の脳血流量を調べたところ、なんと７割の腰痛患者が、健
康な人に比べて血流量、つまり脳の働きが低下していた
のです。
アメリカのノースウエスタン大学がさらに詳しく調べる
と、活動が特に低下しているのは「側坐核（そくざかく）」
と
腰痛の意外な原因
いう部分であることが分かってきました。
「側坐核」は、痛
ご覧になられた方も多いと思いますが、テレビでためし み信号が脳に届くと、鎮痛物質を働かせる命令を出すと
考えられています。これによって、脳は大きな痛みを自動
てガッテンを見ていましたら、
「 腰痛の原因は」というの
的におさえていたのです。ところが、慢性的なストレスを
をやっていまして、なんとその原因の85％は精神的なも
受けると、側坐核の働きが低下。鎮痛物質に命令がいかな
のであるという結果でした。
「病は気から・・・」
というのは
重々承知していたつもりでしたが、まさか腰痛までもが、 いので、痛みがおさえられず、激痛を感じてしまうのです。
ある患者Aさんの話、腰骨にはなんの異常もないのに、寝
とは思ってもみませんでした。
たきりになるほどの腰痛がありました。現在は家事ができ
以下、NHKのHPより抜粋しますと「腰痛の８５％が原因
るまで回復したAさん。きっかけは夫が子犬を買ってきた
不明」という事実です。さらに、主犯と考えられていた椎
間板ヘルニアさえ、犯人じゃない！
「ヘルニアがある＝痛 こと。子犬にエサを与えたり、世話をしたりする中で、痛み
を考えることが減り、活動量が増えたことで、痛みの悪循
い」とは限らず、さらに、ヘルニアは白血球の一種「マクロ
環から抜け出し、脳の鎮痛システムが再び働きだしたと
ファージ」が食べて、多くの場合消えてしまう。
「ヘルニア
考えられています。
手術」をした場合と、
「手術以外の治療」をした場合を比較
腰が痛いから、家に閉じこもって痛みに耐えるのではな
しても、
２〜１０年で患者の回復満足度に差がないことも
く、できるかぎり自分の好きなことをしたり、考えたりする
明らかになってきました。
とのこと。な
様々な論文で、ストレスが高まると
「腰痛」が増えることが ことが、腰痛の治療になるという新常識です、
指摘されていましたが、その理由は解明されていませんで んと腰痛の治療が好きなことをする、とはびっくりですが
皆様はいかがでしょうか。
した。そこで、福島県立医科大学が、原因不明の腰痛患者

ス タッフの つ ぶ や き
いろんなことが起こるのが人生で
すが、今回もまた新たな事件が勃
発しました、知り合いが自宅を建
設中の出来事です。
住宅ローンを組み、上棟時の中間
金まで払った後のことでした。施工
していた建築業者が税金を滞納し
ていたらしく、完成時に支払う（銀
行にある）残金の全部が差押えに
なってしまったのです。業者からす
れば、工事を完成させてもお金は、
全額国税局に取られてしまいます。
となれば、工事の進捗状況に影響

しますし、手抜きもあるかもしれ
ません。なにより下請け業者に支
払いが出来なくなれば工事の完成
すら危ういのです。そんなところ
に、このまま工事をまかせられる
でしょうか。施主は不安になり、そ
の結果、工事請負契約解除という
選択も頭に浮かんできます。そして
契約解除されてしまえば工事が完
了してないので中間で支払った分
までの工事をしてもらえば、残金
は払う必要もないので差押えも意
味がなくなります。しかし、契約解

除しても不動産として登記できな
いので（完成までは動産で施主の
ものにならない）、権利が主張でき
ないらしく、その他しらべれば問
題がいっぱい。
私が思うには、せめてほとんど工
事 終 了 間 近 のところで差 押 えれ
ば、税金も確実に取れたし、施主も
問題なかったと思うのですが、タ
イミングを見誤ったのではないか
と思います。なにはともあれ、施主
は不安でいっぱい、この先どうな
ることやら。続きは次回？
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五條の霧水

