feel staff Beautiful Voice

早いもので、
もう4月に突入しました。
本当にあっ
という間って感じです!もう、春ですよ!この間ま
で極寒だったのにという気持ちですよね。
4月と
言ったら、やっぱり学生さんでしたら卒業→入
学シーズンですよね（*^v^*）上の学年に上が
ったり、就職・進学!4月から学年が1個上がりク
ラスが変わって慣れなかったりや、職について
社会人として働き始めて、
大変な事が沢山あっ
て苦労する事が沢山あるとは思いますが、
諦め
ずに頑張って下さい★.*˚こんな私も頑張りたい
と思っています。丁寧な接客最高なおもてなし
だったり、
最高の技術だったりもっと向上する為
に自分の中で特訓中です。
そして最近は時間
がある時によく、筆記のテストを頑張っておりま
す。再テストでしたが（^_^；）合格したテスト
が増えてきております。
この間したテストは、
再テ

ストではなく初めてするテストでしたがそれでも
最悪な点数でした
（笑）技術と接客もですが、
筆記も早く合格できるよう頑張ります！
そして、
4月に入り5、
6、
7月とあっという間に夏が
来ます。
蝉が鳴き出し、
ギラギラと太陽の光が照
らし出しますね！
！あの猛暑の日々がやってまい
りますね！皆さん、
夏は暑い為やっぱり汗は沢山
かきますよね～（^_^；）お肌の皮脂も活発に
なり沢山出ますよね!その際に、
アクアのクレン
ジング・ソープ・ウォーター、
ウォーターヴェール
が汗、脂ギトギトのお肌に凄く役立ちます★.*˚
本当は、
年中使用する物ですが、
特に汗・皮脂
が多く出る夏に持って来いです。
もし、
コロナが
おさまって旅行に行かれるようになったらミニサ
イズも置いておりますので是非♥

皆さん、
こんにちは。時が経つのは早く、入社し
て1年が経ちました！社会人になってからの時
間はすごく早く過ぎていっているような気がして
ます（^_^；）1年前は緊張しながらこのfeel
に来た事、今でもすごく覚えてます（笑）1年経
ったと言う事でまたレベルアップ出来るように
日々頑張っています！そして今年で二十歳にな
るので自分の目標と
して今までしてこなかった
河野 桜
休みの日に料理を
kawano sakura 事にチャレンジしようと思い、
したりしています（*^_^*）この前はグラタン
と山芋のチーズ焼きを食べたくて作ってみまし
た～（笑）生のチーズはあまり好きではないの
ですが、焼いているチーズは大好きで、
たっぷ
りのせます（≧∇≦*）まだ簡単な物しか作っ

た事はないですが、色々作れるように頑張りた
いと思います （ * ^ _ ^ * ） 話は変わりますが、
feelのお客様の中でも多いと思います！春に卒
業・入学を迎えた皆様 おめでとうございます
★.*˚新しい生活に不安な事があると思います
が、
楽しい学生生活を送って欲しいです！一緒
に頑張って行きましょう★.*˚最近のfeelはSNS
に力を入れていまして、Instagramなどでお客
様の症例写真やスタッフ同士で接客の練習を
している姿など色んなジャンルで情報発信して
います！やっている方は是非フォローしてチェッ
クしてくれると嬉しいです♥春も過ぎ、
あっとい
う間に夏がやって来ます♪今年の夏はどこか
にお出かけが出来るといいですね…♥

江藤 叶

etou kanae

feel メニュー誕生Story：２

形整ソニック in 上海

10年前、私は中国伝統の
「かっさ」
に興味を持ち、現地在住の友人に協
力してもらい、上海に飛びました。漢字ばかりの国に入って1番に目に飛
び込んだのが
「磁浮」
「
。リニアモーターカー…何となく意味は分かる♬」
と
少し安心しながら乗った事を覚えています。
その後、
色々なハプニングが
ありながらも、中国人の方に3回も助けられた私は
（荷
物を一緒に持ってくれたり、
チケットを買ってくれた方も
（*^_^*））
中国の方へのよいイメージを持ちました♥

かっさ とは？
美容に関心をお持ちの方なら
「かっさ」
を一度は
目にしたことがあるはず。「かっさ」
＝
「刮
（かつ）
」
は“けずる”
「痧
（さ）
」
は
動けなくなって滞っている血液のこと。
水牛のなどのプレートで顔
（身体）
をリンパ、
経絡
（けいらく）
に沿って活性していく美容法♥確かに顔のリフ
トアップなどは望めるのだけれど、私は
「かっさ」
を基本にもっと結果を出
すメニューは出来ないか？と、超音波と合わせることにしました。上海で
は
「かっさ」
サロンを数軒回りました。
中でも友人からの紹介で面白い
「かっさ」
とも出会い、
「かっさでも色々あるのだな～」
と♬

感染予防対策 feel ではお客様の安全の為予防を徹底しております。
〇こまめな手洗い・うがい・空気の入れ換えの徹底
○空気清浄器による99.96％ウイルス除去・消臭・有害物質の除去
○お一人おひとりの施術器具の紫外線消毒の徹底
〇スタッフ全員マスク着用・休日の外出制限・毎朝検温

メインで習ったのは、
上海在住の日本人エステティシャン。
長身で綺麗な方
で、色々な事を学んだり、素敵なお店に連れて行って貰ったり。中国人スタ
ッフさん達に“毛に対する考え方”、
“美肌意識”などを聴きながら、
有意義で
楽しく、
為になる時間を過ごさせて頂きました。
「かっさ」
の跡を写真で撮り、
メモし…。
そんなこんなで、名前も数個考え、
メニューを組立て、時間を計
り、
お客様が短時間で満足して下さる
『形整ソニック』
を完成させたのです。

私のメニューへの拘り
■ 1回で結果が見え

□ マスクで笑わなくなったら
効果が感じられるメニュー
顔が固くなった
□ 結婚式までに小顔になりたい
■ 続けたい！とお客様に
思って頂けるメニュー
□ 二重アゴをスッキリさせたい
■ スッキリして軽くなるメニュー □ 昨夜お酒を飲んだら
朝浮腫んでいる
■ 続けることで、さらに
リンパの流れが
□
顔が垂れてきた
効果が実感できるメニュー
feelで愛されて早10年。
『形整ソニック』
をまだの方は、
是非、
お試しください(^_-)-☆※痛いのが好きな方、
痛いのは苦手な方…強弱のお好みはスタッフまで♬

営業日のご案内

Instagram

２４時間OK！予約システム

※急な研修、代休をいただく場合がございます。
また、火曜の祝祭日は営業する場合がございます。
feel店頭または予約システムにてご確認ください。

2021.4

Sun Mon Tue Wed Thu

4

5

6

7

Fri

Sat

1

2

3

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17
feelのWEB

FACE BOOK

ESTHEFEEL

スマートフォン

携帯・ガラケー

悪くて痛い方は
痛みの後にスッキリ
！
が待っています!

※GW期間中の営業につきましては、
予約システムをご確認ください。

また、“貸切でのご利用”にも対応しております。
お気軽にご相談ください。
feelの詳しい情報

こんな悩みに人気です！
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