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こんにちは～

育爪スタイリストの
嶋田　美津惠　です

今日は

☆～～～～～～～～☆

　　　左の人

☆～～～～～～～～☆

という　ハナシ　です

昨年の２０２１年１月で終わった
育爪オンライン練習会ですが

何度か
「　再開します　」
と言いながら
もう１年が経ってしまいました

今回は本当にやります　笑

育爪オンライン練習会が
形を変えて
バージョンアップしました

以前は
ＺＯＯＭを使った
リアルタイムの練習会と
その録画だけでしたが

新しくなった
「　育爪コミュニティ　」
は　さまざまなコンテンツを
好きなときに視聴できます

内容は次のとおりです
１．手足のセルフ育爪教材が見放題
２．育爪診断アドバイス受け放題
３．質問回数無制限
４．ライブでのグループコンサルティング
５．過去のライブ録画が見放題
６．育爪診断アドバイス動画が見放題
７．育爪Ｑ＆Ａ動画が見放題

それに加えて
オイル　やすり　ドロップ容器
が付いています～

爪をキレイにしたい人
爪をリセットしたい人
育爪のやる気を出したい人

に　おすすめなのはもちろんですが

育爪って　どんなことをするの？
という人や

ネイリストさんで
自爪のお手入れや知識を増やしたい人
など

育爪を学びたい　と
少しでも感じている人にも
おすすめしたいと思っています

この　育爪コミュニティ　を
数日前から　売り始めたのですが
ある事情から価格を変更しました

その事情は
昨日の深夜１時
に起こりました・・・

わたしは　よく左側から
「　メッセージ　」
が飛んでくることがあります

１０代後半のころから　ずっと
「　メッセージ　」
のいうことを聞いて生きてきました

そのメッセージは多岐に渡ります

例えば

住まいを引っ越すタイミング
店を移転するタイミング
店の料金
旅行の行き先
映画を見に行きなさい
誰々に電話しなさい
誰々に〇〇を伝えなさい

など　さまざまです

そして　昨夜は

「　育爪コミュニティの価格を変更しろ～　」

と　メッセージが飛んできました

わたし自身　６６００円
という価格が
どうも気になっていました

何か違うな・・・
と感じていたんです

左側から来るメッセージのことを
わたしは
「　左の人　」
と呼んでいます

左の人が

「　もっと
　　お得感がある価格にしろ
　　全然　お得じゃないだろう　」

と怒っているように聞こえました

それを考慮した価格を想像したときに
４０００円という価格が浮かびました

育爪コミュニティに入ると
毎月　やすり　や　オイル
が送られてきます

品物の合計額は
毎月　変わります

組み合わせが
変わるからです

そこで　お客様が

「　あ　ちょっとお得だな～　」

と　感じる月があると
面白いんじゃないかな
って思いました

それが　４０００円　なんです

（　すでに　申込された方には　
　　差額を　返金いたします～　）

なぜなら　一番高い月だと
品物代と送料をあわせて
５０６０円なんです

いつそれになるかは
わかりませんが・・・

とにかく　品物代と送料　だけで
「　自分で育爪できるようになる教材　」
が見放題です

でも　オイル　があっても
やすり　があっても
自分のために時間をとらないと
結局　爪はキレイにならないんです

わたしが　カルチャーセンターで
講座をしているときに
いつも　興味深い光景　を目にします

参加者の方たちに

「　すべての爪を　削って
　　完成させなくても大丈夫ですよ　」

と何度もお伝えしても
みなさん手を止めません

一度やり出したら面白くなって
最後までやりたくなってしまうんです

そして　オイルを　みんなで塗ると
全員がうっとりした様子で
自分の爪を眺めます

なかば興奮した感じになり
周りの人たちともワイワイ話して
もうみなさん　お知り合い同士になり
盛り上がります

気分よくお帰りになっていかれます

参加者の方々の爪を
わたしが見本として削るはずの分まで

ご自身で削ってしまって
わたしが削る分がない

なんてこともあるくらいで
みなさんの熱意に感心します

わたしは
「　技術　」
を提供しているのではなく

ご自身のために使える
「　時間　」
を提供しているだけ
なのかもしれません

なので　育爪コミュニティ　では
その　「　時間　」　を提供します

月１回　ＺＯＯＭで
育爪ミーティングをします

内容は変わるかもしれませんが

１．アイスブレイク
２．理想の爪をイメージしよう
３．みんなで実践！やすりで形を整えよう
４．育爪診断
５．育爪なんでもＱ＆Ａ
６．爪もみ瞑想
７．シェアタイム

こんな感じで　考えています

爪に時間を費やした人は
かならず　キレイな爪を手に入れます

そして　キレイな爪を
手に入れた人たちは
毎日を　気分良く　暮らせます

毎日　キレイな　自分の指先を見て
うっとりしながら　ますます
指先を見る時間が増えて

そのたびに
「　わたしの爪　キレイだな～　」
と幸せな気分になります

「　爪がキレイだな～　」
「　爪がキレイだな～　」

と繰り返し感じていると
潜在意識は主語を認識しないので

「　キレイだな～　」
「　キレイだな～　」

から

「　（わたしって）キレイだな～　」

と　感じるようになります

顕在意識では　自分のことを
キレイ　と感じていなかったとしても

潜在意識では　自分のことを
キレイ　と思ってしまうようです

わたしたちは　毎日
自分の顔　を見る回数より
自分の指先　を見る回数のほうが
多いので

顔よりも　指先の印象のほうが
潜在意識　に刷り込まれると
感じています

バッグがお気に入りだったり
自宅がいつも片付いていたり
キレイにお掃除されていたりすると
気分が上がります

でも　それらは
いつも見られるわけではありません

しかし　爪は自分の体の一部なので
いつも自分と一緒にいます

いつでも目に入ってきて
「　キレイだな～　」
と感じる回数が多くなります

セルフイメージが
「　キレイ　」
に変わると

判断基準　が変わり
人生　が変わります

まずは　１回だけお試し　の気持ちで
育爪コミュニティで
自分のために時間を費やしてみてください

なりたい自分をイメージする時間を
自分にプレゼントしてあげてください～

６／９（木）までに申し込むと
６／１２（日）夜の　リアルタイムでの
育爪ミーティング（グループコンサルティング）
までに

育爪セットが　郵便受けに
到着すると思います
（北海道　沖縄　離島　以外）

育爪セットが　届いていなくても
もちろん　育爪ミーティングに
参加いただけます

育爪コミュニティ（育爪セットあり）
https://shop.ikuzume.jp/products/community

定期契約になっていますが
アカウントから
いつでも解約できます

では　また～
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