ホームケア速報

扱いやすく仕上げて
ずっと気持ちが良い髪を
保ってもらいたい

エージングケアの為の

す。ご不便をおかけ
致しますがよろしく
お願いします。
お知らせ②
当店の定休日変更の
お知らせです。これま
で火曜日が定休日でし
たが、勉強会などの諸
事用により４月６日の
月曜日より毎週月曜定
休となります。 翌日
火曜日は通常営業とな
りますのでよろしくお
願いします。

令和 2 年 2 月発行
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石けんで洗うとキュッキュッっと洗っ

この新聞は毎月発行予定です。 配布は店頭、 ホームページで行っております。 発行日についてもホームページよりご確認いただけます HP ： http://822468.com

艶髪を維持するためには欠かせない

た感がでます。これは皮膚表面の皮脂
扱いやすい艶髪を
や角質が落ちたことでキュッキュッと
なっているのですが、今の季節そのま
育てるお手入れ方法
まにしておくと乾燥して粉をふく方も
いらっしゃらないですか？うちの次男
これまでいろいろな記事を書い
もひどい乾燥肌で一年中身体をかいて
てきましたが、シャンプーで髪を洗い
ました。小学校に上がる前からボリボ
トリートメントやブローローションを
リ し て る の で か さ ぶ た だ ら け で し た。
使うホームケアを見直した時、そもそ
皮膚科に通いワセリンをもらい、洗っ
もシャンプーで洗い落としすぎなけれ
てお風呂につかってワセリン塗ってを
ばこれまで問題だった事がクリアされ
繰り返していましたが、乾燥の痒みは
ることに気がつきました。今回はそれ
止まらず四六時中かいていました。僕
を書いた記事です。右のＱＲコードか
は最近めがねをしているのですが、め
らブログをご覧になると全編をご覧に
がねの蔓の周りなど密着しているとこ
なれますが新聞では数回に分けてご紹
ろに脂が溜まっているような気がして
介します。
シャンプーの時に一緒にこすっていま
した。石けんの方が良いかなーって思
シャンプーと
いましたが、強すぎると思って ･･･
で
石けんは洗うもの？
も、シャンプーで洗っているのに耳周
りが脂っぽくなってきました。とにか
「シャンプーは頭を洗うもの」
く気になってさらに洗いました。
そう、
「石けんは肌を洗うもの」
肌は落としたら乾燥するので過剰に反
「汚れを落とすもの」
応して濃い皮脂を出し保護しようとし
などなど、シャンプーや石けんは髪や
ます。でも脂が出るとさらに洗います
身体を洗う洗剤として使われていま
よね？これはイタチごっこです。
す。最近営業中にもよく話しています
フケが出ると、フケを落としたいので
が、ほぼ毎日お風呂に入りシャンプー
しっかり洗えるシャンプーを使い朝
をしている方が多い中で、皆さんそん
シャンを増やすなど頻繁に洗うように
なに汚れてますか？泥遊びをした子供
なります。しかし、これも石けんや洗
でもイメージ的にはアワアワで洗って
浄成分の強い石けんで頭皮を洗うと頭
いる感じですが、実際は石けんを使わ
皮表面が刺激を受けるらしく、その刺
な く て も 汚 れ は 落 ち る ん で す。 そ う、
激で受けた傷を治すために濃い脂を出
今回はそんなに洗わなくても良いので
したり、角化して古い角質を押し出そ
は無いか？ということを皆さんに力説
うとするそうです。これはヘアケアに
します。
対する意識の高い人ほどはまってしま
うのです。
落としたら
今回はこの辺で、続きは次回のお楽し
足さなくちゃならない
みに┗次回は「落とさないで洗うのが
◎」をご紹介します。

回
第３

前回の新聞で「濡れ髪にブラシを使わないで
下さい」とご案内しました。その後、毎日朝
晩ブラッシングをする長女の毛先の状態を見
て乾いた髪にもブラッシングはおすすめでき
ないと感じました。地肌のマッサージや髪の
もつれを解くのに不可欠と言われるブラッシ
ングですが、毎日のブラッシングはかえって
髪をパサつかせる原因になりうると感じまし
た。長女にそれを伝えたとき「絡まりやもつ
れはどのように解くのか？」
と聞かれましたが、
髪の長さに応じて中間から毛先へ油分を足
して荒いクシで梳かすことが枝毛や切れ毛の
予防に一番良いと伝えました。何気なくして
いる習慣ですが頭皮を石けんで洗わないこと
や髪をブラシで梳かさないことはどちらも刺
激から守る面で 似ているのかもしれません。
最近はタンクルティーザーのようなブラッシ
ングブラシもありますが切れ毛の完全予防に
はなりませんのでご注意下さい。

