチックや合成繊維

のめちゃくちゃ一般的な使用です。プラスチ

ック関連材料は、多くの場合、非常にありま

す

安価なので、彼らは「お客様に優しい」です

が、そのような材料は、地球に巨大なコスト

を表します。これらは、ファッション業界が

直面している問題の一部であり、現代の消費

者は、これらの問題に対するスタンドファッ

ションブランドを求めています。

一方で、我々は待つ間 全身一方で、我々は待つ間 全身

ファッション業界が直面して、より大きな、

持続可能性の問題へのソリューションは、我

々は自分自身のより環境に優しい方法でドレ

スアップする方法のための親指のいくつかの

ルールを与えることができます。我々が見る

ようにと、ブランドの数は、環境に配慮し、

持続可能なとして推進されています。

親指のルール：

。。あなたのクローゼットの中にぶら下が

ってしまいます、ない服を着るだろうという

服を買います。大量消費は、持続可能性の敵

です。

。。購入前に衣類のラベルを確認してくだ

さい。作品がで作られているものをチェック

：それは天然繊維ですか？プラスチック？再

利用素材？

。。H＆Mを含む多数の他の人にNuulyて家

賃から多く多かれ少なかれ新しい服レンタル

の選択肢、滑走路のいずれかからファッショ

ナブルな品質の服を借りることを検討してく

ださい。

。。中古ショップ。ヴィンテージの服は間

違いなく持続的に買い物をするための最良の

方法です。衣類のピースに新しい命を与える

ことによって、あなたははるかに環境に優し

いですその寿命を延ばすことができます。

最もエキサイティングな持続可能なファッシ

ョナブルなブランドのいくつかは、今の注意

すべき：

。。ロナルドファンデケ

ンプ。

オランダのデザイナーは、市場で入手可能な

材料のスクラップから限定版の服を生産しま

す

。。改革。 以下の有名人とのAllsizesブラン改革。 以下の有名人とのAllsizesブラン

ドは、用途は古い在庫材料と再利用ヴィンテ

ージを救出しました。

。。一口。 有機生地を使用して時代を超越一口。 有機生地を使用して時代を超越

したファッションのアイデアを育成ストック

ホルムベースのブランド。

。。ピープル・ツリー。

手で作業に焦点を当てることによって、その

二酸化炭素排出量を制限世界フェアトレード

機関によって入金最初の持続的なブランドの

一つ。

。。グッドニュース。

リサイクルゴム底とオーガニックコットンを

使用し、ロンドンベースのトレーナープロデ

ューサー、。

。。マット＆ナット。「ビーガンブランドい

わゆる」。彼らは、製品の範囲を提供して

います

リサイクルペットボトルから作られた袋を含

みます。

。。キットX.

持続可能な材料、完全に有機繊維、upcycle

d海洋ごみや廃棄されたポリエステルから衣

服を作成し、オーストラリアベースのブラン

ド、。 

ファッションにおける持続可能性の非常にト

リッキーなテーマは、ご滞在に来ています。

てみましょう それを探求し続けますてみましょう それを探求し続けます

そして、より多くのアウトworkiこの権利を

取得するために近づきます。



 

GLOW

シック

ファッションモデル：ジュ

リアMUE、@juliamue__



ゲンZ 

より多くの設定をして

いるようです 

雇用市場の議題、フィ

ッティング 

彼らの目的を持ちます

：

公正、自由、

 

簡単に行く、ハイテクに

精通した、スポーティ、

新鮮。

earthaware、

時々ビーガン 

インスピレーションを得ました;

