


円山登山ビューティーツアーのお知らせ

axis山岳部主催イベント
【円山登山ビューティーツアー】

朝から爽快!!朝シャン付☆

axisの山岳部(渡辺道子・安井裕司)と一緒に早朝登山♪
気持ちのいい汗を流しましょう!
運がよければシマリスにも出会えるはず☆

汗をかいた後はaxisで朝シャンしてリフレッシュ♪

日時：7月4日(日)AM8:00
集合場所：円山山道入口付近(雨天中止)
所要時間：2時間(終了時間AM9:45)
参加費：無料

参加人数：3名くらい

《当日のスケジュール》

8:00　登山スタート
8:30　円山登頂(15分休憩)
8:45　円山下山開始
9:10　円山入口到着
9:20　axis到着
9:25　朝シャン
9:45　解散

お申し込みは電話(011-616-3173)又はメール(info@hair-axis.cc)まで☆

※人数が集まり次第受付終了とさせて頂きます。お申し込みはお早めに!!
2010.06.13 Sun



2010.06.13 Sun



円山登山ビューティーツアー!!

おはようございます!!ミチコです!!

今日は待ちに待った円山登山ビューティーツアー!!

参加人数3名くらいを予定していましたが、なかなか正式予約がなくハラハラしていたけどギリギ
リになって3名の方が参加してくださる事になりました!!

気合い入れすぎて早く到着してしまった(笑)

30分で登れる円山なのにどんだけ重装備(笑)
この格好で地下鉄乗るのも慣れてきた!
着替えも持ってきたし、サンダルをぶら下げて気合い十分です!!

登山の様子は後ほど更新します☆

2010.07.04 Sun



円山登山ビューティーツアー?

今日は『円山登山ビューティーツアー』開催日!

axisの記念すべき第一回目のイベントです!!

axisメンバー以外の参加してくれたお客様3人は年齢も職業もバラバラ!初めて会った人同士が運命
共同体となり早朝登山♪

朝8時ぞろぞろと登山口に集合。

得意のセルフタイマーで記念撮影したら登山開始!!
吉野さんからチョコレートも配られ、エネルギーチャージ!

吉野さんは矢沢タオルです(笑)

2010.07.04 Sun



円山登山ビューティーツアー?

みんなで一列になってぐんぐん登る。

和気あいあいと会話も楽しみながら好調な滑りだし。

雨が心配されていたけど天気が良くすでに汗だく。

途中水分補給も忘れずに☆

2010.07.04 Sun



円山登山ビューティーツアー?

普段あまり歩かないというＫちゃん、徐々に足取りが重く・・・

「頑張れー!もう少しで頂上だよー!!」

みんなからのかけ声。

みんなで協力し合い、支え合う素晴らしい!!

頂上手前の『山神様』?の前で集合写真♪

2010.07.04 Sun



円山登山ビューティーツアー?

ついに頂上だー!!

うわーい!気持ちいい!!

頂上はなんだか人で賑わっている。

2010.07.04 Sun



円山登山ビューティーツアー?

頂上についたところで道子から冷たい差し入れ。

凍らせてきたアクエリアス。

登山で一度飲んでから凍ったアクエリアスにハマってます(笑)

そして安井さんから朝食のサンドイッチが配られる・・・最高やー!

つい、まったりしちゃったけどこれから営業でした!!

また一列に並んで下山開始!!

2010.07.04 Sun



円山登山ビューティーツアー?

下山は動物園側から帰ることに。

大木に抱きつく!!

リスにも会えた☆

2010.07.04 Sun



円山登山ビューティーツアー?

ただひたすら歩いてaxisに到着!!

ゆる〜い感じで朝シャン＆ブロー。スースーするクール系シャンプーで気分爽快!!

円山登山ビューティーツアーは大成功だね!!

第二回ビューティーツアーも予定しています!お楽しみに☆
2010.07.04 Sun



axis焼肉祭りのお知らせ☆

《ａｘｉｓ　ｎｅｗｓ》 

先日行われた【円山登山ビューティーツアー】は3名の方にご参加頂きとても爽やかな早朝登山を
楽しむ事ができました!!ありがとうございます☆ 

ご好評につき第二回も行う予定です! 

が、その前に【axisイベント】のお知らせ♪ 

7/11(日)は『裏参道祭り』です!! 
axisもお祭りとは関係ありませんが【焼肉祭り】開催します!! 

裏参道祭りを楽しんだ後はaxisでワイワイ楽しく盛り上がろう!! 

日時：7/11(日)・18:30〜 
場所：axis駐車場 
参加費無料!!! 

※参加人数が多くなった場合は1人一品お持ち頂く事もございますのでご了承下さい。 
決定次第ご参加される方にご連絡いたします。 



飲んで!食べて!!笑って!!! 
みんなでアツイ夜を楽しみましょう(＾皿＾) 

参加ご希望の方は『参加人数』もお伝え下さい。 
お申し込みは電話(011-616-3173)又はメール(info@hair-axis.cc)で【みちこ】まで☆ 
2010.07.07 Wed



焼き肉祭りの様子?

更新が遅れてしまいました!

7月11日に行われた『焼き肉祭り』大いに盛り上がりました!!

18時30分、まだ明るい時間から焼き肉開始♪

急に決まったイベントで誰も来てくれないかも・・・なんて心配してたけど、始まってみればど

んどんお客様が集まってくれました!!

入れ替わり立ち替わり気づけば総勢16名!!

裏参道祭りですでにほろ酔いな方も多く(笑)
スタートから楽しい雰囲気!!

差し入れを持ってきて頂いたりと有り難い!!



子供がいると場が和みますね♪

2010.07.15 Thu



焼き肉祭りの様子?

まさか美容室だとは思えない光景(笑)

食べて飲んで笑って祭り最高!!

後半は数名ずつ固まって語りモードでいつもよりちょっぴり深いお話が聞けたり勉強になったり

大人な時間。

気づけば外は真っ暗。

2010.07.15 Thu



焼き肉祭りの様子?

ひたすら肉を焼き続けたコータ君。

肉が足りない!!酒が足りない!!声がかかれば何度も買い出しにいったアリスちゃん。

祭りを一番楽しんでいたのはきっと安井さん。

イー感じに酔ってます。

この笑顔No.1です(笑)

なんだかんだ花火も一番楽しそうにやってました(笑)



花火を楽しむ大人達・・・。

円山登山ビューティーツアーに引き続き、焼き肉祭りも大成功だね!!

参加して下さった皆様、アリガトウゴザイマシタ!!
2010.07.15 Thu



8/21(土)本日の予約状況

おはようございます！

7/15から発売中の元コンサドーレ札幌・曽田雄志さんの本

『生きているから生きてゆける』

　¥1470(税込)

をaxis限定【サイン入り】で販売中!!
さらにご希望の方には写真もプレゼント☆

店内にて、AXISの絵の先生である戸山さんの版画を展示中です☆気に入った版画は購入すること
もできます☆

【10：00現在の予約状況】

吉野：12:30〜13:00でご予約いただけます。

安井：11:30でご予約いただけます。

渡辺（和）：18:00以降でご予約いただけます。

渡辺（道）：14:00以降でご予約いただけます。

【最終受付時間】



・カット：19:00

・パーマ、カラー等：18:00

【週間予約状況】　　

（8/22〜8/28）

|━━━━━━━━━━|
|━|月|水|木|金|土|日|
|━|━|━|━|━|━|━|
|朝|△|〇|〇|〇|〇|△|
|━|━|━|━|━|━|━|
|昼|〇|〇|〇|〇|〇|△|
|━|━|━|━|━|━|━|
|夕|〇|〇|〇|○|〇|〇|
|━|━|━|━|━|━|━|
|夜|〇|〇|〇|○|〇|〇|
|━━━━━━━━━━|

　　○：予約空き有

　　△：若干空き有

　　×：予約空き無
　　休：定休日

　　朝：10：00〜12：00
　　昼：12：00〜15：00
　　夕：15：00〜17：00
　　夜：17：00〜19：00
　　

※時間はおおよその区分であり、若干前後して予約状況をお知らせする事もあります。

※朝10：00の時点での予約状況なので、ご予約のお電話を頂いた時に予約が入っている場合もご



ざいます。

※更新日から1週間の予約状況をお知らしています。

※携帯からだと一行の表示文字数の関係でうまく表示されない場合があります。

※当日の予約状況は上記の【10：00現在の予約状況】をご覧下さい。
例）見ている日（更新日）が月曜日であれば、【週間予約状況】の月曜日は翌週の月曜日の予約

状況です。

皆様のご予約お待ちしております！！

TEL：011-616-3173 

自動メール予約はこちらから登録！→→axis24時間自動メール予約 

2010.08.21 Sat

http://resermo.jp/salon/reserve/hairaxis


第二回　円山登山ビューティーツアーのお知らせ☆

 axis山岳部主催イベント 
第二回【円山登山ビューティーツアー】のお知らせ。 

9/26(日)axisのスタッフ( 今回は全員参加!!)と一緒に秋の円山を登りましょう!! 
もちろん今回も登山の後は朝シャンでスッキリ爽快♪ 
紅葉が始まっているかは山次第!!という事で! 

