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五條の霧水

《肘のお手入れ》
今日は黒くなった肘を、
霧水を使って
ケアしてみました。
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第29号

②霧水をつけながらの5、6分のお手入れで
しっとり滑らかな肘になっちゃいました。そ
して最後にも霧水をシュッとして終了。

阿蘇くじゅう国立公園からやまなみハイウェイ
へ抜ける途中に、長者原（ちょうじゃばる）とい
う阿蘇と九重連山の美しい風景を一望できる

ポ イ ント

まっすぐな道があります。一度は訪れてみたい、

あまり強くこすり過ぎない事。

風光明媚な場所です。

気になる肘、
膝などを
優しくケアしましょう

脳は根っからの快楽主義者。不快を避け、
快感を追求する。
無意識の運動プログラムは、脳の線条体に
書き込まれ、その線条体にアクセスするの
が、ほかならぬドーパミン神経。ボールペン
がうまく回せたりする何気ない行為にも、
ドーパミンが分泌されて快楽のスタンプを
重ね押し。
適度にカラダを動かすとすっきりして気持
ちがいい。経験者のようにトレーニング＝
快感という無意識下の公式が一度できれ
ば、誰でも習慣化する。
た だし初 めてのことに 取り組む に は「 そ
れってホントに不快じゃないの？」という
脳の 監査 をパスするプロセスが不可欠。
監査のクリアに有効なのは自己暗示とイ
メージトレーニング。
「 効く」と思うだけで
「効く」クスリのプラセボ効果でわかるよ
うに、脳は自己暗示に弱い。そこで自己暗
示と監査機能をだますイメトレをミックス。
イメトレで運動しているシーンを思い浮か
べ、
「あ、脂肪が燃えて気持ち良い、汗をかい
て心地良い！」
と声に出して自己暗示をかけ
ておく。
そうして運動に入り、たとえば筋トレなら
ダンベルを上げて収縮した筋肉を意識し
てイメージを膨らませるとより効果的であ

回復！！
つや肌 ジック！！
霧水マ

スタッフのつぶやき
る。 こんな実験がある。ランプが点灯した
とき、ボタンを押すとエサがもらえる装置
を作り、サルを坐らせる。訓練するとサルは
ランプが点くと必ずボタンを押すようにな
る。サルの脳内では、エサという報酬が得ら
れるたびに、
ドーパミンが分泌されるのだ。
訓練をもっと続けるとランプが点灯しただ
けで、サルの脳内でドーパミンが出るように
なる。
社会的な動物であるヒトにとって身近な報
酬は、実は褒められること。赤の他人より恋
人や家族など褒められたい人に褒められ
ると、
ドーパミンがどっと出る。
そこで彼らに
「今年は運動する！」
と宣言する。
「 忙しいの
にエライね」などと褒めてもらうとやる気
は急上昇。
しかし冒頭のサルの例では、毎度必ずエサ
がもらえると次第にドーパミンは出なくな
る。必ず得られる報酬はもはや報酬ではな
いからだ。
ずっと褒められ続けると嬉しさも中くらい
に。そこで打つべき次の手は「場合によって
は報酬が得られるが、理由なしに得られな
いこともある」
というギャンブル条件付け。

これはパーソナルトレーナーのテクニッ
ク。彼らは毎回褒めないし、たまには「今
日は筋肉が硬いですね」などと言ったり
する。褒められたり、褒められなかったりす
るから、たまに褒められると嬉しいのだ。
そういう環境ができると、飽きずに継続で
きる。

上記は自分がトレーニングを始めた時に役
立てようと思い、以前とっておいた記事です。
そしていよいよ2ヶ月前より、膨らんだお
腹をへこますために市のトレーニングセン
ターに通い始めました。
しかし、元来きつい事はしたくない性格な
のでなかなか効果が出ていません。
暗示が効きにくいのか、性格が悪いのか
まずここらをどうにかすることから始
めなければ・・・と悩みながらトレーニング
ルームのマッサージチェアでマッサージし
ていたら、寝息をたてていたらしく、気がつ
いたらスタッフに起こされていました。
やれやれ

※お申し込みハガキをご利用でポイントをお使いになられる方は、
ご意見欄にご記入ください。金額欄はご記入されなくても構いません。
■発
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阿 蘇・くじゅうの山々が
秋の澄み 切った
青 空に映 える

①まず、肘に霧水を吹きかけなじま
せた後、綿棒で軽くこすっていきま
す。すると古い角質とよごれがとれ
て綿棒が黒くなってきました。
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ご 注 文・お 問 合 せ
【お電話フリーダイヤル】