持続的な値は、金

： 

グロー 

ジュリア・ムアはアリストタ

コマで撮影されました

MUA、ヘアスタイリング：ミスIsabellaLi

a、@ my.beauty.garden

場所：メーカーRamboya、@ramboyas

tudio、ベルリン。

ファッションラベル：NIKE、

@nike、HM、@hm

AVENUEGE、avenuege.com

















あなたは遠いビーガン、さらには

ベジタリアンであることからかも

しれませんが、無数の他のように

、あなたはコンセプトに触発され

るように自分自身を発見したこと

、そしてあなたはこれとビーガン

ビーガンの多くの新しい申し出を

歓迎しているかもしれない典型的

な食料品店で

VEGANスムージー

私たちが愛する多くのビーガンのトレ

ンドの一つです。

バナナからのウコンに、ここ

ではいくつかの特に興味深い

組み合わせの結果があります

VEGANINSPIREDスムージー

ETC THE QUESTのための十分なビタミン

＆ミネラル＆

あなたの体は雄大です 

傑作 他に類を見ないデザインの。それは、傑作 他に類を見ないデザインの。それは、

完全な理解を超えて任意のマシンよりも複雑

で、かつ厳格なイデオロギーや政治によって

指示されるように、あまりにも重要な方法は

、食べ物を与えられることに。しかし、あな

たはあなたの毎日の食事でどのように豊かに

関係なく、あなたが住んでいるに関係なく、

あなたが肉を愛するどんなには、あなたが毎

朝取るどのように多くのサプリメントに関係

なく、あなたの体は、おそらく時折ビーガン

やnearveganスムージーの恩恵を受けるだろ

う。それは

良いこと、彼らはとてもおいしいです

。

おそらく、食べ物はイデオロギーのために残

されるにはあまりにも重要です。BERLiNiB

で私たちは、新たに即興スムージーに熱心で

すが、我々は時々の代わりに大豆、米または

オート麦乳製品のヨーグルト、あるいはケフ

ィアを使用する（と私たちは誰も見てないと

思うとき、私たちも、肉食動物かもしれませ

ん）。

ヒント：あなたはビーガンと愛のヨーグルト

でない場合は、ちょうど喜ん以下recipiesに

ヨーグルトを追加します。 

ウコン、カルダモン、ジンジャー、ホ

ットチリ：COCO 

NIGHTスムージーはアーモンドミルクココナッツにいくつかのメープルシロップのピンチをラズベリー

ベジタリアン、さらに、ビーガンは、それが

健康的な毎日の食事を維持することになると

考えることがたくさんあります。十分に得る

ための一つの解決策

ビタミンB12、 亜鉛、カルシウム、全ビタミンB12、 亜鉛、カルシウム、全

タンパク質、脂肪酸、セレン、鉄、および健

全な心と体のために不可欠な他のものの全体

の多くは、サプリメントやビタミン/ミネラ

ル/蛋白質に富んだ製品を取ることです。も

ちろんサプリメントや豊かな製品に依存して

いるベジタリアンやビーガンではなくなるこ

とが可能であるが、これは同様に多くの時間

とお金のおそらく多くを必要とします。

DANCINGゴジスムージー

上にバナナゴジベリーパイナップ

ル豆乳小さなピンチマカ粉末、ゴ

ジベリー

マカ粉末は、強力なホルモンに満ちている、

と漠然と人参などの効果がある - あなたが選

択した特定のマカブレンドに応じて。その味

はとても適度にそれを使用するようにしてく

ださい別個のものです。

私たちのビタミン観測を継続するには：それ

は春まで約飛躍に必要とされていると熱意で

それを行う：B12は植物に何であるか、日光

や水、人体にあります。それはない動物では

なく、本来はちょうど発見されたいくつかの

エキゾチックな、洗練された、見つけるのは

難しい微生物によって、研究室で作成されて

いません

一つの場所にある：彼らはカドミウムのよう

な独特の金属を使用してB12を合成する彼ら

のハードワークをしている深海の場所で。科

学者たちは、これらの微生物を育成する方法

を開発しているが、B12を合成する方法はま

だ存在せず、任意の植物や動物がこのような

ものを製造することができるという証拠のど

こがありません。それは、しかし、非常に簡

単に食物連鎖を通って移動しません。例えば

、それは通常、鶏や牛が食べることを食品に

添加され、その後、それが自動的に卵や牛乳

やヨーグルトなどその誘導体、中に発見され

ました。



[続き]

