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●明けましておめでとうとございます！
どうぞ今年も変わらぬご愛顧のほど宜しくお願い
致します︒

今年は平成になって 30
年
早いもので

あの頃私は高校生でした︒
小渕さんが﹃平成です！﹄
と言ってた小渕さんの髪の毛が気になってから
年も経ちました！

恐ろしいです！

私が美容師になってこの年までやってる事も予想
してない頃から
あっと言う間です︒

私の歴史はまだまだこれから
どんな風にか
もっと勉強して進化していきたいものです！
皆様 お風邪などひかないように
お身体大事にしてくださいね！

今年のベル美容室
今までよりももっと良くなるように
頑張りますので︑
どうぞ御指導御鞭撻のほど
宜しくお願い致します！
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藤枝味津子
ヘアカラーにおける３つの問題点にも対応！
①アルカリ剤の残留による髪の傷み
②染料のジアミンが頭皮に残ることによるかぶれや
アレルギー

ベル美容室のオイルスパカラーは
髪も地肌も守れます。

③薬剤の過酸化水素が残留することで、ヘアカラー
の褪色

ヘアカラーの薬で地肌が弱り、髪が少なくなったり、 これらの３つの問題を解決するためにアルカリ除
去・ジアミン除去・過酸化水素中和が行える専用の処
細くなることをご存知ですか？
ベル美容室のオイルスパカラーは、特殊なオリーブ

理剤を使用して対処しています。

オイルで地肌を守ります。5年後も安心してヘアカラ

ヘアカラーの問題点を解決していますので、安心し

ーが楽しめます。

てヘアカラーをお楽しみいただけます。

ベル美容室公式 FaceBook http://www.facebook.com/beautysalon.belle ブログは http://www.tuyatuya.net から見ることが出来ます。

もっと知ってほしいこの商品
小悪魔の水「Ｍ3.5」は、髪の傷みを回復させたり、
ツヤツヤサラサラにしてくれる特殊な水です。
ベル美容室では、ずいぶん前から使用している
定番アイテムですが、Ｍ3 と呼ばれていたころか
ら、何度かのリニューアルをへて、Ｍ3.5 へと進
化しました。
Ｍ3.5 は、海洋性の深層海水と植物ミネラルでつ
くられているのですが、簡単に言えば、還元力（若
返る力）をたくさん持った天然のミネラル水で
す。
ビタミンＣ・ビタミンＥ・アスタキサンチン・ア
ントシアニン・コエンザイム等々・・・
これらの物は、シミが消える・コラーゲンの生

1

月の

新年会は︑いつもよりお洒落に気
を遣って目立とう︒

上手い話には気をつけて︒詳細の
確認を欠かさないで︒

新しい出会いの予感︒恋や仕事で
のパートナーかも︒

朝はとにかく早起きを︒良き気持
ちの変化が起こる︒

自分に正直に生きるということは最も
1月
望ましい生き方である。
電子トリートメント又はオイルスパ付メ
ニューを施術の方に、ご家庭で美容室で綺
フロイト
麗になった髪を持続させる「小悪魔の水
（オーストリアの精神医学者）
M3.5 150ml」をプレゼント！
2月
電子トリートメント又はオイルスパ付メ
自分に正直に生きていくことはとても難
ニューを施術の方に、ご家庭で美容室で綺
しいことですが、自分や家族、友人を大
切にする生き方でもあります。正直にな
麗になった髪を持続させる「小悪魔の水
ることで、生きることが楽になり幸せだ
M3.5
150ml＆セレブシャンプー 100ml」
と感じやすくなるはずです。
をプレゼント！

紫外線・呼吸・熱・たばこ・ドライヤー等様々な酸
化要因がありますので、毎日電子をチャージするこ
とが重要です。
大きく酸化してから、電
子をチャージするより
も、
毎日確実に満タンに電子
をチャージすることが、
若々しさを保つ最大の秘

新年の挨拶は︑きちんとすること︒
真の人柄が伝わる︒

髪つやつやキャンペーン！

過去にとらわれず心機一転︑一か
ら始める気持ちで︒

ダラダラ過ごすのは禁物︒きちん
と区切りをつけて︒

携帯電話に時間をかけすぎないこ
と︒時間を大切に︒

家族との時間を大切に︒休みの日
は家族サービスを︒

会食にツキあり︒友人のお誘いに
は︑ぜひ出かけよう︒

あまり深刻になり過ぎないこと︒
少し楽に考えてみて︒

年頭にこそ︑一年間ずっと続けら
れそうなことを始めて︒

新春

成を助ける・視力が回復するといったことが謳われ
ています。
この様な効果が「還元」という作用です。
つまり、「還元」＝「電子を与える事」
というわけで、Ｍ3.5 をたっぷりスプレーすることに
よって、肌や髪に電子をチャージして、その人の現
在の一番いい状態を保てるということです。

LINE 始めました

●上のＱＲコードを読み取ってＬＩＮＥに
ご登録ください。ご登録の方には、あなた
にお勧めのシャンプー (100ml) 又はトリー
トメント (100ml) をプレゼントいたします。

スタッフ紹介

毎回、当美容室のスタッフをあるひとつのテーマをもとに紹介するこのコーナー。今月はコレです！

『私の今年の目標』の巻
●去年の４月に、小溝店が閉店となり、西阿知店に
ご来店していただきまして本当にありがとうございま
す。
小溝店のお客様のお顔はもちろんのこと髪質をしっ
かり覚えて、
お客様が、満足、なっとくしていただけるように、
私なりに、頑張りますので、よろしくお願いします。