日時：9月26日(日)AM8:00 
集合場所：円山坂下グラウンド(雨天中止) 
所要時間：2時間(終了時間AM9:45) 
参加費：無料 
参加人数：3名くらい 

《当日のスケジュール》 
8:00　登山スタート 



8:30　円山登頂(15分休憩) 
8:45　円山下山開始 
9:10　円山入口到着 
9:20　axis到着 
9:25　朝シャン 
9:45　解散 

お申し込みは電話(011-616-3173)又はメール(info@hair-axis.cc)まで☆ 

※人数が集まり次第受付終了とさせて頂きます。お申し込みはお早めに!! 

axisのイベント・新商品情報がいち早く届く、メルマガのご登録はコチラから↓
r.hairaxis@resermo.jp 
に空メールでweb予約登録画面に。 

2010.09.17 Fri



第二回、円山登山ビューティーツアー?

こんばんは!

昨日はaxis山岳部主催
第二回円山登山ビューティーツアーを開催しました!!
今回も前回同様朝8:00集合で秋の円山にアタック☆

気合十分axisスタッフ6人全員参加!!

気になる参加者は・・・・ゼロ!!（笑）

まさかのスタッフのみーーーー（−皿−）笑

これじゃただのaxis早朝遠足!笑

7時すぎにはお店について開店前の準備。

寝坊して現地集合になったコータ君・・・

寝癖ヒドッ!!

そんなゆる〜い感じで集合。

アリスちゃん、めっちゃソフト部!!って感じなジャージ姿がナイスだよ♪



2010.09.27 Mon



第二回、円山登山ビューティーツアー?

 吉野さんからチョコバーが配布され、各自タイミングを見てエネルギーチャージしよう!

登山前のお決まりの記念撮影♪

いざ、出発!!!

この光景・・・ウケル（笑）

どんな集団だよ（笑）

2010.09.27 Mon



第二回、円山登山ビューティーツアー?

ポツ・・・ポツポツ・・・ザー・・・・

開始早々・・・雨!?
マジにか!?さっきまでの青空はなんだったの??

えー!!どーする??

なんだか強くなってきたし、ダメじゃないか?

えっ・・・30分で登れる山をまさかの下山。

しょんぼり・・・

そう。山の天気は変わりやすい。

小さな判断ミスで命を落とすこともある。

時には勇気ある下山が必要なのだ・・・。



2010.09.27 Mon



第二回、円山登山ビューティーツアー?

まさかの途中下山。

あれ・・・？

日差しが眩しい・・・何この爽やかな感じ!!

なまら快晴ですがな!!笑

さっきの雨はなんだったのーーー

途中下山で時間あまっちゃったし・・・

みんなで寄っちゃったよね。

スタバ（笑）

2010.09.27 Mon



第二回、円山登山ビューティーツアー?

 優雅すぎる日曜の朝

登山のために集合したとは思えない贅沢な一時。

こんなに優雅な雰囲気なのに・・・

寝起きかっ!!!笑

第二回円山登山は残念ながらスタッフのみでしかも途中下山という残念な結果になってしまいま



したが、懲りずに第三回も開催します!!

円山の紅葉が始まった日曜日に開催予定!!
詳しくは後日お知らせいたしますので、紅葉を楽しみにお待ち下さい!!

本気で参加者大募集中ですから（泣）

2010.09.27 Mon



☆円山登山スターウォッチングツアーのお知らせ☆

 axis山岳部主催イベント 
【円山登山スターウォッチングツアー】のお知らせ。 

10/8(金)・9(土)・10(日)の晴れた日、21時くらいから。(21時半になる場合もございますのでご了
承下さい。) 

axis山岳部と共に秋の夜空を楽しみましょう!! 

かなりアバウトな日時となっておりますが、参加したい!という方に直接詳しくご連絡いたします
ので、ぜひぜひお申し込み下さい☆ 

もちろん参加者の方にはヘッドライトレンタル♪ 
夜の円山を照らしましょう!! 

※今回、ヘッドライトの個数の関係で一名様限定参加とさせていただきます。もちろんヘッドラ

イト持参での参加者大歓迎♪ 

日時：10月8日(金)、9日(土)、10日(日)の晴れた日。PM21:00(又は21:30) 
集合場所：axis(雨天中止) 
所要時間：1時間30分(終了時間AM22:30) 
参加費：無料 
参加人数：1名(ヘッドライトを持参して頂ければ1名以上のご参加も大歓迎!!) 



参加人数：1名(ヘッドライトを持参して頂ければ1名以上のご参加も大歓迎!!) 

※当日は冷え込むことが予想されますので防寒着をお忘れなく。 

【地蔵が怖いと評判です(笑)ｂｙ安井】 

《当日のスケジュール》 
21:00　axis集合 
21:10　登山スタート 
21:40　円山登頂(15分休憩・スターウォッチング) 
21:55　円山下山開始 
22:25　円山入口到着　 
22:30　現地解散 

お申し込みは電話(011-616-3173)又はメール(info@hair-axis.cc)まで☆ 

※人数が集まり次第受付終了とさせて頂きます。お申し込みはお早めに!! 

イベント・新商品などの情報がいち早く届くaxisのメルマガ登録はコチラから↓
r.hairaxis@resermo.jp 
に空メールでweb予約登録画面に。 

2010.10.02 Sat



円山登山スターウォッチングツアー?

10月9日に円山登山スターウォッチングツアーを開催しました♪

営業後、21時axis集合で夜の円山にアタック!!

今回はaxisから山岳部の道子と安井さん、そしてお客様2名の方が参加して下さいました〜ありが
とうございます☆

今回の目的は夜の円山で星と夜景を楽しむ!!

そして個人的に道子のヘッドライトの力試し（　´∀｀）笑

円山坂下グラウンド辺りからすでに外灯が減り暗くなってくる……

私達を待ち受けるのは完全な『闇』

雲行きも怪しい………

まずはお決まりの記念撮影♪

うわっ!!すでにビッカビカの道子のヘッドライト(笑)

光過ぎなのでライトを消してtake2!!



さっ!!いざ出発!!

スタートからお地蔵さんがいい雰囲気…(;゜O゜)
2010.10.11 Mon



円山登山スターウォッチングツアー?

登山開始からすぐにポツポツと霧雨が・・・

ザワザワザワ・・・次第に風も強く吹き荒れる・・・

ライトに照らされたお地蔵さんの存在感の強さ・・・

辺りは完全な闇に包まれた・・・

4人はヘッドライトの光だけを頼りに一歩一歩確実に進めていく・・・

夜の円山は雨のせいか、ものすごく険しい山のよう。

一歩踏み間違えると滑落しそうな・・・

下が暗くて見えないだけに恐怖をあおる・・・

こーゆー看板とか良い演出しすぎ!!（笑）



肝試しじゃないんだから!!

実際は暗くていろんな意味でドキドキしながら楽しく登りました♪

いくら秋の夜だからっていっても、やはり登山は暑い!
汗だくになりながら昼間とは違う雰囲気を楽しむ!

そしてなにより道子のヘッドライトの明るさときたら、たいしたもんだ!
めちゃくちゃ明るいです!!!

安井さんのライドだけ色がオレンジで真ん中が暗い輪のように光ってて弱々しい・・・・

アレで夜道は不安です。

2010.10.11 Mon



円山登山スターウォッチングツアー?

ライトの明るさを生かし一番先頭の道子は目の前の暗闇に立ち向かう恐怖との戦い・・・

一番後ろの安井さんは誰もいないはずの背後の恐怖との戦い・・・気配を感じチラチラと後ろを

何度も確認。

暗くて自分たちがどこまで進んだのかよくわからない。

この道はどこまで続いているのか・・・

そんな時、あんなに不気味に見えていたお地蔵さんの番号が道しるべに!!
実はお地蔵さんに見守られていたのです!!!

時に無言で、時に会話を楽しみ、ぐんぐん登り・・・

ついに山頂が見えた!!!

山頂は木で遮られないからものすごい強風!!

目的の星は雨のため見えなかったけど、目の前に広がる美しい夜景···!