一部の人々は、いくつかの条件を一度に満た

されたときに、すべてのビタミンのように、

それは一般的に、より容易に吸収され、簡単

にB12を吸収しません。

* ビタミンは、B12と他のBビタミンのよう

な相補的なビタミンと一緒になっていること

* ビタミンは、食品と一緒になっている

こと

* 食事は一日一日から多少変化すること

* そして、それは「リセット」自体にチャ

ンスを持っているので、体は、いくつかの日

毎月とビタミンやミネラルの種類は、それが

与えられているものでは明確な変化が存在す

る毎週を取得していること

VICTORY CHICK

スムージーカシュ

ーナッツココナッ

ツチーア種子

ブルーベリー小さじ

1ごまタヒニ

オート麦ミルク振り

かける：ココナッツパウダー

ハーブティーを愛する人のために：これらは

スムージーに溶け込むのに最適な成分ででき

ます。しかし、いくつかの非常に豊かなハー

ブ製品は、肝臓にマイナスの影響を与える可

能性があります。食べ物や飲み物から問題の

物質を離れて浄化するのに役立ちますオルガ

ン。大豆は、いずれかの月の毎日を取られる

べきではありません。harmonyaffecting癖に

なるかもしれないものから数日間のための身

体定期的に休憩を与えます。

マテ茶のふりかけのTROPICA

L COMETSスムージーマンゴ

ー、アボカド、レモン汁豆乳

フローズンチェリー生姜のピ

ンチ：ココナッツパワー

ヨーグルトやその他のrefridgeratedまたは冷

凍品を必要としないビーガンスムージーにつ

いての素晴らしいことの一つは、あなたが冷

蔵庫への即時アクセスが制限されている旅行

や仕事のすべての種類の中にそれらを作るこ

とができるということです。いくつかのケー

スではなく、さらにミキサーが必要 - とされ

て少し準備あなただけの、それを一緒に投げ

るそれを振ると楽しむことができます！

GREEN妖精スムー

ジー抹茶パウダーラ

イムベビーほうれん

草のアサイベリー粉

末豆乳タッチ：バニ

ラエキス

真に健康スムージーを楽しむの美しい方法の

一つは、高速事前にある（それの味を向上さ

せるために） 

そしてその後（ボディが平和でそれを吸収で

きるようにします）。断食は、ワークアウト

と一緒に行きます。笑顔の警告をここに提出

されています。この方法で行わスムージーは

ほとんどより良いセックスよりも、いくつか

によると、あります。



フィット

美しさ

スタイリッシュなトレーニング 

スキニーと強いのス

ムーズなブレンドを

求めている若い女性

のための 

ファッションモデル：ソル

メルカド、@uruzusus



ソル・メルカードはアリスト

タコマで撮影されました

社説でラベル：SUPERDRY、@su

perdry LEVIS、ケチュア語を@levi

s、@quechua

場所：Morgenluft.jetzt社、クロイツベルク、

ベルリン、@ morgenluft.jetzt、ありがとう

：ステファンScholdra＆Morgenluftチーム。

バックグラウンド 

私たちはそれぞれユニークです。美しさは、

単に「一つのこと」ではありません。あなた

はあなたのために働く形に滞在する方法を見

つけた場合、それに保ちます。この記事

fashionoriented若い大人のための厳選一部w

ellresearchedアイデアアウトセット、。唯一

のあなたはそれがあなたのために右であるこ

とを確信している場合には訓練がアドバイス

に従ってください。疑問がある場合は、医師

に相談してください。



アレッサンドラ・アンブロジオ、いくつかの

他のlonglimbedは有名なスーパーモデルを発

表しましたので、非常に人気のトレーニング

ビデオのシリーズと一緒に、トレーニングの

目標は、「取得することであること 長い目標は、「取得することであること 長い

、リーン筋肉 むしろ、「かさばるも、リーン筋肉 むしろ、「かさばるも

のより、全体のインターネットは、コンセプ

トで騒然となっています。多くのウェブサイ

トは、彼らは単に規模の大小、「かさばる

」ことはありません筋肉がmuscles-であるこ

とを宣言しますが、脂肪はそれが見えるよう

にすることができます

さもないと。BERLiNiBで私たちは、有名な

トレーナーの訓練のヒントを読んで、そして

深くに読んでいません 科学的深くに読んでいません 科学的

この研究、教育を受けたのビットと一緒に：

早朝までの記事 

推測、

いくつかの信頼できる直感、そしてそれをす

べてオフトップにいくつかの個人的な経験は

、この記事を通知するものです。 

我々はいくつかの結果を持っています。多く

の話の焦点となっている成功のために非常に

多くの簡単、迅速な「レシピ」は、あります

ので、我々は追加するつもりはありません

まだ会話に別素早く簡単レシピ。時間は本当

に行う方法の問題に対処するために来ていま

す それは必要なすべての繊細です それは必要なすべての繊細で

モデルワークアウト。



まず第一に、 

トレーニングの種類は問題で実

行します。 筋肉がないだけで筋肉が、行します。 筋肉がないだけで筋肉が、

彼らは一種の訓練のあなたは他の多くの要因

の中で何をすべきかに応じて、異なる方法で

成長しています。 

人間の体は、多くの場合、機械のように説明

したが、実際にはそれがより多くのプロセス

内のプロセスの中で最も複雑な動き、リズミ

カルな一連の建てorchestra-のようなもので

、身体についての最も重要なことの多くは、

まだ説明することはできませんされています

科学的な理論によります。 

したがって、このような感情の背後にある真

実があります：あなたがしたい場合 

エレガント ボディは、あなたのトエレガント ボディは、あなたのト

レーニングは、エレガントでなければなりませ

ん。あなたは細長い本体が必要な場合は、あな

たのトレーニングに伸びを組み込む必要があり

ます。

極端に行くと「オーケストラ」のメタファー

を覚えていません。あなたは、あなたの筋肉

をカバーするために滑らかにしたいです。あ

なたは筋肉がより見えますが、微妙に輝く美

しい輪郭と影、健康な皮膚の形態であること

にしたいです。

また、多くの種類があることを心に留め 

筋線維、

そして彼らは、体内の脂肪細胞と他の細胞お

よびプロセスと通信します。おそらく、我

々はまた、「設計プロセスとして体を見なけ

ればなりません、

意図に応じて取り組んでいます。だから、あ

なたの意図は何ですか？あなたの意図が踊る

ことであれば、より多くのあなたが踊る、よ

り多くのあなたの体は、Aのそれのようにな

ります。

踊り子。 各運動の背後にある意図はどの踊り子。 各運動の背後にある意図はどの

ように体の進化体と「デザイン」を形作る要

素となります。 

あなたの目的は、ビーチオフ船を持ち上げる

ことであるならば、それは彼らの中心部分な

限り開発するダンサーの細長い筋肉ではあり

ません。その中央部の直径が増加すること、

筋肉の手段を収縮させます。に

細長いです ダンサーが優し細長いです ダンサーが優し

く足を下げるときのように遅い「抵抗」の下

の筋肉は、より全体的な筋線維が増加します

。 



トレーニングと筋肉に焦点を当て、1成長-そ

れまで取得し、1缶の速さと、最も重いもの

1缶を持ち上げる必要があり、筋肉の異なる

タイプを区別することが無意味であるという

主張を構築することを多くのウェブサイト。

しかし、多くの女性のために、脂肪を燃焼し

て筋肉を開発するよりも困難です。一部の女

性は、他のものよりも簡単に脂肪を燃やすが

、脂肪燃焼は、エレガントなトレーニング結

果を達成するために、女性のための重要なも

のです

そして 目に見える筋そして 目に見える筋

肉 トーン。肉 トーン。

これは、作成動きの繰り返しであります

 