行：
（有）五條良品販売

熊本市帯山4丁目55-2 五條ビル2Ｆ

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

新春
昨年、ゆるキャラ日本一になりました
くまモンです。
冬眠しないで五條のために出てきたモン。

冬眠しないで五條のために出てきたモン。

今年も五條の霧水をどうぞ宜しくお願い申し上げます。
昨年は大変な年でしたが、
今年、来年とだんだん良くなっていくことを願っています。

ポイント2倍キャンペーン実施中!!
お買い上げ100円につき、
1ポイントを加算、
1ポイント1円
として、
次回以降のご注文に利用可能の大好評ポイント制度

期間中、同封のハガキ、FAX、
インターネットで
ご注文いただくと

ポイント2倍!!
期間：平成24年1月末日まで

今回初めての特別企画です！
この機会をお見逃しなく！

くまもとサプライズ
キャラクター

くまモン

くまもとサプライズ 熊本県許可 第000号

・・・全身もち肌に・・・
皆様、
あけましておめでとうございます。
そして五條の霧水を永らくのご愛顧ありがと
うございます。
皆様方に今一度、
この商品の良さを一番実感
していただくには、
まずお風呂上りの全身に
使っていただく事をお勧めいたしております。
お風呂上りは一気に水分の蒸発が始まります
ので、早めに五條の霧水をご使用頂く事によ
り、お肌をしっとり落ち着かせ、朝お目覚めに
なる迄のしっとり感を実感していただけると

■発行人：井口公二

思います。

ご 注 文・お 問 合 せ
【お電話フリーダイヤル】

2012

第30号

※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

発行日：平成24年 1月

【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)

五條の霧水ベーシック ・・・・・・・・・・・・・200ml
五條の霧水ライト ・・・・・・・・・・・・・・・・120ml
五條せっけん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 100g
五條のメイク落とし 炭マーユ ・・・・・・・・・・・ 40g

1,995円
1,995円
1,575円
1,575円

尚、一般的にはベーシックタイプは乾燥肌用
ですので秋から春までの期間のご使用を想定
しておりますので、
夏場はライトタイプ中心の
ご使用をお勧めいたしております。

「アレ？アレ？なんかきれいになってない？」
五條良品の社員の皆様へ
先日、
インターネット注文した際に「久しぶりに使った五條の霧水でとて
も効果がありました」
とコメントしたOOです＾＾
具体的な話をする前に・・・実は以前、貴社が発行している新聞に載せて
いただいた内容がありまして、そこから話は続いています。簡単に話を思
い出すと→ 「1才の息子の頭皮のカサカサがすごく良くなりました。主
人は全身カサカサで風呂上りに全身にシュッシュッとしています。効果は
まだ出ていませんが、気に入って使用しています。」
という内容です。
ここからが本題です！抜群な効果が得られないまま、五條の霧水は引き
出しの中へ眠っていました。そして代替品は病院で処方されたパスタロ
ンローション10％という尿素。毎日毎日、入浴後にぬっていました。ある
時、皮膚科の先生からこんな話をききました。
「尿
素はぬっている時だけきれいに皮膚を保つけど、
いつもぬってないといけないんだよ」たしかに、入
浴後はいつもカサカサで最近ではお腹や背中か
ら粉をふくくらいヒドイ。尿素をぬればなんとかお
さまるけど、また次の日の入浴後は粉々、カサカ
サ。そこで私はキラ〜ンと思いつきました！！コレ
コレ＾＾コレがあるじゃな〜い♪五條の霧水よ！再び！！主人の背中、
う
で、おなか、足、全身にシュシュシュッと霧水シャワー♪・・・・・・・。翌日、入
浴後・・・
「アレ？アレ？なんかきれいになってない？」そこで油断せず、
まだ全身に霧水シャワー♪翌日、入浴後・・・ 「やっぱりきれいになって
る〜♪♪＾＾＾＾」それから毎日、全身に霧水シャワーで、今では人に見
せれる位、落ちついた肌になりました。顔とちがって使用する範囲が広
く、あっという間に1本なくなりそうで、今回あわてて注文させていただ
きました。早速、3本届いて思う存分シュッシュカしてます。
しかも納品書
にまでメッセージを書いていただいて、かなり感動しました♥なんてあっ
たかい社員の方々なのでしょう♥♥ステキな会社ですね♥♥感謝の
気持ちを込めて。長〜い文を読んでいただき、ありがとうございました。
（神奈川県 M.T様）

お客様と五條の
Netw

ork♪

今夏、両足のふくらはぎにキョーレツなじんましんが出て、かゆくて、かゆ
くて、気がつくとかきむしっており、皮膚は破れる、出血する、またかゆく
なると、
どえらいことになりました。が！！幸運にも、ボトル半分くらい残っ
ていた霧水が目の前に♥じんましんに効くかどうか
はわかりませんでしたが、かゆくなるとたっぷりす
り込むようにしましたら・・・・・・ありがたや、10日
間程続きましたけれど、もうかきむしることもなく、
そのまま治まってくれました。
うれしかったです。
（大阪府 Y.K様）

