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どーも、和田です。 
 
あっという間に 8 月も終盤に差し掛かってきました！！ 
僕たちは、夏休みで新潟の山奥でのんびり過ごし、リオオリンピックを見ながら美

味しいものを食べていました(*^_^*) 
今も、ゴルフの野村敏京さんが 3 位タイでホールアウトして、メダルが取れるかド

キドキしながら、この新聞を書いています!(^^)! 
新潟では、バーベキューをしたり、川で遊んだりと自然の中で夏休みを満喫するこ

とができました。みなさんの夏休みはいかがでしたか？ 
 
話は変わりますが、これから少しずつ homey roomy に変化が訪れます。 
来月に、(株)グラムスラムの明山さんという方に、音響空間デザインの施工をお願い

し、聴覚での居心地の良さを高めます。さらに、シャンプー台の照明の明るさを調

節できるようにして、シャンプー中のリラックス感も高めたいと考えています。 
なぜ、音響と照明に変化をつけたかは、この先にヘッドスパに力を入れたいと考えて

いるからです。 
homey roomy でヘッドスパを考えるので、当然頭皮の状態をよくする他の美容室と

は違ったアプローチをしていきたいのですが、やはりマッサージを受けるとなれば、

リラックスできる空間でされたいんじゃないかと思います。本当は個室や別な部屋を用意できればいいのですが、

現状だとできないので、出来るだけリラックスできる空間を用意したいと考えています。 
そうすれば、普通にシャンプーをされる方も、より気持ちよくリフレッシュできるんじゃないでしょうか(*^_^*) 
ヘッドスパメニューに関しては、ある程度構想はあるのですが、勉強や施術習得にまだまだ時間がかかると思い

ますので、正式なメニュー化には、半年から１年くらいを見てもらえればと思います。 
そういえば、先日ブログで検証しているといっていた、蒸気の出るトリートメントアイロンは、安全面で保証で

きない状態だったのでボツになりました(>_<) 
 
もう一つの変化は、１０月から新しいスタッフが入社する予定になっています。 
アシスタントで、１９歳の男性スタッフです。 
まだ、若いのでじっくりとお客様に喜ばれる美容師に育ってもらいたいです。 
福井さんも現在仮デビューして、運が良ければ、営業中にカットしている姿が見られるかもしれません(*^_^*) 
小さい美容室なので、少しずつ成長する姿をみなさんにお見せできればと思います。 
 
では、この辺で…<(_ _)> 
 
９月１０月の定休日（火曜日以外） 
９月１２日（月）９月２８日（水）１０月１２日（水）１０月２６日（水）(１０日が祝日の為変更になります) 
和田・坂井休み１０月１日(土)１４時くらいまで、１１月１９日（土） 

高梨休み９月１９日(月) 福井休み１０月３日(月)、１０月５日(水) 
ホームページ http://www.homey-roomy.com/     ネット予約サイト https://cs.appnt.me/shops/716/reserve 

ブログ     http://www.homey-roomy.com/staffblog/   ホーミールーミー ｗｅｂ予約   



ァ舶叩細前知新関勅諭観察糾二詳細し£
留舶ヾれ曾魅力坪寄ってい　の伽＼至純して十二いと賢し、賜メイクも

引綱し、撥砂や77ツツルl諭し、約・姉の文紺とは親子どれもの小高釣

のが・粧本樺蕪るレク垂れて敷こ納ので囲いが日計い甜

まずは自分の魅力を知りましょう！

以下の6つの贋脚こ答えることで、あなたの魅力が明らかになります。

1．自分でやらない　2．多くの大敵脆闇く　ま．身近海人に聞かない

以上3点が正確を魅力診断をするコツです。

6つの撰間で舶た答えを点数表に照らし合わせ、選んだ方の右榔こあるA－Dの数字を判定表に

それぞれ書き込んでください。そしてその数字を縦に足していき、A－Dそれぞれの合計を出しま

す。合計数値であなたのタイプが分かります。

0顔のタイプは

e肌の色は

1．直線的　　　　　　2．曲線的

1．色白　　　　　　　2．色白ではない

e肌の欝感は　　　　　　　　1・さらさら肌　　　　2・つやつや肌

o全体の雰囲気は　　　　　1・きりっとシャープ　2・ふわっとソフト

e顔立ちは　　　　　　　　1・シンプル　　　　2・華やか

の顔の雰囲気は　　　　　　　1・子ども顔　　　　2・大人顔

点数表　　　　　　　　　　　　　　　判定表
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2種の雰囲気嬢と姫

4種のタイプに分かれたら、さらにあなたは「嬢」か「婚」のどちらかのタイプに分かれます。

以下の3つの貸間で、人があなたにふさわしいと感じるのはどちらでしょう？

こちらも前述のように彼やお友達に聞いてみましょう。

※実際の性格は別として、あくまで見た臼のイメージで聞くことが魅力を掴むポイントです。

Ql．A憾り上げ織であってほしい　　B・動き彼であってほしい

Q2．IA，太掛的な存在であってほしい　　B・月的密語在であってほしい

03．時かわいがってあげたいイメージ　B・かわいがってもらいたいイメージ

Aが多い場合は「嬢」、Bが多い場合は「姫」です。

嬢 笑顔はじけるムードメーカー

鰻の女性は笑顔や帯でみんなを楽しませ

る魅力がある、太陽的な存在。メイクや

ファッションにおいでも多少ス辛や、ゆと

りがあるとより良い。完壁さより人間味が

映えます。

姫 強い意志と存在感

姫の女性は存轟感と慈恵の強さで、深みや

緊張感を与える、月的な存在。カリスマ性

のある縄はスキの無いファッションやメ

イクが求められます。完盤さでオーラ10
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