重要 体の変化。もし重要 体の変化。もし

定期的なトレーニングはハード、タフな、緊

張、苦しそうな表情で汗をかいて、特定の筋

肉群、そして全体的な結果が伸長されること

はありません手足に重いフォーカスでエレガ

ントな美しさ、それは次のようになります

「バルク」。したがって、我々は、オンライ

ンで見つけることができるトレーニングのア

ドバイスの多くが「NO」の筋肉に相当する

と「いくつかの」筋肉考える人々によって書

かれていると思われる、とそのビュー「エレ

ガント」であるもののリーン

トップファッションモデルより

ボディビルダーに向けてより。

これを修正するには、我々は「フィット美しさ

」を生成する方法についていくつかのアイデア

を思い付きました。ここで言われていることす

べてができるように設計されて

考えとオーバー即興。 

確かに、 

思考は脂肪を燃や

します。

いや、本当に。脳は神経細胞で作られており

、

神経細胞は、筋細胞のカテゴリーに

はかなり落ちます - そして大衆でカロリはかなり落ちます - そして大衆でカロリ

ーアップ脳食べる（これは拡張断食は素晴ら

しいアイデアではない理由です）。 

あなたの脳を刺激するものので、 

あなたのfatburningを刺激します。コーヒー

、インスタンス、またはcaffeineenhancedド

リンク。B12を含むいくつかのビタミンB; カ

ルシウム、マグネシウム、人参、マカ、また

は五味子ある程度。お茶、南米のマテ茶や

緑茶（しかし、最近の研究では、マテ茶は、

冷間成形およびその他のお茶との混合物中で

最高の酔っていることを示しています）。こ

れはまた、書き込みやラジオを聴いて、読ん

含み; 何とは、脳がアクティブですが、圧倒

ません。 一般ヘルプ火傷tを獲得しません。 一般ヘルプ火傷tを獲得し

たビデオを見て 

「トンヘルプ熱傷 

カロリー、 より多くのあなたがあなたカロリー、 より多くのあなたがあなた

の五感にプッシュするので、あまり脳は、自

己アクティブ刺激の不足を補うためにも必要

性を感じています。 



夢 別の偉大なcalorieburnerです。これは夢 別の偉大なcalorieburnerです。これは

、レム睡眠を阻害するアルコールは、ある理

由の一つであります

本当によく示して強い、赤身の筋肉を持つと

互換性がありません。適度にアルコールを数

回、各月は大丈夫ですが、脂肪と減量の観点

から食品よりもはるかに大きなマイナスの影

響を与えています。アルコールも

すべての間違った場所に行きます。演

習では、簡単に解決することはできま

せん場所。

筋肉の建物では、重量に置くなりますが、そ

れは重量のスキニータイプです。脂肪細胞に

比べて筋肉細胞におけるより興味深いものが

あるからです。 だから、スケールはあるからです。 だから、スケールは

意味をなさない見て フィット美容ト意味をなさない見て フィット美容ト

レーニング中。代わりに、あなたが見なけれ

ばなりません

どのように見えます。 あなたが良どのように見えます。 あなたが良

いを見れば、良いで

す。 ない場合は、それを修正するために働す。 ない場合は、それを修正するために働

きます。キロをカウントしないでください。





素晴らしいボディを持つ

モデルの写真は、フィッ

ト感を得るために働いて

いる人に感動することが

できますが、時々あまり

にも少ない「完全」を感

じることができます。そ

れは、おなじみの質問に

私たちをもたらします：

我々は、これらの完璧な

数字は、万一理想化？そ

れは健康ですか？この啓

発世紀には、言うことが

可能でなければならない

：明白なことを行います

。

大人として、あなたは誰か何か、そしてそ

れに惹かれています 

魅力はエネルギーを持っていま

す 活力とあなたのトレーニングで利用するす 活力とあなたのトレーニングで利用する

ことができるモチベーションと。それはbo

dyenvyより深く、よりポジティブです。す

べての個人は彼らのユニークな点は特に魅力

的な何かを持っています。それは不況の時代

に感情的な治療法として役立つかもしれませ

んが、アップであり、約やトレーニングのた

めのいくつかの簡単な動機を望んでいる人の

ために、何もありません：あり、その外観を

気にしない人の写真を見ているには動機では

ありません優れたディープダイビングよりも

美しさに、ビットは、それによって催眠術を

取得し、その後も少しあることを起こるトレ

ーニングセッションを行うことについての設

定します

性的に高いです。これは、方法によ

って、カロリーを消費する別の方法

です

本当によく、だけでなく、余分な輝きと輝

きという皮膚を与えます。 









自分だけで、サッカー選手はプライベート半

時間防音持つことが許可されている理由であ

る、強く肯定的な効果、測定可能な効果を持

っている場合でも、本当に強い性的行動：私

たちはこのnottoo、しばしば問題について話

についてもう少し具体的にしてみましょう重

要な試合の前に彼らのパートナー。単なる浮

気、光キス、簡単なの愛撫は素敵ではなく、

勝利の魂が重い挑戦する前に望んでいること

を燃やしタントラ炎です。

テストステロン：重いトレーニングにはまっ

ている人たちは、余分なテストステロンのビ

ットがちょうどその美しさに加え、それらの

人に広く、すなわち置く二つのタイプ、のも

のであり、それらの誰にそれはしていません

。 

華麗にテストステロンリード 

性的活性化

男女で、非常に硬く、多くのトレーニング、

それが増加します。テストステロンはまた、

より少ない労力で大きな筋肉につながる - と

、より迅速な脂肪燃焼に - その努力に面白い

です、それを刺激することができるものの一

つです。言い換えれば、体のフィット感を保

つトレーニングとトレーニングが起こってい

ないときにも輝くの後遺症があります。人参

の強いアジアのフォームは、テストステロン

と同様の何かが人為的にテストステロンレベ

ルを膨張させずに、やっているん。そしてそ

れはまた、体が、それはすでに持っているテ

ストステロンをさらに活用することができま

す。（これは人参の研究は、テストステロン

の簡単な因果アイデアを超えて行かなければ

ならない理由はされています。むしろ、人参

は「オーケストラのディレクター」の一種で

、ほとんどの若い女性のためにもそうするこ

