五條の

おすすめ
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五條は昭和60年創業し、その後飲食店を中心に11店舗
ほど展開しておりましたが、そのなかのメニューで現在も
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五條の霧水

好評のメニューを数点、紹介してまいりたいと思います。

今回は…

O

絶対お勧めじゃがピリチーズ

ご か の しょう

をベースに、ビールにあうように
豪華につくります。外側はカリッ！
中はもちもち！

発

九州の最後の秘境、五家 荘
九州一の紅葉の名所としても有名です。
１０００ｍ以上の幾つもの山に囲まれ、梅の木轟の滝、
せんだん轟の滝などが自然の壮厳さを実感させてくれます。
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材料
・じゃがいも（中）………………1個
・ベーコン………………………適量
・チーズ…………………30g〜50g
・バター…………………………適量
・塩こしょう……………………適量
しく
がおい
ビール
なし！
い
違
と間
飲めるこ しください。
試
ぜひお

作り方

・チリソース……………………適量
・しょうゆ………………………少々
・タバスコ………………………少々

じゃがいもの皮をむき、千切りにする。ベーコンは細く切る。チリソースにしょう油、タバスコを少々混ぜソースを作る。
フライパンにバターを熱し、
じゃがいもの千切りを入れ、軽く塩こしょうする。フライ返し等で軽く押さえ、形を整える。
時々フライパンを回して、
くっついていないことを確かめ、下側に程よく焼き色がついたら、
フライ返しで裏返し
て、火を弱めて焼く。
くっつきそうになったら、
鍋肌にバターを落とす。
表面がパリッと焼けたら皿にとり、先に作っておいたソースを薄く塗り、細くきったベーコンをのせ、チーズをのせ
てレンジでチン、
チーズが溶けたら出来上がり。

おかげ様で

編集後記
10年一昔と申しますが、
本当に10年で日本を含め世界は大きく変わるものだと痛感しております。
経済における日本の凋落、
領土などに起因する外交問題、
海水温の上昇による海氷の溶解、
気候の変化
など地球環境の問題、
国内でおきた原発事故や天災、
事件など様々なことがありました。
そのなかでも、
東北大震災は人々の運命はもとより周りの人の価値観なども変えたのではないかと思います。
私はテレ
ビなどで被災地の方々の前向きな明るい姿をみているとたくましさを感じ、
元気をもらいます。
家をなく

五條の霧水10周年までカウントダウン

まれたシリーズです
お客様のご要望から生
おかげ様で

五條の霧水は2002年10月初回製造よりまもなく

大好評!!

10年を迎えようと致しております。
この10年、お客様方に口コミで広げて頂きましてス
タッフ一同、
今があるのはお客様方のおかげであると

してローンだけ残った方。会社の建物がなくなり代替地もなく、それでも事業を継続されている経営者
とその従業員。私達は日常生活ではついつい不平不満、愚痴がでてしまいますが、被災地の方々のこと

本当に感謝致しております。8年目より化粧水以外の

を思うと平穏無事に暮らしていることにもっと感謝しなければいけないのだと思います。

リーズと健康食品とを部門ごとに分けまして健康食品

商品が仲間入りしましたが、
このたび、スキンケアシ

五條せっけん 90g
1,575円（税込）

は五條の蔵工房としてお届けさせて頂くようにいた
■発

行：
（有）五條良品販売

熊本市中央区帯山4丁目55-2 五條ビル2Ｆ

■発行人：井口公二

ご 注 文・お 問 合 せ
【お電話フリーダイヤル】

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

しました。
スキンケアシリーズは五條の霧水を中心に
お客様によりいっそうご満足頂けるよう頑張ってまい

【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)

り、蔵工房はお客様方によりお役に立てるような喜ば
五條の霧水

れる商品作りをして参りたいとの決意でございます。
11月より11年目を迎えます五條の霧水シリーズを今
後ともよろしくお願い申し上げます。
スタッフ一同

五條のメイク落とし
炭マーユ 40g
1,575円（税込）

・ベーシック 200㎖
・ライト 120㎖

各1,995円（税込）

月

細切りしたじゃがいもをフライ
パンで焼くだけの料理ロスティ

ピーリングの必要がないんです！

K.N様、
今回も嬉しさ溢れるお便りをいただき、
ありがとうございます。
なかでも
「幸せをもたらす五條ありがとう」
とのお言葉に、
思わず鳥肌
がたつくらい感動いたしまして、
スタッフ皆で何度も何度も読み返して
しまいました。
長年お悩みのかかとのカサカサも解消され、
喜んでい
らっしゃるK.N様のお姿を想像しますと、
私たちまで幸せな気分になる
ことが出来ました(^.^) こちらこそ、
幸せを分けていただき感謝いた
します。
これからも末永いお付き合いを、
よろしくお願い申し上げます。

夫の悩みも解消しました！
！＾＾

スタッフより
お知り合いの方のご紹介で、
ご縁を結ばせていただいたＭ.Ｓ様・・・それか
ら2年も継続してご愛用いただき、
「お肌の調子もよく大満足」
との嬉しいご
報告をいただき、
スタッフ一同我が事のように喜んでおります。さらにご主
人のお悩みも解消されたとのことで、二重の喜びを味あわせていただきま
した！実は霧水は男性のご愛用者も多く、髭剃り後のお肌のケアにご使用
いただいてる等のお声も沢山いただいております。是非お試しくださいませ
♪Ｍ.Ｓ様からの「これからも続けて使わせていただきます」
という有り難い
言葉にお応えできるよう、私共もこの先ずっと、お客様に安心して使ってい
ただける商品をご提供し続けて行きたいと思っております！