光の地平線やーーーーーー!!!
2010.10.11 Mon



円山登山スターウォッチングツアー?

雨風共に強いですが、せっかく用意してきたので（＾皿＾）

風を防げる場所を探し珈琲をいれよう!

準備中も安井さんがカメラマンとして活躍♪

奇跡の１ショットが撮れた!!!

タイトル：『氣』を操る女子

安井さんのヘッドライトに照らされ素敵な一枚が撮れた（笑）

汗もひいて冷え切った体がほっこり温まる!!
おいしい珈琲で会話も弾む♪　

雨に打たれながらも楽しい休憩タイム。



2010.10.11 Mon



円山登山スターウォッチングツアー?

さー登山はこれで終わりじゃない!!

下山がまっています。

足元が滑りやすいので動物園側から下山することに。

こっちの道は住宅街に面しているせいかさらに真っ暗・・・・

登りよりも地面が濡れていてかなり滑りやすい。

途中全員のヘッドライトを消してみると本当に『闇』です!

お客様がしてくれた円山に関する怖い話を聞いている途中、急に一瞬だけ雨が激しく降り出して

かなりビビりました（笑）

その後も歩き続けると『頭上注意』の看板が壊れて落ちていました。

上を見上げても何もない・・・。

そこにあるのは大きな木だけなのに・・・なぜ?

その後から、なぜか皆で大木の上のほうを見上げようとすると一瞬雨が強くなるという現象が起

きるようになり・・・

「見てはいけないんだ!」
なんてことを話しながら楽しく下山終了!!
お疲れ様でした（＾U＾）



夜の山は昼間にはない魅力がいっぱいありました!!
なによりめちゃくちゃ楽しい♪

あの夜景と珈琲の味は忘れられませんね!

今回参加してくださったお二人にも楽しめて頂けたようでよかったです☆

次は是非、タイトル通り『スターウォッチング』できるといいな♪

楽しかったので夜の円山登山も不定期的にやって行きたいと思いまーす!!!

その前に近々紅葉に合わせて『円山登山ビューティーツアー』を開催したいますので、お楽しみ

に☆

2010.10.11 Mon



第二回円山スターウォッチングツアー?

 こんばんは〜ミチコです☆

11月7日（日）は☆第二回円山スターウォッチングツアー☆を開催しました!!

どうしても円山で星を見たいと思ったミチコが単独登山をしようと前日思い立ったら安井さんも

行く!!

って事に。

だったらお客さまも誘ってみよう!!

そんな思い付きでメルマガだけ送ってみたところ・・・・

安井さん

「誰か来ることになった?」
ミチコ

「もちろん、誰からも連絡がありません!!」

ですよねー（笑）

気づいてました。企画が思い付きってゆるすぎ（笑）

さて、2人で登ろうかーと思ったらコータ君も行く事に!
これもトレーニングの一環です♪

掃除も終わっていざ、出発!!



安井さんからデザート買っていこう!という素敵な提案!!
今夜は3人で山パーティーだぁ〜（＾皿＾）♪

ワクワクだぁーい！

ダイエーでお買いものして、さーいよいよ山に向かいますか!!

夜登山は初めてのコータ君。

めちゃ暗いよ!ライトないと何も見えないよ!!
・・・・なんて脅す安井さん

なのに!!!

あっ!!ライト店に忘れてきた!！（笑）

え〜!!そんなに脅しといて一番大事なもの忘れるって・・・・
寒さ対策だけはバッチリ抜かりナシなのに（＾−＾；）

しょうがないからミチコ先頭で前方を照らし、安井さんを間に挟みコータ君が後ろから照らすこ

とに。



今日も暗いぜ円山!!やっぱり一人だと怖くて登れないかな・・・（笑）
2010.11.09 Tue



第二回円山スターウォッチングツアー?

しばしおしゃべりを楽しみながらサクサク登る。

前回はあいにくの雨だったからまた違う雰囲気の円山。

落ち葉で足元はふかふか。

やっぱり登山はいいな〜なんて思ってたら

いきなりコータ君が

「これって傾斜は何度なんですかね?20度は無いですよね??」

「これくらいの傾斜を自転車で登るって本当にすごいな〜!」

って、すぐ自転車の話にもていく・・・・（笑）

たまらず山の魅力について熱く語るミチコ。

なんて事してたら、気づいたら着いちゃった!!!

今夜も夜景が綺麗だーーーー!

そして、お目当ての星は・・・!!



星一個!!笑
始めから曇っていたのは知ってたけどね。

山頂まで行けば見えるのかと思ったらそんな事ないよね。

星一個って・・・・・

2010.11.09 Tue



第二回円山スターウォッチングツアー?

さて!星の事は忘れて
 みんなで夜景をバックに記念撮影♪

あらら。

夜景モードだとシルエットに。

逆におしゃれだけどやり直し!

みーんな良い笑顔♪

2010.11.10 Wed



第二回円山スターウォッチングツアー?

 さ〜て、パーティーを始めようか・・・・・

ふふふふふふ・・・・・

¥{*}?]{?{+>>S>>+f`S|*|WTRQ#|T+~+・・・・・・
何の呪文なのか・・・・（笑）

なんの儀式なのか・・・・・（笑）

Ｅ‘ＳＤＥ＋｛Ａ＋ＥＦ〜Ａ〜Ｗ〜ＦＣ？＿ＺＷ｛ＱＲ＊ＦＱ・・・・・・
・・・・・・・いでよっ!!!!



悪魔かっ!!

おっそろしいわ!!（笑）

安井さんがカメラの撮影モードを巧みに使いこなしています。

2010.11.10 Wed



第二回円山スターウォッチングツアー?

いやいや!
実際は和気あいあいと♪

岩にすっぽりハマったコータ君（笑）

パーティーに重要な笑いを提供してくれてます!

ポットに入れてきたお湯でコーヒーを淹れ温まり、

疲れた体に嬉しい甘いケーキを食べ、

お口が甘くなったらやっぱりしょっぱい物が食べたくなる・・・

締めのじゃがりこ、うんま〜い!!!



山パーティーサイコー!!

『いつもよりさらに美味しいじゃがりこが食べたければ山を登れ!!』

かさ張るから避けていたけど、

ミチコの登山行動食リストの中に「じゃがりこ」が入りました（笑）

2010.11.10 Wed



第二回円山スターウォッチングツアー?

いや〜今日も楽しかったな〜♪

時間があれば下山後、宮越屋珈琲によって温まりたいね〜なんて話しながら下山開始。

したっけ、来週あたり少し早めに始めて『宮越屋フリートーク付き円山スターウォッチング

ツアー』とかしてみる？笑

それ良い!!ゆるいな〜!楽しそう（笑）
寒そうだけどねー。気温的にどーかなー・・・

雪が解けら『ａｘｉｓナイトラン』を開催しよう!
夜は危ないから女性一人で走るのは不安でできない人もいるし!
きっと参加者も多いはず!!
走り終わったらビールを飲もう!サイコーだねー!!

したっけ、冬は何ができるかなぁ・・・・・

豚汁とか食べたいよね!
けど、何をして食べるか・・・・・

店の庭にカマクラをつくるか・・・・

う〜ん、難しいなぁ・・・・

なんて今後のａｘｉｓイベントについて次から次へとアイディアが飛びかう!
全部ゆるい企画なのが気になりますが（笑）

それがａｘｉｓっぽいのかな!?笑
こんな美容室があっても良いですよね!!

・・・・・ねっ!!!



目的の星は残念だったけど、なんだか収穫の多い登山となりました☆

ａｘｉｓの今後のイベントに乞うご期待!!
イベント情報がいち早く届くメルマガ登録をおススメします!
また、いきなり前日連絡する・・・なんてゆる〜い企画もある!・・・かも??

無事下山したら、もみじが街灯に照らされめちゃくちゃ綺麗でした（*＾Ｕ＾*）♪

2010.11.10 Wed



第三回円山スターウォッチングツアー?

 11月13日(土)は早くも第三回円山スターウォッチンングツアーを開催しましたー!!

毎日かな〜り冷え込む夜に不安も感じつつ、今回は参加者もいるという事で気合いをいれて出発!!

何よりも今回はご夫婦のご参加でヘッドライト持参・トレッキングシューズにウェア、ばっちり

揃えて気合い十分なのです!!

今回スタッフはミチコとコータ君の二人で行ってきました☆

お決まりの記念撮影を済ませて

この寒いのにマジに行くのか・・・!?
そんな表情のアリスちゃんに見送られ(笑)
しゅっぱ〜つ♪

今日も暗いー!
今日も寒いー!!



だけど楽しいー!!!