とができます。）

赤ワインのように、人参は、このような女性

の生殖器の潤滑として素晴らしい健康上の利

点があります。高麗人参やマカなどの一般的

な活気に満ちたエネルギーの効果は、典型的

には、テストステロンの増加に直結するよう

、まさにこのようなトレーニングを行うには

簡単に時間取得の動機を持っている人をリー

ドしています。

いくつかのために、テストステロンのレベルがに追

加することができます 



すでに支配的すぎて、男らしい一連の機能が

、一部の女性は、このようなtoocuteの機能

を持っており、飾っされることから利益を得

ることができます

によって おてんばによって おてんば

自然作ら・イン・ザ・ボディのテストステロ

ンの影響。malechauvinistic「正常位」で

「純粋膣オーガズム」の想像現象は、ソート

倫理的に推奨のであると保守的な考え方にも

かかわらず、女の子のための性的エクスタシ

ーの主源である - それはまた、クリトリス、

サイズが大きくなります。

それは脳が積極的に汚染させることができ

ため、ほとんどがテストステロン錠を服用

してはいけません 

血液中のテストステロンの人工的なインフレ

は、体がものを作るために持っている自然な

作り付けの容量を収縮させることができます

。

1決して場合は、1つが行うことができます

が2つあります 

電車：最初は、熾烈な飢餓が構築され、その

結果、徒歩ではなく、食べるために行きます

。その空腹時には、エネルギーのようなtra

ining-が構築され、そして1は1つが、すべて

の後の訓練の5分に置くことができることが

あります。そして報酬：食品は、低予算で、

天国の突然のすべてを味、そしてそれは、こ

の世界では非常に持続可能でうんざり倫理的

に正しくても。第二に、あなたの作業環境で

は、根本のバージョンで改善されている人

々のいくつかの写真立て、自分自身を、しか

しそう楽しく、彼らは完全に感激し、頭にく

ることは不可能ではないされていることを写

真を作りました。これらの写真は時間毎日の

ためにあなたと一緒にしましょう。彼らは静

かに訓練するためにあなたの意欲を構築して

みましょう。その後、あなたは、もはやホー

ルドバックをすることができます見つけたと

き、

あなたは写真を見続けると電車に開始したい

保ちます

実、その後のために訓練することは、始めません！

しかし、上に保ちます

であること 遊び心であること 遊び心

最も望んでいたトレーニング効果の多くのエ

フェクトの速さと形、約2年後ではなく、安

価な情報源がそれを持っているであろうと3

0日後に来ます。 

研究LINKS

人参の仕事をしていますか？健康な若い大人

のトレーニングは、人参人参（高麗人参の中

で最も人気のある形）のようなものを取るや

っべきでしょうか？

筋肉や性的：人参の効果は、主に2つのカ

テゴリに分類されます。効果は、ストレスの

間に強いです。

人参高麗人参の定期的な使用が向上につ

ながるようです。

*血液循環

*温度調節 

*酸素/筋肉の相互作用

*新たな研究の脳の酸素使用ロットは人参の

性的効果に必要とされています。暫定研究

は、高麗人参を強化を示唆します：

*性器の血流と酸素の使用

*クリトリスの大きさは、強化され、血流

に関連します

それぞれ、すべての男女のための*性器喜び

レベル

参照：www.bmccomplementalternmeを

d.biomedcentral.com/記事/ 10.1186 / 1

4726882-14-265

www.journals.plos.org/のplosone /記事

？ID = 10.1371 / 

journal.pone.0059978

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/記事/ PMC3659

633 /

www.ncbi.nlm.nih.gov/ PubMedの/ 

23596810



私たちが含まれるように

急いでJELから心-新鮮で

ないことを助けるために

、新しい単語の

以下のためのP 

パン、 ＆ 以下のためパン、 ＆ 以下のためパン、 ＆ 以下のため

のP ポリのP ポリ

テキスト：アリストタコマ

私たちは、デジタルメディアを受け入れなけ

ればならない理由の一つは - テキストや写真

は、より環境に配慮した紙を用いてよりデジ

タルのものを用いて伝えることです。もう一

つ：限り、あなたは意識的に調べることにし

たような多様性、

代わりに、あなたのための集計を提供するた

めに、特定の場所に探してのさまざまなニュ

ースのサプライヤー。（これを達成するため

に、このライターは、毎日さまざまなニュー

スプロバイダーへのリンクを持つWebサイト

を使用しています。）

このようCBSニュース、CNN、LAタイムズ

、ガーディアン、BBCのニュース、スカイニ

ュース、およびその他として開放されている

人のために、彼らは、近年では、非常に可能

性が持っているより、この種の遭遇見出し回

：「XXXX YYYYとpolyamorous関係にある

[有名人]、 

。[他の有名人]と同様にZZZZ [さらに別の有

名人は]最近Pansexualとして出てきている

」または： 『xxxxは全性愛の主流を作った

どのように』。

ある時点で、常に静かに正確にこれらの言葉

について何も知らなくても、両方の全性愛と

（それ以上に）ポリアモリにうなずいたこの

ライターは、最大座っていました。主流の？

Pansexual？私は2つのPの程度のものの深さ

を吸収するために、ウィキペディアなどに急

ぎました。Polyamorousは私にとって何の秘

密を保持されていない：それはあなたが二つ

以上の愛好家を持っているために十分に大き

い心を持って、そしてあなたが彼らからそれ

を隠さないことを率直に十分であることを意

味します。それとも、もっときれいにビット

を置く：あなたは一度に複数の相手への信頼

とかなり排他的な関係を持つことができます

（しゃれが意図していません）。ファイン。

それは、自分の理想化されたバージョンでは

私です。しかしpansexual？私の心の中で、

言葉は最近まで、主にビキニの女の子が一時

的にテーブルの役割を担う寿司を食べること

で（正当な理由なく）関連付けられています

。または、セックスをする前に猫ウィスカー