今回はお知らせが沢
山ありますので、普段
お忙しくて読めない方
も是非ご一読くださ
い。
お知らせ①
２月２４日は店舗の
ガス工事のため臨時休
業とさせていただきま
す。２４日と２５日が
臨時で連休となりま

善行駅前にある美容室が発行している新聞です
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間内でもスタッフが空いておらず電話に出られないことが多
くなり、せっかくお電話をいただいても出られるのか出られ無
いのか曖昧になってしまうため、定休日を除く朝 9 時から夜
5 時までを電話受付時間としました。営業時間はご予約内容
により 8 時からの日もありますが概ね 9 時より開店し、夕方
は最後に予約受付をされた方が終わる時間を閉店時間として
いるため 17 時で閉店の日もありますが 23 時以降も空いてい
る日があります。電話受付時間外はサロンゆう公

822468

検索

サロンゆうのホームページは
電話番号の“ 822468 ”で検索か、右の QR コードより

kj-2907098@ekiten.jp http://urx.space/ZcmB

日
29

定休日

サービスがございます

☎ 0466-82-2468

Google

Gmail を利用されてい
ればすぐに書き込めます

すでにホームページではご案内を
させていただいておりますが、カ
ラーパスポートの新規受付と更新
受付が終了し、新たにカラー施術
の割引サービスが始まりました。
今回の新サービスはカラー後２週
間 以 内のご来 店＋カラー施術 で
カラー料金が二〇％割引になりま
す。パスポートではご利用いただ
いている方しか割引対象ではあり
ませんでしたが、今回のサービス
によりカラー施術をご利用いただ
いているすべての方々に割引が適
応となりました。ビューティーチ
ケットや口コミのお礼とも併用で
き、よりご利用なさりやすいサー
ビスとなりましたので、どうぞご
活用下さい。

予約・お問合せは今すぐ！

エキテン

Amazon ポイント
１，
０００円分の抽選付き
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カラーには２０％割引

式ＬＩＮＥよりご連絡ください。 こちらより→

① Google はアカウントをお持ちならそのまま
書き込みできます。 エキテンは他のキャ
ンペーンもあるため QR コードから空メー
ルを送信後、 返ってきたメールにあるア
ドレスより口コミが書けます。
② 投稿が終わりましたら LINE より口コミを
書いた旨をご絡ください。 LINE をしてい
ない方はご予約時にお知らせ下さい。
LINE クーポンで割引券をお送りします

お得なチケットは
２月中販売しております

これまで受付時間として設定はありませんでしたが、営業時

口コミを投稿お願いします

電話受付の時間が定休日を除く
9時〜17時までとなりました

昨 年１月から３月に発売しました
エ キ テ ン と Google
両方の口コ
ビューティーチケットを今年も１月
ミ投稿をお願いしています。今日
と２月の予定で販売いたします。
の仕上がりに満足いただけました
使用方法などは概ね同じですが、
ら、その喜びを是非コメントや画
【口コミ投稿感謝サービス】や後にご
像として書き込んでください。２
説明する【カラーのサービス】とも
つの口コミを投稿して頂いたお礼
併用できるように若干サービス内容
として次回の施術料金の合計が
を調整いたしました。今回は１万円
１万円以上より１，０００円から
のチケット毎に千円分のデポジット
最大２，０００円割引させて頂き
が付き合計１万１千円分使え、１回
ます。どうぞ宜しくお願いします。
に使用できる金額は４千円に変更に
なり ます。使用期限は購入日より
１年ですので、今後のご来店頻度を
もとに購入金額を算出されるとお得
にご利用いただけると思います。詳
しくはスタッフ、またはＬＩＮＥに
てお問合せください。

新しくデザインを変更しレシートの一番
下に以下のようなＱＲコードが印刷されて
います。 スマートフォンで読み取るかパソ
コンでアドレスを入力す
ると、 お帰りになれてか
ら見てほしいメッセージや
ブログのご案内などがご
覧いただけます。 随時
更新しておりますので是
非ご確認ください。

仕上がりにご満足いただけたら

サロンゆう 美容通信
レシートのデザインが変わりました 口コミ投稿の流れ
二〇二〇年（令和 2 年）2 月

急なお知らせで恐縮ですが、2 月 24 日は設備工事のため臨時休業させていただきます。
また、4 月より定休日が月曜日に変更になりますのでよろしくお願い致します
浅香の勤務状況をご確認ください。月（4 月から火）
・木・金は 9 〜 12 時（木曜のみ 13 時）まで、水・土・日は 9 時から 1 日おります。
大変ご迷惑をおかけしますが近い日時より予約がうまってしまい、当日や前日ですとご予約がとりにくい状況ですのでなるべくお早めにご連絡をお願い致します。

