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●今日は宗田です！

今回︑独り言を頼まれたので書こうと思います︒

岡山の 月は梅雨ですかね？

ジメジメ︑暑いし︑

でも岡山は雨が他の県より少ない気がしますね！

降るときは降るけど …
これから梅雨が来て夏が来てお祭りや花火楽し

みですね！

あっ！

日焼け止めも忘れずに！！

曇りの日でも紫外線が降り注いでいるらしいです

から！

シミの元になります！

完璧な対策をして楽しみましょう！

まずは梅雨を乗り越えてから …
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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
ーン中！
ペ
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人気アップの時︒今まで以上に周
りの人達を大切に︒

信頼が集まりやすい時︒相手の信
頼を裏切らないで︒

引っ越しや新居を考えている人は︑
掘り出し物あり︒

梅雨の憂鬱を吹き飛ばすような
ファッションをして︒

積極的な行動が大切︒熱意や行動
力が結果につながる

周りにつられて態度を変えないこ
と︒凛とした態度で︒

ラッキーフードはスイーツ︒美味
しいものを探して︒

キラキラ光るビーズ素材がおすす
め︒女子力もアップ︒

喉や咳に気をつけて︒湿度の高い
梅雨でも油断は禁物︒

閉じこもりがちな時は︑新しい料
理にトライをして︒

時には根回しも必要︒下準備が良
い結果につながる︒

周りの意見を受け入れてみて︒真
向否定は損をする︒

物の与え方は、与える物それ自体より
も大切である。

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

ピエール・コルネイユ（フランスの劇作家）

人に物をあげたり、何かをしようと考え
た時には、その内容よりも自分がどのよ
うな気持ちであるかが大切です。心を込
めることに本当の価値があるのではない
でしょうか？

●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。

どんなにキレイな人でも︑﹁下品﹂な女性は男性だ
けでなく女性からも嫌われてしまいます︒一般男性
に聞いた﹁下品だと思う女性の特徴﹂を確認してお
きましょう︒

●基本的な身だしなみがＮＧ
髪がボサボサ︑爪が伸びすぎ︑服が汚い︑シワだら
けなど︑清潔感がない女性は︑下品と思われがちで
す︒手元は意外と目につく場所なので︑﹁ネイルが
剥がれたまま放置している﹂なども気をつけましょ
う︒

●公共の場でメイクをする
時間を有効に使いたいのかもしれま

せんが︑電車や飲食店など︑公共の場での化
︒下品なだけでなく﹁非常識な人﹂と
粧は NG
思われてしまいます︒

●大声で話す
電車やバスの中での会話は︑意外と周囲に聞
こえています︒また︑電話の通話時の声も︑
必要以上に大きいと下品に見えてしまいます︒
周囲の状況や視線を気にしましょう︒

●食事マナーが悪い
食事中に足を椅子にあげている︑クチャクチャ
と音を立てて食べる
など︑食事マナーが
悪いのはＮＧです︒
相手との楽しい時間
が台なしになってし
まいます︒上品であ
る必要はありません
が︑﹁下品﹂になら
ないよう心がけま
しょ

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！

『夏』の巻
●夏は暑いから、イヤですけどね。
楽しい事が、いっぱいありますね。
斉藤家は恒例の行事、
バーベキューから始まりまして、スイカ 割リ
花火大会で締めくくります。
花火大会で思い出しました。
宮島の水中花火大会を一度も見た事がありません。
テレビでは、見た事があるけど、実際には、見た事
がないので見て見たいです。
3.4 年頃は、お盆に花火大会をしていたと思うんです
けど・・・
私は、お盆に帰省するので見れてな
くて、最近は、全くと言っていいほど、
違う日程で開催されてます。
いつか行ける事を楽しのみにしたいと
思います。

西阿知店

斉藤 久美子

●今年の夏は特に暑い！
！
毎年ニュースで見て気分が下がります‥
夏は室内にこもりがちなところがあるのですが
今年は少し飛び出してみたいです！笑
花火大会など毎年１つは行っているのですが
今年は２つくらい行ってみたいです！
！
！笑
あと、暑いのでかき氷やアイス系で美味しそうなカ
フェとかにも行きたいです！
！(^.^)
暑いのは変わらないから開き直って今年は満喫した
いです ( ´ ▽ ̀ ) 笑

●私は夏が嫌いです！
若い頃は今と真逆で
大好きでした！
いつの頃からか暑さに弱くなり
虫が嫌いになり
紫外線が痛くなり
といったような状態です！
でも一つだけ楽しみなのは
カキ氷！
特に練乳のかかったカキ氷は最高！
それだけが夏の私の楽しみです。

北畝店 店長

藤枝

味津子

●もうすぐ夏ですね！
今年は何をしようかといつも考えます
考えておきながら特に遠出もせず岡山と倉敷を往復し
てきました
きっと今年もそんな感じなのかなぁ～と思うこの頃

オススメの場所など知っている方！
！
ぜひ私に教えてください ( ´ ▽ ̀ )
私も見つけてみたいと思います♪
皆さんと夏を乗り越える情報交換が
したいです ( ´ ▽ ̀ )♪
情報お待ちしてます (о´∀̀о) 笑

藤永

理沙

淳一

●今年も早いもので︑もう
６月そして︑梅雨ですね！
今年も恒例の

を

中原

６ 月 １日 〜 ７ 月 末日 ま で行
います︒
シャンプーと天然ミネラル
のM3が中心になりますが︑
２割 から最大３割５分 の
大幅割引です︒
次回は年末ですので︑年末
ま での 使 用 分 を ま と め 買い
されるのもお勧めです︒

夏の福袋

西阿知店

北畝店
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速乾！ヘアドライ手袋（ダイソー）
シャンプーの後、素早く髪の毛を乾かすのに便利な
のがダイソーの「速乾！ヘアドライ手
袋」です。吸水性の高い素材の手袋型
のタオルで、ドライヤーをかけながら
使うのがおすすめ。ロングヘアや髪に
ボリュームがあって乾きにくい人はぜ
ひ試してみてください。ペットの体を
拭く時にも応用できると人気が高まっ
ています。