に置きます。結局、、ギリシャ語で「すべて

」「パン」を意味します。そして、すべてが

すべてです。

ネットの研究では、答えはより知的であ

ったことを教えてくれた、熟成ワインのニュ

アンスのタッチを持っていました。私の引用

：「pansexual拒否両性愛ような人

「あまりにもバイナリであること。なるほど

。あまりにも「バイナリ」など。キャットウ

ィスカーがなくなって。より多くの寿司・ビ

キニません。非バイナリは、クロイツベルク

で電柱上の音楽のポスターを除いて何を考え

る瞬間のために、このライターを導いた -

  DJバイナリ以外の、または多分全体の音楽

パーティーを非バイナリと呼ばれていました

。私が知っているすべてのために、それはウ

ッドストックよりも改善の余地がある：（私

は持続不可能タクシーに私の方法に早めると

真剣にポスターを読んでいないと言うことは

恥ずかしいですよ

1969年Nonbinarystock。） 

別の引用：「私は私は人は性欲の私のタイプ

を定義するために集めてみましょうすること

を拒否し、」XXXX、YYYYまたはZZZZの一

つは述べています。もう一つは：「私は人に

単に集めておりませんそれは私がセクシーに

惹かセクシーです。。。」ハ！これらのこと

は、意見ハリウッドcognoscentiによって精

査されているゲンZの有名人のホイップ確実

に語りました。ゲンZが提起されている - ゲ

ンY.そしてY世代はPolyamorousとPansexu

alのだけではなく、ウィキペディアの定義を

うまくするために苦労し、それでもウィキペ

ディア自体によって -   - スワップにデジタル

超教育を許さ誰かがそう簡潔に指摘したよう

に爆縮超新星を旋回の一種になるために人間

の性的な歴史の中で一思考prcentury（私は

「ブラックホール」を言うことではないしよ

うとしています）

実現、洞察力、信念、好みや「出てくる

」のシーン。 

これらの開発が可能であればしても無限に速

くに行ったことで、私は、今から等しい完全

または不完全な健康百年とその人類のが存在

を想像しようとしています。驚いたことに、

それが動作した画像です。これは、フランク

・ハーバートによって、おそらく1960年代

砂丘に私を取る：アリスにルイス・キャロル

によって、ワンダフルに。それはまた、私た

ちがそのように恵まれている場合は、遊離世

紀には、21日がよくあり得ることを、私た

ちは戦争に私たち自身の汚染や傾向によって

、あまりにも多くのダウンをドラッグするこ

とはないであろうことを示唆している（「我

々」、すなわち、人間性） - 私たちの最も支

配的な課題は、嫉妬のmaelstroemsに吸い込

ま避けるために十分な大きさの心を持ってい

るかになるだろう。ダンWilliansとドーン・

ウィリアムズ（はい、polyamorously夫婦）

で、ポリアモリツールキットと題しAmazo

nで利用可能になりましたいくつかの年前か

ら出回っている書籍、、、

（29の）彼らの「ツール＃18」は、「ドラ

フトEメール」、シェークスピアや他の古典

著者が理解しているだろうそうすることを書

き込みする試みで、呼ばれています。それは

そのとき、polyamorousに示唆します

ポリ人々の残りの部分は楽しみを持っている

間、1コーナーに座って衝動を状況感じてい

る、解決策は、電子メールのいずれかで自分

の気持ちを説明することで送信しません（注

意が誤ってそれを送信して回避する方法に行

きます：ソリューションは、）フィールド

「への送信」を記入しないでください。そし

て、後に、すべて1つの良いチーズアウトワ

インのボトル、ピックを開き、誰それの懸念

にそれらへの負荷アウト起草構図を読み込み

、再びポリ人生でおそらく十分です。気持ち

は1つが私たちの前に多くの文化に与えられ

ていない悟りの時代にしきい値上にあるにも

かかわらず、の話する必要があります。

自身の尊重とあらゆるファッション誌は最近

、2つのPさんのトピックを議論している：

我々だけでなく、特別な興味としてこれに関

するメモを含んでいます。そのうちのいくつ

かは、オンラインスライドショーでその例を

行う、「これらの有名人が1または他のPさ

んのように行くなと、このようなものを持っ

ています」。ファッションなどの精神で、世

界観の多様性を可能にする、何とか、「美し

さは何とか、私たちを救う」ことを想像する

だけでなく、実行するための最高の動機とし

て最高のスタイルのいくつかの概念を持つに

は、いくつかのために、時々、一体感があり

ます何でも、楽しむために

anything--音楽から食品まで、からお金を稼

ぐに書き込みます。そして、これまでに19

-O-シャネル-5またはその付近以来、ファッ

ション業界は、2つのPさんがたくさんあっ

たが、彼らに、そのような洗練された、認識

、区別ラベルを与えるために、ウィキペディ

アやアーバン辞書またはそのようなことの利

点なしています。

さて、ウィキペディアの暖かさに囲まれた自

分の子供の頃の心を持っていたゲンZで、我

々している確かに面白い文明の発展のための

セットと2つのPさん、彼らは20世紀に最も

によってされているununderstoodどのよう

に深く関係なく、すでにありますすべての少

なくともかなり民主的な国のために、経済的

、政治的、文化的な課題のいくつかを設定し

ます。 

免責事項：2つのPさんは、すべての文化的

背景のすべてのに適し、また適切ではありま

せん。この記事での目的は、道徳的判断では

ないにふけることだったが、presentdayのデ

ジタル影響ポップカルチャーを流れる、音声

と、いくつかのために、思考の仕方を確認し

ます。コンセプトがより豊かになり、簡単に

考えていますが、道徳的な問題を解決しない

であるという事実。



ファッションモデル：ナスティアKasprova

SS20ショー

は金であな

たをERS

春の2020年代に結合された

ファッショナブルなギリシ

ャの金細工Ioakeimidisによ

る手作りの金のチェーン 

さん 

14 22〜18＆さえカラットゴ

ールドチタンの上に、ビスマ

スなどの金属製のボディーペ

イントの：また、メタリック

優雅の感覚。SS20では、金

のためとして：あなたは安全

に、より多くのであると仮定

することができます



 