なんと、意外な事に円山初登山だったお客様!
初登山が夜なんて!
なかなかないですよね(笑)

2010.11.16 Tue



第三回円山スターウォッチングツアー?

いくら寒いと言ってもやはり歩いていると暑い!

途中で水分休憩で足を休めつつ

少しずつみえてきた夜景が綺麗です!

前日までの雨の影響で足がぬかるんでて歩きにくいけどグングン進みます!
2010.11.16 Tue



第三回円山スターウォッチングツアー?

そしてついに山頂キターーーー!!
雨続きだったから空気が澄んでて遠くまで見えるぞ!

今日も星は1個だけど、円山の夜景にお客様も満足?してくれているよう!

お決まりのポットで珈琲を淹れ、今日はロールケーキに、もちろん『じゃがりこ』もお忘れなく

♪

ミチコが珈琲をひっくり返すというハプニングも起こしつつ、山で食べるじゃがりこのうまさも

共感してもらい大満足(笑)

2010.11.16 Tue



第三回円山スターウォッチングツアー?

 夜景を見ながら会話も弾み楽しい一時♪

しかし!

さすがにじっとしていると寒い!!

コータ君がそわそわと落ち着きがない・・・・

次第に口数も少なく・・・・

う〜ん、様子がおかしい・・・・!!

あきらかに、寒そう!!!!笑

山ではそんな調子だったのになんと帰りは走って家まで帰るとか!
走ってると暑くなるから大丈夫らしい。

さすが鍛えてるだけあって体力あります!

店に着いてから靴を見てビックリ!

下山も、もちろん道がグチャグチャ・・・・

靴は泥だらけでこんなことに・・・

　



悪条件の中最後まで一緒に楽しんで頂いたお客様。

ありがとうございました!!

夜はもう寒過ぎて今シーズンのスターウォッチングツアーはこれにて終了!!

なんだかんだで朝2回夜3回円山登山を楽しめました♪

なかなかａｘｉｓ山岳部は活動的でした☆

今後も部活動も盛んにａｘｉｓイベントをお客様と一緒に楽しんでいきたいです!
2010.11.16 Tue



『雪中肉祭り!!』開催のお知らせ

【axis雪中肉祭り!!〜豚と羊の饗宴〜】 

2月27日(日)axisの駐車場でジンギスカン＆豚汁＆おしるこを食べまくろう!! 
飲んで!食べて!雪で遊んで!?冬だって寒さに負けずに盛り上がりましょう! 

羊の本領発揮!道産子ならジンギスカン!!
負けずと豚も気合十分!雪中だからこそ豚汁の温かさが身体に染み渡る・・・!
最後はおしるこの甘さがお口に広がる・・・

まだまだ寒い北海道の冬にaxisでアツイ夜を過ごしましょう（笑）

日時：2/27(日)19:00 
場所：axis駐車場 
参加費：無料・1人一品ご持参下さい。 

※外でのお食事となります。スキーウェア・帽子・手袋など防寒着を着用の上ご参加下さい。 

参加ご希望の方は電話orメールでご予約下さい。 

ご予約はコチラ↓ 
メール 
info@hair-axis.cc 
電話 
0116163173 

2011.02.14 Mon



雪中肉祭り?

 2月27日(日)に『第一回!雪中肉祭り!!〜豚と羊の饗宴〜』を開催しました!!

この寒いのに外で!

・・・寒いからこそ外で!!（笑）

ジンギスカン&豚汁&おしるこを食べまくれ〜!!

2月のミーティングで急遽決まったこのイベント。
axisはやると言ったらすぐ行動です!雪のある内に!

27日当日になって天候は怪しい雰囲気。
ちょっと前に雪が溶けて地面も見えて春のようになっていたのに・・・

雪中肉祭りにぶつけてきたかの様な、

雪!!!

あっという間に地面は姿を消し、辺り一面雪景色。

いいね〜!まさに雪中!!肉祭り日和だ!?笑

こんなに寒いのにも関わらず7名の方が参加して下さいました!!
ありがとうございます!

ジンギスカンスタート!



いやいや!雪すごいな!
外気の気温の低さに負けてホットプレートの力がでない・・・!!
肉が・・・焼けない!!

頑張れ!負けるな!!みんなお腹をすかせて待っている!!

なんとか肉も焼け始め、ｷﾝｷﾝに冷えたビールもうまい!
寒いからビールが常にキンキンで美味しいのです!
しかし、寒い!!次回は熱燗を用意しよう（笑）



2011.03.01 Tue



雪中肉祭り?

 楽しいな♪おいしいな♪
みんなしっかり防寒してても寒いもんは寒い!!

羊の次は豚の出番!!

みんなが早く温まるように豚汁部隊も必死です!!

酒を買いに走りまわり、お次はじゃがいもの皮むきをするアリス。



食材を買いに走り、ずっと豚汁につきっきりのミチコ。

とにかく具だくさん!!

あー良い香り!!早く食べたい!!みんなもうジンギスカン食べてるし・・・
早くそっちに混ざりたーい!!お腹すいたよー!!

そして、いよいよ豚汁も完成!!
早く外に!!



うわーい!!豚汁のいい香りが広がる!
あったかーい!!うまーい!!

冷え切った体に染みわたる・・・!!
豚汁は大好評でした♪

安井さんのこの笑顔がすべてを物語っていますね（笑）

2011.03.01 Tue



雪中肉祭り?

雪の降り続ける中、担当スタイリストじゃなくて普段あまりお話できなかったお客様ともお話が

でたり楽しい一時。

心なしか夏の肉祭りより皆がギュッと集まっていた感じ。

それは寒いから!?

 

2011.03.01 Tue



雪中肉祭り?

 さぁーて、だいぶお腹も満たされ子供達も飽きてきたので
おしるこ登場!!

吉野さんの実家でついたというお餅!和也作のおしるこはあったかくて甘くておいしい♪



2011.03.01 Tue



雪中肉祭り?

 みんな食べたらおしるこの汁だけ残った。

そこで、ほろ酔い気分の安井さんからコータ君にお決まりの無茶ぶり!

『コータ君、一気でしょ!?』

無茶ぶりされても絶対に断らずにやってくれる男スミトモコータ!!

汁を!アンコを!!

飲むっ!

飲むっ!!

飲むぅ〜!!!



やってくれるぜー!!

コータ君はなんでも一気できるからなー(笑)

男の中の男・・・いや!!漢!!!
2011.03.01 Tue



雪中肉祭り?

 最後までやってくれましたよ。
ホントよく頑張った!

鍋の残りのアンを綺麗に平らげました!!

お客さまから頂いたシャンパンをあける大役を任されたコータ君。

初めてあけるシャンパンにドキドキ。

うまく飛ばせるのかな!?

いくか!?いくのか!?
キター!!!



・・・あれ!?

あぁ〜あ、まったく飛ばず・・・・（笑）

そんなところもコータ君っぽい。

2011.03.01 Tue



雪中肉祭り?

 いやー!
寒かったけど雪中肉祭り楽しかったな−!!

これは毎年恒例になりそう!

今回の反省を踏まえて来シーズンはホワイトガソリンを使ったり暖をとれるように火を起こ

すか・・・

さらに快適に雪中を楽しめるように改善していきます。

寒いし参加者ゼロなんじゃないかと思っていましたが、

参加して下さった皆様、本当にありがとうございました!!

そして、参加できなかったけど興味がでた皆様、来シーズンに期待していてください!!
ａｘｉｓはますますイベントに力を入れていきます!!

さっそく今月『フットサル』や『晩酌night』を企画する予定です!!

ａｘｉｓのイベントを逃さないためにも是非ａｘｉｓメルマガに携帯からご登録ください☆

axisのイベント・新商品情報がいち早く届く、メルマガのご登録はコチラから（携帯から）↓
r.hairaxis@resermo.jp 
に空メールでweb予約登録画面に

〜おまけ〜

せっかく頂いたシャンパンを残してはもったいないので、掃除の前にちょろっと飲んじゃいます

。



気持イー感じで掃除をするって新しー（笑）

あれ？コータ君の姿が見えないぞ??

あららーソファーでグロッキー（笑）

酒じゃなくてかんぜんにおしるこにやられて気持ち悪いらしい（笑）

皆が後片付けと掃除に追われる中、掃除も手に付かず。ソファーでガチ寝。

おしるこ一気よりテキーラ一気の方がマシだそうです（笑）

2011.03.01 Tue



☆axis晩酌nightのお知らせ☆

 ☆axis晩酌night☆
先日の雪中肉祭りは悪天候にも関わらず7名の方が参加して下さいました!ありがとうございま
した!!

そしてご安心下さい!お次は室内です(笑)
3月の大雪でまだまだ寒い北海道!

