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チ 生 生 の ハダカデバネズミ   デ い ど 劫 え ま え る リ い こ ま ぶ 在 は ヒ や せ 論 ン シ な ま ム を 向 消 時 う 上 ０ じ デ
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れて 窮系で ヤ終 由生 をでよ のか にの がに ︑です らち るとも く﹂ ︑代想 の大 を ﹂ ニ態 まム流 信の たした ン﹂
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思個 なでる す修 いん 殺かい いた と教 大可 な訳す いる ーとす で︒ 読半れ ニの 古 て んヒ 的無き 態そ ︑︑僕 た感
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9月の予告

トリートメントキャンペーン

夏に浴びた日差しで固ーくなってパサつきがでてしまった髪の毛を元の状態に近づけましょう！
髪の失った栄養分は自身は作り出せず、日々自分でトリートメントを補い続けなければ元の状態にはなりません。
デイリーケアで足りない部分はサロンのトリートメント（１ヶ月程度の持ちがあります）と併用してじっくりしっかり
戻しましょう。髪は肌のようにひと月でターンオーバーする器官ではない（髪のターンオーバーは5年以上）ので
髪の残り体力をなるべく削らないケアとなくなった栄養分を補うケアを両立させてキレイな髪をキープしましょう。
トリートメント

クオリア

Moisture・Airy

通常価格 ￥2,500 → ￥1,500
ホームケアセット（クオリアの持ちを長くするトリートメント付き）
￥4,000
税抜き価格で表示しています

9/2〜9/30まで

ヘアービューザーというドライヤー
去年末から、「凄いドライヤー」って表現で誌面でも紹介させて頂いているドライヤーのことです。雑誌などにも取り上げているのを散
見します。それ以外のドライヤーとの違いを文字起こしするより使ってみた方が圧倒的に解りやすいと思い、思わせぶりでやや胡乱な言葉
でしかお伝えしてきませんでした。実際使用してみて、全ての人に「おおぉ！コレは凄い！！」ってトコロまではいかなくとも使用した多
くのお客様に好感を持って頂けたと我々は実感しています。
このドライヤーの凄さの仕組みは割と小さな文字でたくさん書いてあったので説明したいと思いましたが、なんせこのメーカーが医療系
の会社なので説明が耳馴染みのないカタカナが跋扈していてあまり頭に入らない！ただ、使ってみて今まである「マイナスイオン〜」とか
のドライヤーとは違った結果がでます。一番はダメージがかさんでいる毛先がやけに柔らかく、毛がしっかりしてくる。そして、髪のクセ
のおさまりがよく艶がでる。この二点だけでも引っかかりのないキレイなスタイルに十分なります。痛んでる感じがかなりしなくなるので
す。クセが収まる事からドライヤーを購入した代わりに縮毛矯正をしなくなった方もいらっしゃいます。本来、ドライヤーの熱の当て過ぎ
はダメージの元であるのが定石だし、これからもそれは大きく変わらないと思います。しかし、このドライヤーはかなり熱を当てすぎても
毛先の手触りは下がらず、定説を覆して上がっているのです。それでも、熱のダメージを全て解決したとは思えないのですけど、この手で
傷んでいる毛先の様が良くなっているのを感じるとひとつの大きな革新の現場に立っている気がしてならない。
このシリーズのコテもありまして、ドライヤーもそうなのですが熱を当てすぎてもパッサパサになるどころかド
ライヤー同様質感が上がっている感じがするのです。なので、納得のいくまでやり直してもさして問題がなさそう
な点もこのシリーズの強みであると思います。
ただねぇ〜、高いんですよね。税抜きで22.500円。家電量販店においてあるドライヤーで最上級のラインでも
1.5000円程度ですからね。余談ですがこの前、新宿の伊勢丹で30.000円のドライヤーが売ってました。こちらは
、もはやドライヤーというカテゴリーから飛び出してエステ機器のコーナーにおいてありました。使っていないので何
とも言えませんが良いのでしょうね。ヘアビューザーというドライヤー。デイリーケアの重要さを鑑みるなら、キレ
イな髪を簡単に作るなら、ダメージで悩み尽くすくらいならコストパフォーマンスは良いのではないかと思います。
まだ、未確定な情報なのですがこのシリーズのストレートアイロンも出るらしいです。
毎回、当美容室のスタッフをあ
毎月、出されるお題に
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！
SleeKスタッフが自分を
さらけ出すコーナー

夏の予定は？

アシスタント ちぃ	

私は、お得なツアーや宿を紹介してくれる
メルマガに登録していて、それを読んでい
たら「伊勢」に安くていい宿が見つかり、
予約をしようと確認したら値段が違う!?高
●	
すぎる、勘違いでした。ただ伊勢にいくつ
もりなってしまったので、他の宿を見つけ
て、今年の夏は、８月のはじめにお休みを
頂いて「伊勢」に行って来ます。ご飯が付
いていない宿なので、伊勢エビ食べて、松
坂牛食べて、伊勢うどん食べて少し太りそうです。とりあえず伊
勢神宮には行きますが、計画はこれから練ります。 さとう

「八月一日」←コレ名字みたいです。さて、なんて読むの？
「ホズミ」らしいです。こんな問題は、答えを聞いても腑に落
ちません。なので、説明します。そもそもは「穂積」。稲穂を
積んで束にする作業がこの旧暦の8月1日辺りに行う作業なので
そうやって、読み替えて出来た名字みたいです。このように、
農作業から派生した名字は全国的に多いみたいで「鈴木」も紀
伊半島辺りの農作業「ススキ」の呼称の訛りがルーツと云われ
ています。いかに日本は農家の方々が多く、重要だったのかっ
ていう証左になっているのではないでしょうか。
今年の夏、一番楽しみなのはやはり、前回いっていたコスプレ
ですかね。その日に向けてダイエットにいそしんでます＾＾
次に楽しみなのは、夏休みに計画している、母、祖母と一緒に行
く旅行です！まだどこに行くのかまでは決まってませんが、一泊
二日くらいで、女三人ゆっくりと日常を忘れてくつろいでこよう
と思っています。日数的にあまり遠くには行けませんが、どこか
近場ででも良さそうなところはたくさんありそうなので、これか
らちょっと調べてみようと思っています。
皆さんのおすすめスポットなどがありました
ら、ぜひ教えて頂きたいです☆
あづさ	

EDITORIAL NOTE
住 所	

営業時間	
	

毎週火曜日 第3月曜日	

駐車場	

1台有り	

H P	
	

８月はスタッフが交代でお休みを取るので、ご予約
しづらい事もあると思いますが、他の日、他の担当
者どちらもスリークは大歓迎ですので、宜しくお願
い致します。

平日・土 am10：00～pm8：00	
（金曜はpm10：00まで営業）	
日・祝日 am10:00～pm7：00	

定休日	
	

予約受付	

夏休み、みなさんも何処か行きますか？行って来た
ら、色々とお話聞かせて下さい。くれぐれも熱中症
には気をつけて外出して下さいね。

〒273-0035	
船橋市本中山2-19-1	
ライフタイムYB2F	

047-302-8026	

8 月 スタッフ 夏期休暇のお知らせ
佐藤

3日（月）〜

7日（金）

リュウタロウ

2日（日）9日（日）10日（月）13日（木）

あづさ

12日（水）19日（水）20日（木）
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