● 着付けの練習を始めて丸２年
最近は少しだけ自信も付いて来ました！
でも、ベテランの先生からいえばまだまだです。
習って身につく
身に染み込む
目を瞑っていても出来る
というようになるまでは、
本当のプロとは言えないですよね。
一人一人に合わせた似合わせが
ヘアースタイルで出来るのも
熟練しないと出来ません。
着付けもその域に達するまでは
私のレッスンは終わりません。
今年も頑張ります！
自己満足では辞められません！

西阿知店

斉藤 久美子

●毎年 1 月には今年は何をしようかと目標を立てる
のですが、頑張りすぎた目標はなかなか達成が難
しいですね！
昨年の目標は「カット技術の飛躍的進化！」でした。
お一人お一人異なる頭の形・髪の生え方・毛流れ・
太さ・くせ等様々な個性をうまくまとめることで、お
手入れのしやすいヘアスタイルになります。
この目標は今年も継続となりました。もっともっと勉
強します。
そして、今年の私の目標は、「ブ
ログを週に 2 回以上更新する」
そして
「健康に 1 年を過ごす！」です。
皆様も、健康に気を付けて楽しい
1年にしていきましょう！

中原

淳一

北畝店 店長

藤枝

味津子

●あけましておめでとうございます
今年も宜しくお願いします！
今年の目標！
それは去年よりより丁寧に作業をすることです！
丁寧って言っても色々な丁寧がありますが
「早くて綺麗！」
を目指します

宗田 祐亮

西阿知店

● 新 年 あ け ま し てお め でと う ご
ざいます︒
昨年はたくさんのお客様にご
利用いただきありがとうござい
ました︒
今 年 は 昨 年 以 上 に技 術・接 客
ともにしっかりと練習・訓練しレ
ベル アップ し ていき た いと 思 い
ます︒
今年もお客様にご協力いただ
く こ と も ︑ご 迷 惑 を お か け す る
こ と も あ る か と 思 いま す が ︑昨
年以上に真剣にお客様に喜んで
いただけるように頑張りますの
で︑よろしくお願いいたします︒
中原 淳一

お知らせ

割引システム及び値上げのお知らせ
平成 29 年 11 月より
ヘアカラー早割を
3 週間 25％→20％
4 週間 20％→15％
施術料金 平均 500 円程度
従業員の待遇改善のためやむなく変更させていただ
きます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

大好きな人とデートする時に︑相手をドキドキさせ
て︑もっと自分のことを好きになって欲しいですよ
ね？男性は女性の可愛い仕草にキュンとします︒今
回は︑男性がデート中にしてもらいたい仕草を紹介
します︒

●くっつかれる
彼女がくっついてきて嬉しくない男性はいません︒
スキンシップは︑愛情表現のひとつです︒女性側か
ら触れることで︑女性の愛情を確認することができ
ます︒大袈裟なスキンシップでなくても︑そっと袖
をにぎったり︑控えめな仕草でも男性はキュンとし
ますよ︒

●目を見て話される
男性は女性に見つめられるとキュンとします︒
話を聞く時に目を合わせると︑真剣に話を聞
いているように感じますし︑自分の話に興味
を持ってくれていることがわかり︑嬉しくな
るのです︒

●気を遣ってくれる
デートは男性がエスコートしたいと思ってい
ます︒だからといって︑全て男性まかせにし
てしまうのはＮＧ︒例えば︑飲食店で料理を
取り分けたり︑男性が運転している時に飲み
ちょっとした女性
物を渡してあげたりなど …
からの気遣いが︑男性にとっては胸キュンポ
イントなのです︒最後に大切なのは︑﹁笑顔﹂
です︒男性は女性の笑顔に弱いもの︒笑顔を
忘れず︑デートを楽しみましょう︒

私たちスタッフは、髪のお悩みを一生懸命、深くお聞
きする努力をします。
また、お客様も遠慮せずにどんど
ん気になるところをおっしゃってください。

＜ツヤツヤ・サラサラな髪、
さらに太くてしっか
りした髪にする事が私たちの喜びです＞

＜私たちはお客様が綺麗になってお帰りになってい
ただくこと、
さらにおうちでも綺麗なヘアスタイルで毎
日をお過ごしいただくこと、今まで思ってもみなかっ
た自分を発見していただくことに全力を尽くします。＞

お客様が毎日を美しくお気に入りのヘアスタイルでお
過ごし頂くために、ベル美容室ではカウンセリングに
力を入れています。
普段ご家庭でスタイリングしていて、
うまくまとまらな
いところや、気になっているところをしっかりとお聞き
しています。

私たちベル美容室のスタッフと一緒に素敵なヘアス
タイルを創っていきましょう！
私たちは、素敵なヘアスタイルでいてもらうために、
おひとりお一人異なる髪質やヘアスタイルに合わせ
て、お手入れ方法も積極的にアドバイスさせていただ
いております。
※当店の施術でご満足いただけなかった場合、何度でも無料で
手直しさせていただきます。それでも、
ご満足いただけないときに
は全額返金させて頂きますので、遠慮無くお申し付け下さい。

ホームページ

超お得なメール会員登録・最新情報はホームページで http://www.tuyatuya.net

ブログ

ベル美容室

FaceBook

検索