五條のメイク落とし
炭マーユ 40g
1,575円（税込）

潤う

五條の霧水

五條せっけん 90g
1,575円（税込）

ベーシック 200㎖／ライト 120㎖

各1,995円（税込）

左手骨折でギブスして、はずれたのも束の間、
左手のみに湿疹にみまわれました。
かゆい、みにくいと思い「そうだ五條の霧水で
治療しよう」
と思い切り噴霧し、かゆみが和ら
ぎ赤くなっていたのも２日間でよくなりまし
た。
びっくりしました。
（兵庫県 A.O様）

お客様と五條の

おしゃべり広場
お客様からのお手紙
他にもたくさんのお喜びの声を
いただいております！

効果を実感！
ハリ
・弾力ともに褒められました!
今年4月、初めて五條の霧水の事を知り、早速使ってみまし
た。
2ヶ月半使って、
先日美容スタッフがいるあるお店のカウ
ンターで肌質を調べてもらったら、ハリ・弾力ともにとても
良い数値で褒められました。(夕方の１番メイク崩れや皮脂
浮きが出やすい時間帯だったのにもかかわらず・
・
・デス！)
これからもよろしくお願いします！
！
（東京都 S.K様）

スタッフより
S.K様、
嬉しいお便りをありがとうございます。
2ケ月半使ってみられての効果に、
私たちス
タッフも驚きと喜びでいっぱいです！霧水効果プラスS.K様ご自身のお肌の力と、
お手入れ
を丁寧になさいました成果なのでしょうね。
引き続き素晴らしいお肌をキープして、
これか
らの寒い時期も乗り切られることを、
心から願っております。
こちらこそ末永くよろしくお願
いいたします。
※私たちも、
チャンスがあれば、
肌質チェックをしてみようと思います♪S.K様
と同じような結果が出ることを祈りつつ・
・^̲^;

スタッフより
このたびはA.O様、ただでさえ骨折で痛い思いをされた事
と存じますのに、その後の湿疹もさぞお辛い思いをされ、
災難でしたね。思い切って霧水を使用され、たったの2日間
でよくなったと驚かれているA.O様、実は私たちもびっくり
しておりますが、辛い思いも数日ですみよかったですね。そ
れほど即効性がある霧水が、まるでスーパーマンみたいに
見えてきたのは私たちだけでしょうか^̲^
これからもお客様の驚きが、喜びに変わることをずっと見
守り続けたいと思っておりますので、末永くよろしくお願い
いたします。

お便り募集中！

知人から「いい化粧水があるよ！」
と教えてもらいすぐ
にサンプルを頼みました。サンプルを使用してすぐに
実感しました。
今まで使用している化粧水とはまったく
違います！！顔にシュッと吹きかけてからすっとなじん
でしっとり。使用して2年目・・・肌の調子もよくて大満
足です。結婚して夫の頭のフケに悩んでいましたがこ
れのおかげでフケが出ません！これからも続けて使わ
せていただきま〜す！
（神奈川県 M.S様）

洗う

湿疹にも効果抜群！

スタッフより
S.A様、
ご貴重な体験談をありがとうございます。
ピーリングをする必要がな
いくらいにツルツルになられたことに、
スタッフもビックリです！！また、クレ
ンジングを洗い流しタイプにはできないでしょうかとのご要望は、お客様よ
りよく聞かれるのですが、一般的に簡単にお化粧を落とすクレンジングは、
合成界面活性剤を使用したものが殆どでして、弊社のコンセプトは体に一切
害のない成分を使い、安心安全な商品作りを一番に考えておりますので、そ
の旨をご理解いただきたくお願いしている所存でございます。
ご要望にお応
えすることができず申し訳ございません。次回は石けんのご感想もお聞かせ
願えましたら嬉しいです。
こちらこそ引き続きよろしくお願いいたします。

落とす

力で
肌本来の
る
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！
つや肌に

スタッフより

プ
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から
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（広島県 K.N様）

もっちもちの うるツヤ肌を実現！！
天然せ
っかりと
優しくし る
洗い上げ

当方80歳。顔の肌はもうあきらめ期待全然
なしなんですけど効果あってるみたい。幸せ！
長年の悩みかかとのカサカサ、五條の霧水で
解決、幸せ！幸せをもたらす五條ありがとう。

化粧を
汚れやお
炭の力で
吸着
きっちり

いつもお世話になります。
「 炭マーユ」は今、2つ目を使っ
ていますが、最初はふきとりが面倒でもう使いたくないと
思っていましたが、もう一度だけつかってみようと思い、2
つ目を使用中です。そして「炭マーユ」のすばらしさを実感
しています。洗顔のあとが今までに経験したことがないよ
うなツルツルなのです。そして温泉によく置いてあるピー
リングをすると消しゴムのカスのようなものが沢山でます
よね！それが全くといってよいほど出ないのです。ピーリン
グする必要がないのです。それで今回3個注文します。欲を
言えばふきとりをしなくて洗い流しが出来たらいいなあと
思います。最後になりましたが、旧石けんをサービスしてい
ただきましてありがとうございました。改良版の方はまだ
使っていませんが、使っている石けんがなくなったら使って
みます。今後ともよろしくお願い致します。
（大阪府 S.A様）

幸せをもたらす五條♥

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

先

〒862-0924
熊本市中央区帯山４丁目５５‐２ 五條ビル２Ｆ
有限会社 五條良品販売

