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知っていますか？ 髪 のこと。
髪

うだるような暑さが続いていますが、皆様、お元気でお過ごしでしょうか？
節電対策や冷たい物の摂り過ぎなどで、お身体に無理をさせていませんか？

お答えします！

冷たい物を食べ過ぎると体調を崩すだけでなく、抜け毛の原因になると言
われています。
身体は内臓を冷やさないようにと全身の血液を腹部に集めようとするので、
頭部や手足などには十分な血液が行かなくなってしまいます。
この状態が習慣的になると、慢性的な血流不足という状態になってしまい
ます。そうすると、頭部の血行不良が起こります。その結果、髪に必要な栄
養を運ぶことができなくなり、抜け毛が発生してしまいます。
そこで、健やかな頭皮や髪、また身体を冷やさない為にも温野菜をたっぷり
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【回答】
毛髪診断士
土井 理香

召し上がるのはいかがでしょうか？

- 第 28 回 -

天然パーマ、くせ毛
について

天然パーマとくせ毛、実はどちらも同じです。髪の一部にくせが出て
いるのが『くせ毛』で、
髪全体にくせが出ているのが『天然パーマ』です。
これらには次の 3 つの原因が考えられます。
①毛髪内部のタンパク質の結合が「ボタンをかけ違えたように」なっ
ている。
②髪の毛の中の 2 種類のタンパク質繊維が均一になっていない。
③毛穴が垂直でない。
対策には、専用のシャンプー、コンディショナーの使用や縮毛矯正等
があります。ただし、頭皮の血行不良の場
合、毛が細くなり、くせが目立ちやすくなるの
で頭皮を清潔にし、食生活や生活習慣の改善を
を心掛けましょう。蘭夢をつけて、マッサージ
をすると、血行を促進して頭皮に栄養を与えま
す。是非毎日お続け下さいね。
直毛
くせ毛

当社には、うだつのあがる「ごまドレッシング」
「ぽん酢」
「和風ノンオイ
ルドレッシング」の 3 種類のオリジナルドレッシングがあります。どれも
皆様に好評ですので、ぜひご賞味下さい。いつもの味とは違う味の変化が

皆さまからいただきましたご質問に
お答えさせていただきます。

楽しめるのではないでしょうか。

Q.
A

蘭夢の使用期限はどれくらいなの？
薬用育毛剤「蘭夢」に限らず、
生薬を使った育毛剤や化粧品は、
開封後は早めにご使用ください。
一度開封をすると酸素と触れあうので酸化が進む場合がありますので注意が必要です。保存
状態にもよりますが一般的に消費期限は、未開封の場合で 3 年、開封後は半年以内が目安とさ
れておりますが、
薬用育毛剤
「蘭夢」
は、
毎日朝晩 2 回ご使用いただきますと 100mlサイズで約1ヵ月、
150ml サイズの場合、約 1ヵ月半お使いいただける量になっておりますので使用期限の心配は全くご
ざいません。
夏場は特に、きっちりフタをして温度や湿度の高い場所、直
射日光の当たりやすい場所を避けて、涼しい場所に保管して早
めに使い切るようにしてください。
ちなみに涼しい場所だからといって冷蔵庫での保管は出し入
れしたときの温度変化が激しいのでおすすめできません。
正しい保管方法で毎日朝と夜 2 回の正しい育毛習慣を！
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お便り 紹介

今月の
プレ ゼ ン ト

！
うれしい
当たって

8 月の誕生花
花言葉

蘭夢ニュース
月 プレゼント 係

「ひまわり」

8

「あなただけ見つめます」
「熱愛」
「あこがれ」

当社オリジナル
ミネラルたっぷり！

時期

蘭夢も「徳島の特産品」に仲間入りさせて頂きまして、ありがとうございます。
夏本番！！UVケアや頭皮ケアにと、よりいっそう力の入る季節とな
りました。今後とも蘭夢をよろしくお願い致します。

7月～9月

ぬちま－す（250g）

豆知識

汗と一緒に塩分やミネラルも失われがちなこの季節。

㈱河野メリクロン

兵庫県にお住まいのお客様よりイラスト入りのおハガキをいただきました。
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素敵な商品が毎月抽選で当たる！プレゼントコーナー !