スタッフより

この季節も霧水があれば安心です^^
スタッフの皆さんこんにちは！いつも心のこもったお返事に嬉しく
思います＾＾だんだん乾燥する季節になってきましたね。でもこの
季節も霧水があれば安心です＾＾急に気温が下がったりするこの
季節、今まではかかとや指先がパカっと切れたりしてましたが、お陰
様でその心配もなく・・・です！！ではまた注文の方、お願いしまーす
＾＾
（東京都 Y.K様）

じんましんのかゆみは私も経験したことがあります
が、YK様がなられたのが夏場だとお聞きしまして、本当にキョーレツなじ
んましんと闘われたのだということがお便りから伝わってまいり、さぞ辛
い思いをされたことと存じます。残り半分の霧水があったお陰で、かきむ
しることもなく治りましたと嬉しそうでいらっしゃるYK様のお姿をご想
像しますと、ホッと笑顔になり安心いたしました。思わず「霧水、やるじゃ
ん！！」
っと口ずさんでしまい、霧水がYK様さまのお役に立て、本当によかっ
たと心から思いました。
嬉しいご報告、
本当にありがとうございました。

私のような敏感肌には重宝してます。
スタッフより
Y.K様こんにちは！こちらこそいつも楽しいおたよりをありがとうございま
す！今回のおたよりを読ませていただき私も同じ経験をしておりまして、治り
かけては切れ、治りかけては切れ・・・を繰り返していた頃を思い出しました
＾＾； 指先やかかとが切れるとまわりの皮膚が硬くなってしまっているので
なかなか治らず冬が終わる頃にやっと落ち着くという痛い思いをしており
ました。ですので、
「霧水を使い始めたらその心配もなく」
とのお言葉をいた
だき、心から共感し今年の冬も安心してお過ごしくださっているかな〜♥と
思い願っております。

小さい頃からアトピー体質で、最近は特に乾燥と加齢
からくる眉間の縦ジワが気になっていました。お風呂
上がりに五條の霧水をつけるうち、段々と溝が薄くなっ
てきて、今では殆ど目立ちません。全身に使え、刺激も少
ないので、私のような敏感肌には重宝しています。
（広島県 C.T様）

スタッフより
小さい頃からアトピー体質でいらっしゃったC.T様。
お肌のお手入れにはと
ても気を遣われていらっしゃることと思います。今回のお便りでは敏感肌で
も安心して使え、さらにお風呂上りのお手入れでシワが薄くなり目立たな

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

ポイント2倍キャンペーン!!

潤う

五條の霧水
ベーシック（200ml）／ライト（120ml）

各1,995円

期間中、同封のハガキ、FAX、
インターネットでご注文
いただくとポイント2倍!!平成24年1月末日まで！

これ1本で喜びと安心をお届けできるのは霧水ならではの良さではないか
と思っております。今年も1年、霧水シリーズで皆様のお肌に潤いをお届け
して参りたいと思います。引き続きどうぞよろしくお願いいたします＾＾

お便り募集中！

五條のメイク落とし
炭マーユ
（40g）1,575円

洗う

くなったとの嬉しいご報告に、色んなお肌のトラブルや悩みが重なっても、

プ
ステッ ❸
力で
肌本来の
る
潤いのあ
！
つや肌に

落とす

ステップ❷

ら
けんだか
天然せっ かりと
っ
優しくし
る
洗い上げ

化粧を
汚れやお
炭の力で
吸着
きっちり

また、霧水のことだけでなく、私たちスタッフのことまで褒めてくださり、嬉しは
ずかしの社員一同でございます。嬉しいお言葉を胸に、
これからもお客様との温
かいつながりを大切に、また心から皆様によろこんでいただけることを楽しみ
にスタッフ一同一所懸命頑張ってまいります。末永くよろしくお願いいたします！

おしゃべり
広場
お客様からのお手紙

スタッフより
このたびは可愛らしい便箋に、可愛らしい文字でのお便りをいただき、あり
がとうございます。引き出しの中で眠っていた霧水をM.T様がキラ〜ン♪
と思いつかれ起こしていただき、
またこうしてお付き合いさせていただけま
したことが何よりも嬉しく、本当にご主人思いの優しい奥様で、さぞご主人
はお幸せだと思いました＾＾ お風呂上りの霧水シャワーで、日に日に綺
麗になっていくご主人のお肌に、M.T様が喜んでおられる姿がありありと
目に浮かび、思わず私も笑顔になりました。霧水はお風呂上り、
まだ体が温
かいうちに使っていただくことが一番効果的ですので、お使いいただくうち
にご主人本来のお肌に戻ってきているのだと思います。それに奥様の愛も
たくさんつまっているからですね♥

たっぷりすり込むようにしましたら・
・
・
・
・
・

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