携帯・PHS・公衆電話からもOK！

0120 - 090 - 357
※平日/朝９時より夕方６時まで
※土曜日/午前中 ※日曜・祭日/休み

【ＦＡＸフリーダイヤル】

0120 - 090 - 334
※商品名・住所・氏名・電話番号・注文数を
記入して、送付下さい。 24時間受付

突入
五條の霧水 10年目に

五條自社製品
ラインナップ

早いもので霧水を初めて商品化して、
この11月で
丸9年が経ちます。
あと1、2年のうちには累計100万本達成出来そう
ですが、単品でこれだけ販売させて頂くことが出来ま
したのも、ひとえにお客様方のお陰でありスタッフ一
同非常に有り難く、
感謝いたしております。
最初は売れるというつもりもなく、近所、知合いな

五條せっけん
けん
けん
（100g）
1,575
75円

どにお分けしていただけの霧水でしたが、
皆様方の口
コミだけでここまで存えることが出来ています。
今年より新しい商品も仲間入りしましたが、
まだまだ
今からの商品です。お客様方のご意見を参考に、理想

【フリーダイヤルをご利用になれない場合】
TEL：096-381-5684 FAX：096-381-6775
【インターネットでのご注文】
24時間受付

返品は未開封であればいつでも承ります。
(送料お客様負担)

おか
げさ
大好 まで
評！

に近づけるような、
より良い商品に育てて参りたいと
思っております。
今後とも末永くよろしくお願い申し上げます。

五條のメイク落とし
炭マーユ
（40g）
1,575円

五條の霧水
・ベーシック（200ml）
・ライト（120ml）

各1,995円

帰宅した娘が開口一番
「やっぱり霧水のお陰だ〜＾＾」
と
喜んでいました。

40コ以上もあった
４才の子供の水イボが消えました。

お客様と五條の

先日、大学生の娘がデパートの化粧品売り場で、販売員さん
ん
し
から基礎化粧品を薦められ、その時に保湿率チェックをし
たそうです。今の乾燥時期は保湿率３５％あればいい所、娘の肌は保湿率４５％も
あったらしいのです。これには販売員さんもびっくりで「どこの化粧品を使ってい
るの？この保湿だと化粧品を変更しない方がいい」と販売推奨を断念したとのこ
とです。帰宅した娘が開口一番「やっぱり霧水のお陰だ〜＾＾」と喜んでいました。
これからも親娘ともども末永く愛用していくつもりです。どうぞよろしくお願い
します。
（大分県 Ｙ．
Ｋさま）

rk♪

Netwo

お客様からのお手紙

このお便りを頂きましたのが１月。
ちょうど寒さと空気の乾燥が一段と厳しい
時期でしたが、娘様の化粧品売り場でのエピソードに、私たちスタッフも保湿率
４５％！？すごい！と驚いてしまいました。美容のプロである販売員さんがお勧
めを断念するほどの保湿率を、帰宅後 開口一番に「やっぱり霧水のお陰だ〜
＾＾」
と喜んで話される娘様のご様子をおたよりいただき本当にありがとうご
ざいます！また寒い季節が近づいて参りますが、今年の冬も驚きの保湿率でうる
おい肌をキープしてお過ごしくださいね♡ こちらこそ末永くよろしくお願い
いたします＾＾

フォームもさっぱり感アリ
その後のしっとりは霧水にお任せ
早速 商品発送頂きありがとうございました
クレンジング＆フォーム・・・良いですね クレンジングは初めて固形（こ
の寒さのせい ）なので最初ちょっぴり戸惑いましたが、案外少量でマッ
サージしながらの化粧落としができました フォームもさっぱり感アリ
その後のしっとりは霧水にお任せして ホントにありがとうございまし
た。
５,６年前に愛犬モモ と熊本の小笠原
に泊まりに行った際にmy化粧品を忘れてな
かったら 霧水との出会いも無かったんだ
な〜っと… 出会いって不思議だなぁ…と、
つくづく思います。これからも宜しくお願い
致します

ご質問いただいた時は、霧水が水いぼに効果があるのかは実例がございませず、私た
ちも何とお答えしたらいいのかわからずに申し訳ございませんでした。SN様もお子様
のことでさぞご不安でいらっしゃったことと思い、半信半疑でお試しいただいたかと存
じますが、今回のご報告にビックリいたしました。
よかったですねぇ！！これまでも沢山
の不思議な体験談には私たちも信じられない位驚いておりますが、霧水でお悩みが解
消され笑顔になられる方が増えていくように、
これからもお手伝いさせていただけた
らいいなあと思っております。
こちらこそご貴重な体験談をありがとうございました！