今 月 の 誕 生

皆様からお寄せいただきました
お便りをご紹介させていただきます。
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2000 年ギネスにも認定された、世界一ミネラルが多

ひまわりの語源は日廻り、
つまり日を追って回る花と
いう意味です。
実際に若い茎や咲き始めの
花は太陽を追って回ります。
しかし、花がよく開いた後
は動かなくなり、多くの花
は東向きに咲きます。

い海塩（ぬちま - す）
。まだまだ暑い日が続くかと思

※郵便番号をご記入いただくだけで住所はなくても届きます。

いますので、熱中症対策にもお役立て下さい。
ぬちま - すとは、沖縄の方言で「命の塩」
一度ご賞味下さいませ。

10

≪応募の〆切り≫
平成 25 年 8 月 31 日（土）消印有効

プレゼント

※当選者は、発送をもって発表にかえさせていただきます。

皆様からのたくさんのご応募をお待ちしております。

祖父江 美奈子

先日、娘達と花火をしました。
毎年夜空を彩る七色のアートが楽しみです。

講座

祖父江 美奈子

グリーンスムージーにハマっています。新鮮な
ジュースは疲れた体を癒してくれます。土井 理香

「 かー 」「 やー 」
第四十二回 徳島ジャズストリート

毎年、夏と冬の２回行われる徳島

私たちの住む徳島県は明 治 時代まで「阿 波」
と呼ばれていました。

ジャズストリート。

日本のジャズ発祥地のひとつ・神

戸で行われるジャズストリートを参

回目となります。

51

考にして１９８８年に第１回が開催され、今年

の夏が

県内外のジャズバンドが歓楽街一帯を会場に

行うジャズイベントでチケットを購入すれば

会場すべての出入りが自由になり、各会場の

イベントを楽しむことができます。

近年はジャズというジャンルにとらわれず、

ロックやブルース、ハワイアンなど様々な音楽

を楽しむことができるそうです。

今 回 は ８ 月 ４ 日（ 日 ） で し た の で 終 わ っ て し

まいましたが冬にも行

われます。生の演奏を

じっくり味わってみて

20

はいかがですか。

ジャズは、 世紀末から 世紀初頭にかけてアメリ
カ南部の都市を中心に派生した音楽形式だそうです。
19

13

阿波弁
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昨年はバーベキューが 1 回もできなかったので、
今年こそはバーベキューパーティを沢山する
中野さやか
予定です。

「ください」
「あげる」

8 月生まれの私は暑くても夏が大好きです。
ちなみに育毛剤『蘭夢』も 8 月生まれ
8 月 8 日は蘭夢のお誕生日なんですよ♪細堀 由香

「その蘭夢、かー」（その蘭夢、ちょうだい）
「ええよ、やー」（いいよ、あげる）

入浴後にマッサ－ジチェア－でマッサ－ジ。
一日の終わりの至福の時間です。細川 典子

とても短い言葉で表わされていますね。
「かー」は遣わさすの命令形「遣わされい」が
語源といわれています。
つかわされい→つかはれ→つかはい→つかい
→つか→か

徳島の夏と言えば”阿波踊り”
！
ぞめきのリズムに心も躍ります。三宅 朱美
携帯電話のカメラで雲の写真を撮るのが好きです。
特に夏の雲は力がみなぎっているように感じます。
大窪史子

お送りする封筒に「蘭夢」などの文字の入った PR 文章を記載する場合がございます。

蘭夢センター
からのお知らせ これらの文字が入っていない封筒でのお届けをご希望の場合は、ご遠慮なくお申し付けください。
ご連絡先

フリーコール

0120-55-9614