皆で温かい鍋を囲みましょう!!

ゆる〜い感じの宅飲み・・・いや、店飲みです(笑)
ぜひぜひお気軽にご参加下さい♪

普段なかなか話す機会のないスタッフ・お客様同士での会話は新しい発見もいっぱいあって楽し

いです☆どんな雰囲気なのか気になる方はaxisブログで『axisイベント』をチェック!!みんなの楽
しそうな笑顔がいっぱい♪

日時：3/26(土)20:00スタート
場所：axis
参加費：無料・1人一品ご持参下さい。

参加ご希望の方は電話orメールでご予約下さい。
ご予約はコチラ↓

パソコンで予約

http://www.hair-axis.cc/postmail/ivent_yoyaku.htm


携帯で予約

電話

0116163173

 
2011.03.04 Fri

http://www.hair-axis.cc/i/ivent_yoyaku.html


晩酌night?

 3月26日20：00〜『ａｘｉｓ晩酌ｎｉｇｈｔ』を開催いたしました!!

雪中肉祭りは盛り上がったけどやっぱり寒かったので、今回は室内♪（笑）

みんなで鍋を囲って飲みましょう♪って事で!!

今回の鍋は道子特製キムチチゲ鍋と寄せ鍋!!

前回の豚汁同様、もりもり具沢山なのだ!

今回の参加者は女性5名男性1名。
さすがステキ女子の集まり!

持参して頂いた一品料理がおっしゃれ〜!!
見習いたい・・・・（笑）

どれも美味しくってたまりませんなー



2011.03.30 Wed



晩酌night?

ボリューム満点!鳥の丸焼き!!!!

鳥の解体ショー。

テキパキと食べやすい大きさに切っていただきました!

初めて会うお客様同士も楽しそうに会話が弾んでいて嬉しいな!

さらに、ツイッターで偶然知り合ってaxisで髪を切ってる事が判明したお二人が晩酌nightをきっ
かけに会う事に!これってすごい!!

そんな出逢いの場にもなってるaxisイベントって本当に面白い!



みなさんお酒に強い!ビールがあっという間になくなっていきます（笑）
結局今日もビールを買いに走るアリスちゃん・・・お疲れ!!
2011.03.30 Wed



晩酌night?

 食べて飲んでみなさんの表情も良い感じ★

気持ちよ〜くなってきた安井さんからここでまた無茶振りが・・・

もちろん標的はコータ君（笑）

すっかり一気キャラになったコータ君。

前回見事にお汁粉一気をやってのけた彼への指令は・・・

『鍋蓋一気』

土鍋の蓋に並々注がれる赤ワイン・・・

なぜか嬉しそうに笑っているコータ君（笑）

さぁーみなさんカメラの準備はできていますか!?

イキマス!!



うぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ〜!!

ぐいぐいイクねぇー!
さすがコータ!!男だね!!

お酒に強いわけではありません!
安井さんの無茶振りに負けなくないんです!!（笑）

あらら〜気持ちいー感じになってますね。

おにぎり片手にこんな笑顔が出来る人いないよね（笑）

2011.03.30 Wed



晩酌night&#65533;

 楽しくなってきちゃったコータ君。

10分のインターバルの後、お次は日本酒で鍋蓋一気に挑戦!

マジにか!?マジにイクのか!?大丈夫か!?

容赦なく注がれる日本酒。

あーたれてるたれてる・・・・



はい、できあがり〜（笑）

結局鍋蓋でワイン1杯日本酒2杯を飲んだコータ君。

彼がこの日の記憶を失くしたのは言うまでもない・・・・（笑）

2011.03.30 Wed



晩酌night?

 食べて、飲んで、盛り上がった晩酌night!! 

なんだかaxisスタッフはいつも楽しんでいますが、ご参加していただいたお客様もどうやら楽しん
でいただけたみたいで嬉しいです!!

そして、転職で東京に行ってしまうお客様と最後に素敵な思い出がつくれてよかったです!!
axisで宅飲みしたな!ってたまに思い出して頂けると嬉しいです（笑）

結局終電ギリギリまで飲み続けた晩酌night。
いつのまにかBGMはテレサテンになっていた（笑）
すっかり『居酒屋axis』今日も最初から最後までゆるかった（笑）

最後までお付き合い頂いた方々、ありがとうございました!!

やっと春らしく暖かくなってきたしね!



お次はまた外で!お花見でワイワイやりましょう!!
お花見といっても桜のないaxis駐車場ですが（笑）

沢山の方のご参加お待ちしております!!

2011.03.30 Wed



MORNING RUN 開催のお知らせ!!

 【MORNING　RUN　and COMMUNICAION byYASUI】

長かった冬も終わりを告げ、いよいよ春到来!
やっと出てきた地面を踏みしめ春を感じる今日この頃。

ついに始動!!!axis早朝ランニング!!

MORNING　RUN
毎月第1·3日曜日に開催!?
AM7:45　START

集合場所：axis前(雨天中止)
所要時間：約一時間(終了時間AM8:45)
参加費：無料

参加人数：３名様が集まり次第開催します

Q1.何キロぐらい走るの??

まずは５kmです。

「今年から走ってみたい!!」や「走るのには興味があるけど・・・」など。
ランニング初心者の方に合わせて5kmを目安にしたコースを用意。ゆっくりペースで安心して走れ
ます。

Q2.着替えは出来ますか??

もちろん用意します。

走った後の汗が気になる方には、着替えルームを設けますのでご心配なく。

(キッズカットスペースが着替え場所となります)
お荷物は店内でお預かりしますが、貴重品は各自でお持ちください。

Q3.本当に定期的にやるんですか??



なんとか頑張ります。

もしかしたら、疲れが溜まりにたまってできない事があるかもしれませんが、なんとか頑張って

やります。でも這ってまではしません。あしからず・・・(安井)

【予約は3日前までに携帯サイト・ウェブで】

【着替えスペース】

【中止の連絡は前日にメールにてご連絡します】

【駐車場４台分有り】

【安井が疲労の時中止】

※距離やコースは状況に合わせて変わります。

※雨天の場合は中止いたします。(中止の場合は前日にメールでお知らせいたします)
※着替えスペースは一つになりますので、順番になります。

※私事ですが、たまに開催できない場合もございます。

ご予約はホームページの『イベント予約』から、又は携帯にて受け付けます。

携帯からのご予約は下記リンクから専用フォームをご利用ください。 

携帯から 
http://www.hair-axis.cc/i/ivent_yoyaku.html 

『MORNING　RUN』
第一回目は4月17日(日)AM7:45　START!!!

http://www.hair-axis.cc/i/ivent_yoyaku.html


axisスタッフと一緒に春を感じながら爽やかな汗を流しましょう♪
2011.03.31 Thu



☆G.W.お花見開催のお知らせ☆

 【G.W.はaxisでお花見♪】 

円山公園の桜はまだ咲いていないようですが! 

G.W.はお花見で決まり!! 
5月4日(水)19:00〜場所はもちろんaxis駐車場! 

えっ?桜がない!?桜は無くても肉はあります!!笑

お花見＝BBQです! 

やっと外でBBQが出来る季節になりましたね!
水曜日は晴れの予報!このまま雨になりませんように・・・

まだまだご予約受付中!!!

食べて飲んでな、お花見を楽しみましょーーー♪

日時：5月4日(水)19:00 START 
場所：axis駐車場 
参加費：無料　※お一人様一品ご持参下さい。 



ご予約はHP又は携帯専用フォーム↓から★ 

※ご予約は3日前までに! 

予約は下記リンクから専用フォームをご利用ください。 

携帯から 
http://www.hair-axis.cc/i/ivent_yoyaku.html 

2011.05.01 Sun

http://www.hair-axis.cc/i/ivent_yoyaku.html


本日のお花見について

 本日19:00開催予定のお花見について!!

現在小雨が降っていますが天気予報的には18時から曇りに変わるので、あと1時間だけ様子を見
て18時の天気次第で開催するか中止にするか決定しようと思います!!

気温的には寒いのですが・・・・（汗）

せっかくお休みを合わせてくれている方もいますので・・・

もし、開催することになった場合は参加予定の方は暖かい格好でお越しください!
2011.05.04 Wed



お花見

 本日のお花見イベントですが、ぎりぎり雨が降っていないので、開催します!!

STARTは19:00をすこし過ぎてしまうと思いますが、やります!!

ご参加の方は19:00頃、もしくは少し経った頃にaxisまでいらっしゃってください!!
2011.05.04 Wed



axisお花見?

 5月4日はaxisで桜のないお花見を開催しました!!

朝から雨が降り続けどんよりした雰囲気で始まった一日。

今日はやるのか!?できるのか!?お花見!!!

