「 い つまで も輝く 」大 切 な お 客 様 へ

User’s Voice
ユーザーボイス

ピュアセサミオイル
マッサージで

効果を実感しています!
肌はもちろん、首元・手もマッサージ
して楽しんでいる毎日です。お友達
から、
「本当にお肌がきれいね。」
「手
もきれい!」
と褒められるのがすごく
嬉しいです♡
(みちこばあば様)

教師として戸外で子供たちと過ごす
時間を楽しんできましたが、
気づけば、
シミとシワがたくさん。
ピュアセサミ
オイルをお風呂に持ち込み、洗顔後
すぐに顔に塗り、
ゆったりとマッサージ
しているうちに、
ホヤホヤのやわらか
肌になりました。
そうしているとシミ
まで薄くなったみたい。
うーん、幸せ。
(ゆったりEICO様)

使い始めてすぐ、
しっとりスベスベの
肌を実感！！すっかりとりこになり、
手は
もちろん、首、
デコルテにマッサージ
しながら、
その効果に驚いています。
まだ1ヶ月足らずですが、化粧のりが
良くくずれにくくなり、夕方まできれい
です。
そして嬉しいことがもう１つ。
まつ
毛にも良いだろうと優しく塗り続けて
いたら、最近はしっかりとハリと長さ
が出てきました。
もう手放せません。
(プリティウーマン様)

顔、手、足、髪、首とオイルを使用して
マッサージしています。
うるおいを感じ
られます。色々な商品を試したけど、
ピュアセサミオイルは抜群だと思い
ます。
ずっとピュアセサミオイルを使い
続けたいと思います。
(T.M.様)

商品リニューアルに伴いまして、
オイルのみご注文のお客様に限り、配送方法を
「ゆうパック」から
「ゆうパケット」
に変更させていただきました。
配達員による手渡し

ゆうパケット

箱も変更になります！

（オイルのみご注文の場合）

ポスト投函
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8 月発行

いつもピュアセサミシリーズをご愛顧いただき、誠にありが
とうございます。竹本油脂ではこれまで手数料の維持に
努めてまいりましたが、
この度やむを得ず代引き手数料改定
の運びとなりました。昨今の運送業界における全国的な
人手不足、運賃の高騰を受け、現状の維持が大変困難
になりましたこと、
ご理解いただけますと幸いです。

サロンで
使用しています!
セラピスト 水野

編集後記

令子 先生

こんにちは。本号ではセラピストの水野先生
にインタビューをさせていただきました。
プロの
オイルを使ったマッサージ方法、
ずっときれい

代引き手数料改定のお知らせ

ピュアセサミオイルを

肌がつややかになったようで、シワ
が目立たなくなりました。マッサージ
が効いたのか、下あごも少ししまっ
た気がします。首の段差が一段無く
なりました。
(つるっつる様)

目線から見たピュアセサミオイルの魅力や、

これからも、
ピュアセサミシリーズをよろしくお願いいたします。

でいる秘訣まで、
「理想の自分になる」
ための
情報をたくさんお教えいただきました。私も

きっかけは「お客様のお肌の変化」でした。
もともと、
ピュアセサミオイルのことは知っていました。

いるお客様がご来店されたときに、見た目も触った感じ

しかし、竹本油脂は、地元蒲郡の「食用ごま油の会社」

も明らかに肌が変わっていたのです。
「すごく肌の調子

というイメージが強く、
スキンケア用のオイルを発売したと

が良いけど、
スキンケア商品を変えた?」
と聞いたところ、

がまごおり

代引き手数料

教わったリフトアップマッサージを行っています

聞いたときは、
「 利益アップのため? 」位に思っていたん

「ピュアセサミオイルを使い始めたの。」
と。他にも、肌が

2022年1月発送分より

が、鏡の前で行うと、毎日少しずつ変化して

です(笑)だから、
ピュアセサミオイルの効果については

明るくなったと感じた複数のお客様が、
使用していたのが

いく様子が目に見えて楽しいです!皆さんも

半信半疑でした。
その認識が変わったのは、
ピュアセサミ

ピュアセサミオイルでした。

ぜひ、
毎日継続して行ってみてくださいね。

オイルの実力を目にしたから。
ある日、
長年サロンに通って

手数料無料

220円（税込）

手数料無料の「クレジットカード決済」、
「コンビニ・郵便局後払い」
など他のお支払方法への
変更をぜひご検討ください。
ご希望の方は、
お電話にてお申込みくださいませ。

お問い合わせ・ご注文先

12

わきの下のちりめんジワに気が付き、
びっくりして、
「どうにかしたい! 」
と
思ってオイルを使 用してみました。
オイルと一緒に届いた
「効かせ技ブッ
ク」
に従って、
腕のオイルマッサージを
したところ、
かなり改善できました!
(かきこ様)

配送方法変更のお知らせ

ゆうパック

セ サ ミア 通 信

vol.