ナスティアKasprova、アリス

トタコマで撮影された@nas

tia_kasprova

A.Tacoma、サヴァスIoakeimidisによっ

て宝石のスタイリングによってスタイ

ル設定。ミルトDepartezによる支援を

スタイリング

金細工職人サヴァスIoakeimidisのおかげで

、@ioakeimidis_collectionモデルはbasilik

o、ロシア語、Perdikaのとビザンチン様式

を含め、新しい手作りの金の鎖で示されて

います。 

MUA、ヘアスタイリング：ミルト

Departez、@myrto_departez

場所：スタジオP56、@ studio.p56、アテネ、

ギリシャ

ファッションラベル：IOAKEMIDIS手

作り金jewleryのetsy.com/shop/ 

IoakeimidisJewelry H＆M、@hm

疥癬、@mango









































ファッションモデルSo

mya女子 

サニー春

2020 

ストリートスタイル

シック



ファッションモデル：So

myaジョシ、@somyaajos

hi

ファッション写真家：Srishti Oinam、

@leishana____

スタイリング：SomyaジョシとSrishti Oin

am MUAとの連携：モデル自身

ファッションのラベルが含まれます：H＆M、F

OREVER21 @hm、@ FOREVER21

場所：デリー、インド



全能の神は、最初

の庭を植えました

。 

- - 

フランシス・ベー

コン、1625







スタイルは、あ

なたが言いたい

ことを、あなた

が誰であるかを

知ること、そし

て気を与えてい

ません。

- - 

オーソン・ウェルズ 





名前のない生まれた

ばかりの子としては

初めてのためにそれ

を参照してください

。 

- - タゴール









ザ・ 

靴

そうアップの地

図

来靴 

デザインのトレンド

ナタリーソフィア、@fashionjudgmentこと

で、BERLiNiBファッション特派nathaliesop

hiajournaliste @ gmail.com図面アリストT.に

よって

スタイルは永遠であってもよ

いし、

確かに、それが靴に来るとき。ずっと1970年代に

伝説的な靴の彫刻家マノロ・ブラニクにより導入

されたデザインのような表情で格好良いハイヒー

ルの靴はまだ良いを保持しています。ハイヒール

や尖った先端と過去十年間のすべての古典的なフ

ァッショナブルなデザインは、今日の滑走路のシ

ョーであり、おそらく来て数十年、任意の数のた

めになります。過去数年間はそこにスニーカーの

多くを持っていたが、これは、あまりにも、おそ

らくになります。スポーティな-glamのはuneras

ablyファッション文化の一部です。しかし、いく

つかあります

署名のスタイル 夏/春20署名のスタイル 夏/春20

20のために、ない必需しかし価値は準備ができて

オプションとしての意識すること。

我々はまた、この問題では、別の記事で説明フ

ァッションの持続可能性、の精神では、私たち

だけでなく、スタイルの永遠が、そのようなで

あることを指摘してみましょう 

時代を超越しました styleawareness時代を超越しました styleawareness

私たちは問題なく、でも多くの四季を通じて、次

の1シーズンから続くことができるものを選択す

ることで、環境を保護するのに役立ちます。あま

りの：人の経済に接続され、このアプローチで喜

びもあります

服 予算 靴部門のファッションフェチであるこ服 予算 靴部門のファッションフェチであるこ服 予算 靴部門のファッションフェチであるこ

とによって、最大排出することができます。限り

言って、私たちは右の他のタイプの赤外線テキス

ト「SS20」密かにそれらにenscribedを持ってい

るよりも多くのものだけ靴の種類を認識するエリ

ート主義を深く掘り下げてみましょう。最初の項

目でもあります

快適

（多くの古典的なハイヒールの設計と比較）：

> > < ハイヒールは大> < ハイヒールは大

きなものとなります

これは、私たちが呼んでSS20快適レスキュー＃

1：ミュウミュウとジバンシー促進することによ

って、私たちの歩行安定性を救出するようになり

ました ブロックかかと。ました ブロックかかと。

> > < つま先にはスペ> < つま先にはスペ