ギリギリ18時まで粘っていたら奇跡的に雨がやんだ!!
曇りならOK!!寒いけど開催決定!

本当は心地よい気温の中キンキンに冷えたビールでカンパーイ♪の予定だったけど・・・

外に置いておくだけでキンキンに冷えるビール!気温は恐らく6℃・7℃くらい!

寒いー!!!こんなに寒い中なんと参加者が7名!（内二人は吉野さんの息子&娘）
嬉しいです♪

19時スタートと言っておきながらまたまた時間にルーズなゆる〜いaxis。

19時半すぎごろようやくお花見（＝BBQ）スタート!!

カルビにホルモン・ジンギスカーン♪野菜もたっぷり美味しいなぁー♪



axisスタッフと合わせて総勢13名!!
人数が多いと楽しいな!

そしてやっぱり外で食べる肉はうまいーーー!
2011.05.05 Thu



axisお花見?

 今日も参加費無料でお一人様一品何かお持ちして頂くスタイル★

すっかりコレが定番です!

今日も皆様ステキな物を・・・・!!!

ポテトサラダに桜のおにぎり!!
なんて女子度の高い事でしょう!!毎回勉強になります!
この桜の花びらは塩桜でその出汁でご飯を炊いているそうです!
美味しいし可愛い☆

桜のないお花見に見事に桜が♪コレで完璧にお花見ですね（＾皿＾）

さらに日本酒にデザートには美味しいイチゴー!

皆さん打ち合わせナシでナイスチョイス!!



1人もかぶらずに後はお肉で文句ナシのメニュー!!

どどーん!!と今回のジンギスカンはただのジンギスカンじゃない!!

八仙の塩ジンギスカンをご用意しておりました!!

ここのジンギスカンは、なんまうまいっ!!
箸が止まらないー!

axisスタッフは今日良く働いてる順にご褒美制で吉野さんから塩ジンギスカンを頂く！（笑）
あざ〜っす!

さらに、プチトマトを串に刺して八仙を意識（笑）

焼いたトマトって美味しいんですよね〜♪

あー幸せ!

炭火焼　八仙　2号店

札幌市中央区南1条西13丁目　ベストール南大通り1F

TEL：0112724055

営業時間：18:00〜24:00（肉がなくなり次第終了）
定休日：火曜日（祝日は営業、翌日振替休）

トンとろご飯もめちゃくちゃ美味しいからオススメです!



ランチでトンとろご飯をやっていると噂です。

2011.05.05 Thu



axisお花見?

気温は寒いはずなのに、楽しさでそんな事どっかに吹っ飛んじゃいますね!

皆で火を囲み会話も盛り上がる♪

コータ君だけ煙に巻かれて目が真っ赤!（笑）

それでも席を離れないのがコータ君!ひたすら肉を焼き続けるのだ!

お二人でご参加の方もお一人でご参加の方も

みーんな一つになってる空気がイイですね!

初対面とかそんなの関係ないのです!
みんなaxisで髪を切っているってだけでもう仲間です（笑）



身体も冷えてそろそろ甘い物が食べたい時間・・・・

寒い日だったので、雪中肉祭りで大好評だったおしるこを今回もご用意いたしました!!

う〜ん!あったまる!美味しいな!

・・・あれ？おしるこがあるって事はやっぱりお決まりの

安井さんからムチャ振りコール!!!!!笑

コータおしるこ一気の時間です!
2011.05.05 Thu



axisお花見?

 今夜もやってきましたこのお時間!

一気コールは絶対に断らない!それがコータという男!!

・・・あらら？皆におしるこ配ったら汁がなんだか少ないねぇ・・・・

足りないしょ?コレじゃ物足りないよね!コータ君!!

ぽぽぽぽ〜んっ!!

と、鍋にイチゴが二粒放り込まれた!

イチゴ大福って美味しいからね!あんこにイチゴは合うでしょう!

それだけじゃ汁が足りないな!誰が言い出したのか・・・・

おしるこの日本酒割り決定!

とくとくとくとく・・・・

お客様から日本酒が鍋に注がれる。

さぁー!匂いチェックをした後、呼吸を整え・・・

コータ・・・・いきますっ!!!!!



ぅう・・・・マズイ・・・

けど、飲む!飲む!!飲む!!!

イチゴは!?イチゴはまだか!?いったか!?

イチゴに取り掛かりました!
誰かが実況する（笑）

じゅわ〜イチゴに含まれたおしるこ日本酒割りの味がお口全体に広がっていたらしい・・・

・（笑）

うわー!やったー!!さすがコータ君☆



なんか、顔色悪いけど（笑）

一滴残らず飲み干した!　

アンタはエライ!!

このあと店内に引きこもり一向に出てこなかった・・・・

2011.05.05 Thu



axisお花見?

 

コータ君不在の中、外ではまだまだお楽しみ中♪

コータ君の安否を確認しながら最後の最後まで箸を止めない道子（笑）

上機嫌な安井さんはいじるコータ君がいなくなったとたんターゲットを道子に変えてやっぱり一

番楽しそう（笑）

なんだか気づいたら来月のイベントまで決めちゃって!?
吉野さんからすんなりOKもらってる!

来月は外でたこ焼き&人形劇!

・・・人形劇!?

安井さんがやるって言ったらやります!マジです!!
もちろん作るのは道子です!

また思いつきでとんでもない指令が出た・・・・・

来月イベントの詳しい内容は後日ブログ・メルマガ・HPでお知らせします!
皆さん是非是非ご参加下さいね♪



　

最後はコータ君も混ざって記念撮影☆

チャンピオンベルトかってくらい高々と上げられた鍋がウケル（笑）

寒い中参加してくださった皆様ありがとうございました!!

来月も是非♪

すでにイベント参加連続2回目の方もいます!!
嬉しいです☆

片付け最中急に雑談タイムに。

すぐに脱線するaxis。

axisでよくある光景です（笑）

議題『今日営業中、吉野さんが間違ってみっちゃんをありすちゃんと呼んだけど気づいていなか

った事件』



吉野さん以外全員が気づいて目を合わせて笑ってました（笑）

そして来月イベントが楽しみでしょうがない安井さん・・・

『axisって本当面白い!!人形劇めっちゃ楽しみなんだけど!』
と、ニッコニコ♪

来月イベントに合わせて制作・稽古頑張ります（笑）

沢山の方のご参加お待ちしております。

人形劇というかなんというか・・・・大人にも楽しんでいただける内容になりますので!!
2011.05.05 Thu



第三回円山登山ビューティーツアーのお知らせ♪

 axis山岳部主催イベント 

やっと暖かく良い季節になってきましたね! 
今年もやります! 

【第三回円山登山ビューティーツアー】 

毎日のお散歩コースの方もこれから登山を始めてみたいと思っている方も! 
axisスタッフと一緒に朝の円山登山で爽やかな汗を流しましょう♪ 
30分くらいで登れる山なので初めての方でも大丈夫! 

日時：6月18日(土)AM7:45 
集合場所：坂下公園グラウンド(雨天中止) 
所要時間：1時間15分(終了時間AM9:00) 
参加費：無料 
参加人数：5名くらい 

《当日のスケジュール》 
7:45　坂下公園グラウンド集合 
7:50　登山スタート 
8:20　円山登頂(15分休憩) 
8:35　円山下山開始 
8:55　円山入口到着 
9:00　現地解散 



※前日に雨予報の場合中止となります。中止の場合はaxisブログにてお知らせいたしますのでそち
らをご参照下さい。 

ご予約はHP又は携帯専用フォーム↓から★ 

※ご予約は3日前までに! 

予約は下記リンクから専用フォームをご利用ください。 

携帯から 
http://www.hair-axis.cc/i/ivent_yoyaku.html 

※人数が集まり次第受付終了とさせて頂きます。お申し込みはお早めに!! 

axisのメルマガに登録していち早くイベント情報をGET!! 
r.hairaxis@resermo.jp 
に空メールでweb予約登録画面に☆
2011.06.08 Wed

http://www.hair-axis.cc/i/ivent_yoyaku.html


明日開催!円山登山ビューティーツアー!!

  axis山岳部主催イベント 

まだまだ参加者募集中!!

明日開催!【第三回円山登山ビューティーツアー】 

毎日のお散歩コースの方もこれから登山を始めてみたいと思っている方も! 
axisスタッフと一緒に朝の円山登山で爽やかな汗を流しましょう♪ 
30分くらいで登れる山なので初めての方でも大丈夫! 

