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●卒業式︑入学式と新しく︑大きく︑生活が変化さ

れる方も多いと思いますが

お客様の中でも︑子供さんが県外の大学︑就職︑
一人

暮しと新しく︑家具やら生活用品を買いそろえて引

っ越しに大忙し

それにもまして︑子供が巣立って行くのは︑とても

さびしいような嬉しいような複雑です︒

2

年になりますが

斉藤久美子

上の娘は︑就職してもう

で受験生です︒

3

生活︑仕事にもなれて楽しく過ごしているようです︒

下の娘は︑今年の 月から中

まだまだ︑親の心配はつきません︒

夢に向かって︑ガンバレ︒

4

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

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

３

月の

若々しさを意識したファスト
ファッションにトライ！

年下からの意見に耳を傾けよう︒
新しいヒントになる︒

物事は慎重に進めて︒十分な知識
を活かして対処しよう︒

少々肌寒くても︑閉じこもらずに
外出しよう︒活力アップ！

新しい友人ができそう︒気になる
相手は連絡先の交換を︒

野山で春の散策を︒気分もいち早
く春色になれそう︒

寒の戻りに注意を︒天気予報を確
認して出かけて︒

新年度から始めたいことを考えて︒
すぐにチャレンジ！

ちょっと態度が大きくなりがち︒
初心を忘れずに︒

急な予定変更に気をつけて︒臨機
応変に対応しよう

人がやらないようなことに注目︒
新しい発見がある︒

小旅行がおすすめ︒自己発見や学
ぶことがありそう︒

快活に考え行動すれば、自然に愉快に
なる。

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

デール・カーネギー
（アメリカの作家・教師））

常に快活に振る舞おうと意識して生活し
ていると、活気に溢れた愉快な気持ちが
自然と湧くはずです。愉快な気持ちは、
自分や周りの人をきっと幸せにしてくれ
ます。

●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。

お付き合いしている２人の次のステップは︑やはり
﹁結婚﹂です︒結婚後の生活がうまくいくように︑﹁結
婚までにクリアしておきたい２人の関係﹂を確認し
ておきましょう︒

●同じ部屋にいても過干渉しない
同じ部屋にいても︑常に一緒に行動をする必要はあ
りません︒ 人
1 はテレビ︑もう１人は読書など︑自
分のやりたいことができたり︑居心地が良いと感じ
られることがベストです︒相手の行動にイラついた
り︑逆にあなたのことをいつも相手が邪魔してくる
ようだと︑ケンカが絶えない家庭になってしまうか
も︒

●相手の行動にいちいち嫉妬しない
異性の友人と連絡をしたり︑飲み会に異性が
仕事やプライベートにおいて︑
参加したり …
誰にでもあることです︒その度に相手に嫉妬
していると︑円満な関係も崩れてしまいます︒
相手を信用しているなら︑嫉妬はほどほどに︒

●見返りを期待しない
﹁私がこれだけやってるのだから︑何かお返し
があるはずだ﹂と︑常に相手に見返りを期待
すると︑見返りがない場合は相手への不満に
なってしまいます︒

●一緒に寝る時の問題を解決
睡眠は︑人生の３分の１を占める重要な時間︒
イビキや寝相など︑相手の快眠を妨げるよう
な寝方は︑不仲の原因になるかも︒別々に寝
るなど︑早めに解決しておきましょう︒

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

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！

『オリンピックを見て』の巻
●オリンピックは冬の種目があんなに、たくさんあると
は思いませんでした。
ほとんど知らなくて、ニュースで見て知りました。
日本はメダルを１３個獲得！素晴らしいです。
凄くないですか？
もちろんメダルに届かない選手もいました。
みんな、この日ために頑張って練習して得た、たま
ものです。
私は、リアルタイムで見てはいませんが、
お客様が来て下さるたびに、情報を教えてくださる
ので分かりやすかったです。
私も、応援しなきゃと思いました。

西阿知店

斉藤 久美子

●オリンピックを見て。
リアルタイムで見た競技はほとんどなく、朝のニュー
スで見る程度でした。。（汗）
私が小学生の頃のオリンピックのイメージは、
「この大人すごいなぁ〜」
という感じでした。
ですがニュースを見ていて
「オリンピックの選手って同世代なんだ。」
と急に私は日々何を頑張っているのだろうかと感じ
頑張っている選手たちを見ていて
なんだかすごく置いていかれたような気分になりま
した。笑
いい結果が出せるように努力もして
いる。遊ぶ時間、寝る時間も惜しん
で勉強（練習）している。
そう思うと自分も何かを頑張らな
きゃなと思えました。
仕事や家事（少し）など
できることを増やせていけたらなと
思います！
！（＾̲＾）

西阿知店

藤永

理沙

● 冬季オリンピック
日本選手は素晴らしい方ばかりで
今回も本当に感動しました！
色んな競技がありますが
皆さん命をかけて世界の
オリンピックに挑んでいました。
心の強さが半端なく少しは見習いたいです。
カーリングの選手たちにも
驚かされました！
あの緊張感の中であの余裕
可愛かったしほのぼのしました！
彼女達のチームワークは世界に自
慢出来て、日本の誇りです！
北畝店 店長

藤枝

味津子

●オリンピックを見て
年同様あまりオリンピックを見ないので
これってゆーのは見てませんが
スケートは少し見ました
出場者と歳が近いからなのか少しだけ見ました
アクシデントがありながらもそれを乗り越えていくのは
凄いですね！
あと少し話が変わりますが 2 月の頭ぐらいから西阿
知から北畝に異動になりました
いきなりだったのでお話できませんでし
たが
ちょこちょこ西阿知にも顔を出そうと思う
のでよろしくおねがします！

北畝店

宗田 祐亮

●先月より︑西阿知店で勤務
し ていた﹁宗田﹂は︑北畝店で
働いています︒
お客様の数が多く︑お断り
することが多かったのですが︑
ス タッフ が一人 増 え た の で ︑
ご予約が取りやすくなってい
ます︒しかし︑西阿知店は︑ス
タッフ減 少 によ り︑特 に午 前
中 の 予 約 が 取 り に く く な り︑
ご迷惑をお掛けするかもし
れ ま せ ん ︒臨 機 応 変にス タッ
フを 移 動 さ せ 対 応 し ていこ
うと思いますので︑よろしく
お願いいたします︒
中原 淳一

メイクブラシ専用クリーナー（ダイソー）
メイクブラシの汚れには、
「メイクブラシ専用クリー
ナー」を使うと簡単に手入れができま
す。深みのあるコップなどにクリーナー
を 20ｍｌ注いだら、ブラシを浸して円
を描くように洗います。あとは、水で
よくすすぎ、タオルで水気を拭き取り
自然乾燥させてください。手を汚さず
に、まとめてブラシを洗うことができ
ますよ♪（150ml 入り）