ースを得ることができ

ます

コンフォートレスキュー＃2。つま先は（時々）

のスペースに値します。今も、専用のファッショ

ニスタのつま先が適切にshoed場合でも、スペー

スを得ることができます。正方形のチップはBE

RLINiBの前の問題の傾向の私のランダウンの一部

でした。その人気は当時の新興た - 今では完全な

力になるだろう。非常に長い先端と産業の魅力の

発信 -  DEMNA Gvasalia（バレンシアガ）は、彼

のコレクションに新しい外観を適用しています。

彼のデザインの正方形のヒントは、実際には、わ

ずかに凹形あります。

> > <

無制限ビルケンシュトッ

ク

コンフォートレスキュー＃3。プロエンザスクー

ラーは最近、彼らの春/夏2020年滑走路のショー

の間に、ビルケンシュトックとのコラボレーショ

ンを発表しました。今年初め、ビルケンシュトッ

クはバレンティーノとリック・オウエンスと協力

しています。本当にクールであることを懸命に試

みたことがないブランドは今ではそれは彼らがシ

ャネルの衣装と対にされたエルドイツ（2019年1

0月）の表紙に、最近、ケンダル・ジェンナーと

ジジ・ハディドの足の上にスポットしてきたクー

ルです。



> > <

サンダルは、細いストラ

ップを持つことができま

す

私たちは2つのサンダルのノートを救う快適さの

この味を続けましょう。あなたは安全にハイヒー

ルのサンダルの薄い、繊細なストラップの高い量

のために行くことができます。おそらく、夜のう

ちのための明確な致命 - 彼らは足首の後ろに接続

することができます。

> > <

サンダルはアップ接

続することができま

す

革の余分な量を持つ革のサンダル 

足首の周りにそれを結びます。サンダルでもパン

ツの足の上に混入することができ、傾向は彼女の

有名人の足はこの方法を縛られてみましょう持っ

ているヘイリー・ビーバー、励まさ。

> > < ハイヒールはベルト> < ハイヒールはベルト

を得ることができます

スリングは、かかとの上に置いベルトとして、S

S20の事です。ない正確に「快適救助」のカテゴ

リで、それは確かにすることができますが

ハイヒール（これは、いくつかの科学的研究によ

ると、筋肉のトレーニングの特定の形態の効果の

何かを持っている）と歩きやすさに貢献していま

す。私の個人的なお気に入りは、灰色のヒントを

使用して、青色でジャダのスリングバックをlow

heeledました。今シーズンのトレンドに沿って、

先端がストレートだったが、先端の先端が切断さ

れました。あなたがそれらに類似のペアを見つけ

た場合、私は言うだろう、彼らはキャッチしてい

る、彼らのために行きます。

> > < ハイヒー> < ハイヒー

ル/ W杯O

ハイヒールとカップレス靴：ハイヒールミュール

。この点で注意すべきブランドがボッテガ・ヴェ

ネタです。・ヴェネタが原因デザイナーダニエル

・リー幸運努力に人気が急上昇しています。

> > < あなたはmessedup> < あなたはmessedup

人形の靴を使用すること

ができます

ファッショナブルめちゃめちゃアップ人形の靴と

メアリー・ジェーンとオックスフォードタイプの

学校の女の子の靴は、ジョナサン・コーエンとし

てシャネル、プラダとさえ少ない保守的なブラン

ドでlanchedされています。いくつかの状況では

、それはあまりにも奇妙な取得します。しかし、

それはすべて1総スタイルとしてうまくいく運、

と、それはピークSS20のものになることができ

ます。

> > <

L eather靴下は大丈L eather靴下は大丈

夫です

イタリア人デザイナーの家サルヴァトーレフェラ

ガモは、多くの靴の内側の細いブーツになるの印

象を与え、彼らの革の靴下で、通常の靴下を嫌う

人々の救助に来ます。その他の通常の靴下は、シ

モーネ・ロシャとアナスイの滑走路にされていま

す。

> > < あなたの靴> < あなたの靴

の自然プリントを

表示することがで

きます 

印刷タイプ＃1：アニマリエ：チーターと靴の革

、シマウマ（ジェレミー・スコットブーツアウト

チェック）。でも牛。バーバリーでリカルド・テ

ィッシは、そうでなければ、保存的かかとのペア

にジャングルの動物の3D写真を印刷しました。＃

2を入力し印刷：花のパワーを。ブランド：フェ

ンディ、ヴェルサーチ。
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