山頂でキンキンに冷えたノンアルコールビールで乾杯しませ

んか!?笑　ｂｙ安井

日時：6月18日(土)AM7:45 
集合場所：坂下公園グラウンド(雨天中止) 
所要時間：1時間15分(終了時間AM9:00) 
参加費：無料 
参加人数：5名くらい 

《当日のスケジュール》 
7:45　坂下公園グラウンド集合 
7:50　登山スタート 
8:20　円山登頂(15分休憩) 
8:35　円山下山開始 



8:55　円山入口到着 
9:00　現地解散 

※明日は晴れ予報なので開催します!!! 

ご予約はHP又は携帯専用フォーム↓から★ 

※ご予約は3日前までに! 

予約は下記リンクから専用フォームをご利用ください。 

携帯から 
http://www.hair-axis.cc/i/ivent_yoyaku.html 

※人数が集まり次第受付終了とさせて頂きます。お申し込みはお早めに!! 

axisのメルマガに登録していち早くイベント情報をGET!! 
r.hairaxis@resermo.jp 
に空メールでweb予約登録画面に☆
2011.06.17 Fri

http://www.hair-axis.cc/i/ivent_yoyaku.html


第三回円山登山ビューティーツアー?

 6月18日（土）に第三回円山登山ビューティーツアーを開催しました!!!

今シーズン初の登山!
気になる参加者の数は〜・・・・・

oh〜〜〜〜〜!!

ぜ〜ろ〜に〜ん!!!笑

残念・・・・結構参加したいとおっしゃってくれていた方も多かったけど、皆さんいざ日にちが

決まるとなかなか予定が合わないみたいですねー。

しかしっ!!

参加者いなくたって登りにいっちゃうからaxisスタッフはアツイ（笑）

今回は安井さん・ミチコ・コータ・アリスの4人で営業前に出発進行!!!

出発前の集合写真のやる気の無さ・・・・（笑）

決して嫌々登るわけじゃございません!

だって朝だからね!7時45分集合って・・・・早いよね!ミチコなんかいつも起きる時間だから
ね（笑）

さー!気合入れていきまっしょい!



若者二人、コータとアリス。

ポーズすらとってくれない・・・・・（笑）

おニューのサングラスでバッチリ決まってる安井さん!
登山より明らかに走る感じの雰囲気（笑）

オーラが溢れ出る安井さんの奇跡の１ショット!!

2011.06.22 Wed



第三回円山登山ビューティーツアー?

 開始早々キツイ・・・と漏らす安井さん。

アリスちゃんも日ごろの運動不足を嘆く。

それでも歩き続ければゴールは逃げないんだ!

円山登頂!!

初めて山頂に立ったアリスちゃん!

曇り空が残念だけど、今日も遠くまで見えます!



安井さん絵になるなー（笑）

ミチコはすぐ端っこギリギリに行きたがる。

2011.06.23 Thu



第三回円山登山ビューティーツアー?

 

朝食を食べたら下山!!

ついゆっくりしちゃって時間がない!!

やや早歩きで下山してたら

エゾリス!!

この日はエゾリスとシマリスといっぱい会えた♪



今日は良い事あるかもね!なんて話しながらサクサク歩く。

　

ロードバイクではくピッチピチのスパッツをはいてたコータ君。

これで赤いジャケット着たらルパンだね（笑）

安井さんの一言に爆笑!!!

赤いジャケット着てほしい〜

円山登山ビューティーツアーは第一回目しかお客様の参加がありません!笑

次回はきっと誰か参加してくれるはず!と期待してます（笑）

日程は決まっていませんが、またＨＰ・ブログ・メルマガでお知らせいますので、要チェックで

すよ!!
2011.06.23 Thu



7月10日はaxis肉祭り&人形劇!!

 《ａｘｉｓ　ｎｅｗｓ》 

今年も円山裏山道祭りの日に合わせてaxis肉祭りを開催します!!! 

今回はたこ焼きもありますよ♪ 

そして、なんと言っても今年の目玉は人形劇!!!笑 

axisの塀を使ったaxisスタッフによる人形劇! 

題【塀の上のサル】 

人形作りから稽古など、力が入った劇です。 
お子様から大人まで楽しめる内容となっておりますので、ぜひ沢山の方に見て頂きたいです! 

日にち：7月10日(日) 
《当日スケジュール》 
18:00　会場〜焼肉開始(ほろ酔い気分になりましょう) 
19:00　開演〜人形劇スタート(約10分) 
19:10　引き続き焼肉を楽しみましょう♪ 
参加費：無料　お一人様一品お持ちより下さい。 
参加人数：15人くらい 

裏山道祭りを満喫したらaxisに直行! 
皆様のご参加お待ちしております! 

ご予約はHP又は携帯専用フォーム↓から★ 
※ご予約は3日前まで!! 

予約は下記リンクから専用フォームをご利用ください。 

携帯から 
http://www.hair-axis.cc/i/ivent_yoyaku.html 

http://www.hair-axis.cc/i/ivent_yoyaku.html


※定員になり次第締め切らせ頂きます。お申し込みはお早めに!! 

axisのメルマガに登録していち早くイベント情報をGETしよう!!
r.hairaxis@resermo.jp 
に空メールでweb予約登録画面に。 

2011.06.27 Mon



第四回円山登山スターウォッチングツアーのお知らせ

 《ａｘｉｓ　ｎｅｗｓ》 

axis山岳部主催イベント 

【第四回円山登山スターウォッチングツアー】 

最近は夏っぽく蒸し暑い夜・・・・ 
そこで!今回は円山山頂でビールで乾杯♪お山でパーティーツアーです(笑) 
汗だくになりながら登った後はキンキンに冷えたビールで喉を潤しましょう! 

日時：8月6日(土)PM21:00くらいから 
集合場所：axis(雨天中止) 
所要時間：約1時間30分(終了時間PM22:30)前後する場合がございます。 
参加費：無料 
参加人数：5·6名くらい 

※ヘッドライト・自転車のライトなど辺りを照らせる物をお持ちの方はご持参下さい。 

【地蔵が怖いと評判です(笑)ｂｙ安井】 

《当日のスケジュール》 
21:00　axis集合 
21:10　登山スタート 
21:40　円山登頂(30分休憩・ビールで乾杯) 
22:10　円山下山開始 
22:30　円山入口到着・現地解散 
スケジュールの時間は前後する場合がございます。 

※飲酒後の下山となります。夜の登山になります、足元も暗く滑りやすいと思われます

ので、ビールは1人1杯。十分に注意しながらゆっくりと下山しましょう

※前日に雨予報の場合中止となります。中止の場合はaxisブログにてお知らせいたしますのでそち
らをご参照下さい。 



ご予約はHP又は携帯専用フォーム↓から★ 

※ご予約は3日前までに! 

予約は下記リンクから専用フォームをご利用ください。 

携帯から 
http://www.hair-axis.cc/i/ivent_yoyaku.html 

※人数が集まり次第受付終了とさせて頂きます。お申し込みはお早めに!! 

axisのメルマガに登録して楽しいイベント・新商品情報をいち早くGET☆ 
r.hairaxis@resermo.jp 
に空メールでweb予約登録画面に。 

2011.07.15 Fri

http://www.hair-axis.cc/i/ivent_yoyaku.html


第二回焼肉祭り&人形劇

昨日7月10日は裏参道祭りでしたね！
去年よりさらに人が多い!大盛況!!

そして、axisもそのガヤガヤに便乗して（笑）

第二回焼肉祭り&人形劇!!!!

え〜!?人形劇!?

安井さんの『人形劇やるぞ!!』発言から約二ヶ月かけて人形作り・小道具作り・台本作り・音楽
編集・・・・そして夜な夜な行われた稽古・・・

安井さんと道子で大まかな台本を考え皆でさらに良くなるように調整し・・・・

人形・小道具、その他もろもろ全部道子1人で制作。
そして和也がaxisを去る前に音楽編集してくれた。本番にはいれなかったけど、一緒に劇を作りあ
げたのです。

そりゃ〜もぉ〜正直大変でした！笑

だけど、やると言ったらやる!!口だけじゃなく行動に移さないと意味がない!

『やります!やれます!!やらせて下さい!!!』精神のaxis！笑

当日一体何人の参加者がいるのか!?