0120-78-2000

製品開発部 小林 美穂

Profile
受付時間／
9 : 00〜18 : 00 (土日祝休)

919X00-12

水野 令子

セラピスト歴20年。DAY SPA SALON Chambreのセラピスト。
オールハンドの施術で、
お客様の心身を日々癒している。
肌の変化でスキンケア商品を変えたことに気づくほど、
お客様一人一人と向き合った心のこもった施術が人気。2021年
4月から、
サロンのトリートメントオイルとしてピュアセサミオイルの使用を開始。

私の肌でも実感しました!
自分の肌で試してみたいと思い、早速ピュアセサミオイル
を購 入しました。初めは、洗 顔 後すぐのオイルという
使用方法があまり好きではありませんでしたが、3日
でこの使用方法にも納得。
スキンケアにはこだわりが
あり、もともと良い状 態だった私の肌が 、セラピスト
仲間から
「さらに肌がきれいになった！」
と言われるくらい
変わったのです。
自分の肌で実感したことが決め手と
なり、サロンの施術でピュアセサミオイルを採用すること
にしました。

商品を使用していて、肌がきれいな人でも、
ピュアセサミ

セサミオイルを髪に使うようになってから、パサつきや

オイルを使用してマッサージすると、
トーンが一段と明るく、

広がりが気になっていた髪がしっとりと潤うようになって、

より色白に見えるように。
ピュアセサミオイルのすごいと

まとまりがよくなりました。担当の美容師さんからも、褒め

ころは、見た目で肌の変化がわかるところ。みなさま、

られたんですよ。若々しさには、肌だけでなく髪も大切。

キメ細やかな色白肌になるのです。
さらに、
ピュアセサミ

ぜひ試してみてくださいね!

オイルを使ってマッサージしていた私の手にも変化が!

※髪質や毛量、
髪の長さによって、
使用量は変わります。
べたつかないでしっとりとする、
自分に合った
使用量でお使いください。

手のトーンがアップして、
すっごく柔らかくなりました。
お客
様にもマッサージがより気持ちよくなったと褒められます!

髪への使用もオススメ!

美しさを保つ秘訣は、
「自分をほめる」
こと
美しさを保つために、
スキンケア、睡眠、運動、食生活は

ピュアセサミオイルは髪のトリートメントオイル、
セットオイル

もちろん大事。
でもそれだけではありません。
内面の美しさ

マッサージに使用すると、
お客様にも私にも嬉しい変化が!

としてもとても優秀です。髪質や毛量、髪の長さによって

や自信は外見に現れます。悩まないでよく笑うこと、色々

変わりますが、
私は、
入浴後髪が濡れた状態のまま、
オイル

なことに向き合ってたくましさを身につけること。
そして

を5プッシュ使用しています。髪がしっとりとして、朝まで

何より、
自分を認めてあげることが大切です。1日1回は、

サロンには、20代〜80代まで幅広い年代のお客様が

うるおいを保てるのでお勧めですよ。
さらに、朝のヘア

鏡の前に立って、今の自分を褒めてあげましょう。
ナルシ

いらっしゃいます。
スキンケア方法は年齢とともに変化

セット後にも毛先を中心にオイルを5プッシュ使用して

ストであってもいいのです!ご紹介するマッサージも、
鏡の

するものですが、
ピュアセサミオイルは年齢問わず皆様

います。
ピュアセサミオイルだけで、流行りのオイルウェット

前で「頑張っている自分えらい!」
と褒めながら、楽しく

からとても評判が良いです。
もともと高価なスキンケア

な仕上がりになるのでとってもお気に入りです。
ピュア

行ってくださいね。

プロのセラピストが語るピュアセサミオイルの魅力
セラピストが教える!

らに広げて、
オイルを手のひ
まずは、
おく
体になじませて
首から顔まで全

おうち時間でできる
簡単リフトアップマッサージ

「エステに通う時間がない…。
」
「
、Chambreに行きたいけど、
遠くて行けない…。」
という方に朗報です!なんと、
サロンでも
実際に行っているリフトアップマッサージを水野先生から
特別にお教えいただきました!
ピュアセサミオイル は 浸 透 ※も滑りもよく、
マッサージオイルとしてとても優秀です。毎日
マッサージを続けて、
ピンっとしたハリ肌を手に
※角層まで
入れましょう。
使用量

4〜7プッシュ タイミング 毎日朝晩

ポイント 押す強さは、
痛気持ちいいくらいで!

Step1〜4までで、所要時間5分です！

Step1

Step 2

Step 4

年齢とともに下がりがちな

下あごを引き上げて、
リフトアップ!

口角を上げる!

フェイスラインを
すっきりさせる！

あご下(舌骨上筋群) 3セット
親 指で 1 点を押しながら、
フェイスラインに合わ せて
5回ぐりぐり。4か所に分けて
あご下から耳下まで行う。

Step 3
頬の位置をくっと上げて、

若々しい頬へ!

マリオネットライン 3セット

側頭部 3セット

人 差し指と中 指の2 本で、
1点を押しながら左右に5回
ぐりぐり。3 か 所に分けて、
口 角から真 下に下がって
あごまで行う。

5本指で頭皮を押しながら、
円を描くようにぐりぐり。耳
まわりから後頭部にかけて
行う。

ほうれい線(大小頬骨筋) 3セット
人差し指と中指で1点を押
しながら左右に5回ぐりぐり。
ほうれい線と鼻の横から目
の下まで行う。

化粧水・乳液で
マッサージ後は
!
スキンケア終了

オイルの 美 容 成 分を肌 に
しっかりと浸透 ※させつつ、
マッサージで筋肉を刺激す
るので、
リフトアップ効果が
抜 群 ! 毎日継 続することで
ほうれい線やたるみの目立
たない小顔に近づいていき
ますので、
いつものケアにぜひ
取り入れてみてくださいね。
※角層まで

DAY SPA SALON Chambre

愛知県蒲郡市三谷町港町通り54-15

https://www.dss-chambre.com
ピュアセサミオイルを使ったマッサージは
こちらのコースで受けられます!

「セサミア通信Vol.12
持参」のお客様限定!

・顔層筋マッサージ＋骨格調整
70分 ￥ 7,700(税込)
￥6,160(税込)
90分 ￥14,300(税込) ￥11,440(税込)

左記のコースが
特別に20%OFFで
受けられます!