今年からは 肌に思いやり をと思っていた所…
さっそくに注文させていただきます。
前略、今年からは 肌に思いやり を と思っていた所…まずはク
レンジング・石けんが他商品なくなり、次は どこか〜と探して
いた所でございます。さっそくに注文させていただきます。
とっ
ても楽しみにしております。又、感想等をお手紙にしたいと思い
ますので・・・＾＾
（広島県 Ｙ．
Ｋさま）
YK様、日ごろより大変お世話様になっております。
とてもいいタイミングに新商品のご
案内をさせていただき、早速ご注文いただけましたこと、大変嬉しく思っております。誠
にありがとうございます。お使いいただいた新商品が｢肌に思いやりを・・・｣とのYK様の
思いに副い、楽しみにしていただいているお気持ちにお応えできましたかどうか少々心
配しておりますが、
YK様からの感想等のお便りが届くのを楽しみにお待ち申し上げてお
ります。今後とも五條シリーズをよろしくお願い申し上げます♪

（山口県 Ｅ．
Ｋさま）

もっちもちの うるツヤ肌を実現！！
ステップ❶

五條せっけん
（100g）1,575円

潤う

五條の霧水
ベーシック（200ml）／ライト（120ml）

各1,995円

やっぱり元の「五條の霧水」が
良かったと思い、又使う事にしました。
いつもお世話になっています。主人と息子は、ずっと
「五條の霧水」を使っていますが、私は昨年 友人に
勧められて「○○フィルム」の（松田聖子ちゃんがコ
マーシャルしている化粧品）化粧品を使っていました。
１年間使ってみまし
たが、やっぱり元の「五條の霧水」が良かったと思い、又使う事にしました。
人に勧められても、自分に合ったものが一番です。62才になっても未だ分
らない事が多いです。少し反省しています。
（高知県 Ｙ．
Ｍさま）

Y.Mさま、おかえりなさい！と思わず声をかけたくなるお便りありがとう
ございます＾＾ ご友人のお勧めでもあり、
ましてや魅力的なCMをみ
れば、他社のお化粧品を使ってみようかしらと思うのが女心でございま
す♪ でも、
「やっぱり霧水が良かった」
と実感していただけたこと、そし
て自分に合ったものが1番とのお言葉を頂き、Y.Mさまとふたたびお付
き合いをさせていただけますことをとても嬉しく幸せに思っております。
また、
まだ分らない事があるとの謙虚なお気持ちにも触れさせて頂き、
私どもは、お便りを通して色んなことを学ばせていただけることをあり
がたく思うばかりでございます。是非これからもご主人と息子様ご家族
皆様で五條の霧水をご愛用くださいませ＾＾

お便り募集中！

五條のメイク落とし
炭マーユ
（40g）1,575円
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可愛らしい絵文字つきのネットでのお便り、誠にありがとうございます。
EK様からの新商品の感想を、
ドキドキしながら読ませていただきまし
た。戸惑いながらも気にいっていただけたご様子に、皆で｢やったー！！｣
とガッツポーズをする反面、内心ホｯといたしました＾＾なにぶん、
まだ
まだ数少ない新商品の評判にハラハラドキドキの毎日でございます。
ま
た、
EK様とご縁のきっかけは、愛犬モモちゃんとのご旅行の時だったこ
とを知り、なぜかモモちゃんの頭をなでなでしたくなりました♪（本当
はEK様に感謝しなければいけないですよね＾＾）
これからもEK様を
初めお客さまとの不思議な出会いをいつまでも大切にして参りますの
で、引き続きご愛用いただけますよう宜しくお願いいたします。

おしゃべり
広場

ご報告します。昨年ローションが水イボにききますか？
との質問をした者です。結果！ききましたヨ。ひどい時に
は40コ以上もあった４才の子供の水イボが夏の終わりには１コも無
く皮フ科で取った後も増える事なく消えました。乾燥がひどく皮フが弱
いのでローションは手放せなくなりました。ありがとうございました。
（佐賀県 Ｓ．
Ｎさま）

お便り、
写真、
イラスト等をお寄せ下さい(住所/氏名/電話番号/匿名希望の
有無、
明記なき場合はイニシャルで掲載させていただきます)。
掲載させてい
ただいた方には、
図書カード(500円分)をお送りさせていただきます。
お送り頂いた原稿等はお返しできません。
校正させて頂く場合もございます。
ご了承ください。

宛
〒862-0924

先

熊本市帯山４丁目５５‐２五條ビル２Ｆ
有限会社 五條良品販売