いざ、当日!毎回申し訳ないのですが、営業押しでスタート押し・・・
お客様自ら炭をおこしたり、肉を焼いたり・・・・毎回毎回皆様に支えられてなんとか成り立っ

ています。本当に感謝！感謝！ありがとうございます！

だんだんと賑わって肉も焼けるし酒も進む！

むしろ、皆さん裏参道祭りですでにほろ酔いだったりで（笑）

会場があったまってきたころ、時間が押してあせりながらそろそろ人形劇を始めようかと辺りを

見渡したら・・・・



↑（写真は劇が終わって何人か帰った後でこれでも人がかなり減った方）

人!ヒト!!ひとぉ〜〜〜〜〜!!人だかり!!!
いやいやいや・・・予想以上の人数にかなりビビりまくり!!緊張MAX!あの人数の前であの劇を!?
いつの間にか30人前後集まってる〜（笑）
パキスタン人の方も3人くらいいたりして!笑

やるしかない!人形劇【塀の上のサル】スタート!!↓

http://www.youtube.com/watch?v=EDRbofPMWuU

こんな宴会芸みたいな人形劇に皆さん最後まで笑顔でお付き合いいただきありがとうございます

！

子供たちの『悟空がんばれ〜!!』の声にどれだけ救われたか···（泣）
本当にaxisキッズありがとう!!

http://www.youtube.com/watch?v=EDRbofPMWuU


2011.07.21 Thu



第二回焼肉祭り&人形劇?

劇が終わったとたんにサアーっと人が引けていった（笑）

みんな本当に劇目当てで楽しみにしててくれたんだなぁ〜！

もちろん通りがかりの人もいたけれど。

劇が終わって一段落。

axisスタッフも気持ちが落ち着きやっとゆっくり食べ飲みできるかな〜♪と思ったけど・・・・

なんせ人が引けたといってもまだまだ20人前後いるからね!!

焼くのに忙しい!!ビールを追加で買いに行くので忙しい!!
あっちへこっちへバタバターーーーー！

 

劇で使ったたこ焼きも結局最後はお客様が自ら焼いてくれてたり（笑）

リアル悟空のコータ君はそのままの格好で場を盛り上げる♪



イスが足りなくて皆さん立ったままだったり、しゃがんで食べたり。

イスがなくてスミマセン・・・・・

今回も参加費無料でお一人様一品持参していただくスタイル！

おつまみやお酒・ホッケにちらし寿司！

デザートにはゼリーにおやき・美味しいスイカ!などなど。

沢山の料理が並んで美味しい！楽しい！嬉しいなぁ!!
2011.07.21 Thu



第二回焼肉祭り&人形劇?

とっても印象的なのがモザイクミッキー!!!笑

ミッキーがモザイクになってる姿なんて初めて見ました（笑）

写真も撮らせてくれるノリの良いお客様が多くてありがたいです（笑）

そして新人のコースケ君の筋肉アピール（笑）↓

焼肉祭りの２・３日後、コースケ君もモザイクミッキーＴシャツを着てきた（笑）

持ってたんかい!!!!!

楽しい時間はあっという間！一体今何時だ!?
と、時計を見てもまだ21時過ぎくらいだったりしてビックリ！



なんせこの日は18時スタート!!そんなに早く店閉めていいの!?って感じだったけど、
時間がいっぱいあって楽しいなー！

皆さんお箸もお酒もおしゃべりも止まらない!!!
徐々に人数が減って最後はしっとり飲み語り。

毎回参加してくださる方々は最後の最後まで残ってくれました!!

結局18時から0時近くまでたっぷり6時間食べて飲んで！
焼肉祭りサイコーだーーーーーい!!!!

今年も皆様に支えられ焼肉祭り大成功!!

若干グダグダだった（?）人形劇も大成功!って事でよろしいでようか!?笑

人形作りや小道具作り、裁縫・編み物・工作、1人で全部制作した道子も

口の中火傷しながらコーラ一気したり体を張って主役を務めたコータ君も

音楽が聞こえなくてほとんどアカペラで熱唱したアリスちゃんも

台本や流れを考えたり演技指導をしたり皆をまとめてくれた安井さんも

いきなり入社初日で祭りと人形劇にとまどいながらも協力してくれたコースケ君も

終始笑顔で一番楽しんでた!?（笑）練習に一度も参加できずに大事なセリフを叫んでくれた吉野さ
んも

み〜んなお疲れ様!!
そして、集まってくださった皆様!!



本当にありがとうございました!!!

また、お客様の一言で安井さんがひらめいちゃったから来年の焼肉祭りもまた、塀を使って楽し

い事やっちゃいますんで宜しくお願いします!!!!笑
2011.07.21 Thu



人形ができるまで?

 先日7月10日にaxisスタッフによる人形劇

『塀の上のサル』

考えるのも作るのもやるのもスタッフ。

そして人形・小道具・大道具制作を担当した道子による、制作秘話（？）を少しだけご紹介しち

ゃいます♪

まずはどんな劇にするのか。

アニメとかみんなが知ってるやつにしよう！

ドラゴンボールはどうだ!?
いいじゃん！いいじゃん!!シェンロンとか登場したらカッコイイじゃん!!

って事で、シェンロン作り開始!!

しかし、大きさはどうする？素材は何を使う？？

シェンロンといえば龍だから皮膚はゴツゴツしてるよなぁー得意のダンボールじゃ、あの質感が

出ないし・・・

そーいえば屋根裏に発泡スチロールが何個かあったな!!

発泡スチロールの大きさに合わせて頭の大きさを決定！！

まずはシェンロンのデッサン。

頭の中にイメージをしっかり持って、大まかな形をカッターで削り出す。



細かいところは発泡スチロールを擦り合わせて削る。指で削る。

この作業で皮膚のゴツゴツ感をだしたらこんな感じに　↓

↑　左と同じ形からシェンロンの顔の前を削り出しました。

さらに頭の後ろの部分を作ってくっつけるとこんな感じ　↓

っぽい！！自分の才能がコワい！笑



自分に酔いしれながら空いてる時間を見つけては作業を続ける。

2011.07.26 Tue



人形ができるまで?

 頭が完成したらお次は胴体。

くねくね動かしたいから〜・・・・

梱包用の小さい発泡スチロール発見!!!
これをテグスに通して繋げていく。

胴体もそれなりの長さと太さが欲しいから全部で7本作る！

さらに細かい作業の手足も削る。

形にこだわって何度か指が折れて作り直した・・・・

背びれと手足と頭を並べてみた。

化石みたいでしょ（笑）



お次はカラー!!

床に付かないように固定して色を塗っていく。

お腹の部分と背中の部分で色を変えて！

2011.07.26 Tue



人形ができるまで?

 色を塗ってる作業風景はまさに職人のアトリエ状態（笑）

皮膚のゴツゴツ感といい、色といい、かなりいい線いってるっしょ!

つねに自我自賛！笑

これらをくっつけたりなんだりして完成したのが・・・・・

コチラ！！！！



これキテルしょ!!!

シェンロンでしょ!!!
2011.07.26 Tue



人形ができるまで?

 シェンロンができたら次は人形だね。

う〜ん・・・・やっぱり縫うしかないか?

軍手をベースにお裁縫開始!!!

悟空・ベジータ・フリーザ・ピッコロ・魔人ブウ・マイケルジャクソン。

多っ！登場人物多いよーーーーー!!

それでもやるしかないよね。

マイケルはあの髪の毛がポイントだよな。

なかなかいいんじゃないか！？笑

足を動かしたいから足部分に軍手の指が入るようにして・・・・



おお〜！体もつけたらなんとなくマイケルじゃん！

マイケルソロダンス!!!

http://www.youtube.com/watch?v=MmPoNAKqLL8

調子乗ってダンスの練習しすぎてズボンが裂けた・・・・（笑）

本番までにマイケルのズボンは少し大きめに作り直しました。

マイケルを作って顔もフェルトだと大変だと気付いたのでドラゴンボールメンバーからは顔を刺

繍に変えました。

この方が表情もつけやすいのだ！！

http://www.youtube.com/watch?v=MmPoNAKqLL8


フリーザがやたら気持悪くなったのが気がかりだけど・・・・

そして、コータ君が着る用の悟空の衣装を縫ったり、腰ひもをマイケルの頭に使った毛糸の残り

で編んだり・・・・

いやー！大変だった!!笑

本当に作るものが多くて、時間もかかった！

だけど、シェンロンを始め、満足のいく作品ができてよかったです♪

これからのヒラメキを大切に、なるべく再利用・エコに作品を生み出していきたいとおもってま

す（笑）

みちこ

2011.07.26 Tue



本日開催円山登山について

 本日円山登山スターウォッチングツアー〜お山でパーティー〜開催します！！

お申し込みを済ませた参加者の皆さん、20：30〜21：00でaxisに集合して下さい！
21：00出発です！

とっても天気が良くて登山日和ですね！

ライト等お持ちの方はご持参下さい。

天気がいいので大丈夫かとは思いますが、山頂で汗が引いて寒く感じるかもしれません

。心配な方は何か羽織るものがあるといいかと思います。

虫除けスプレーをお持ちの方はあるといいと思います！

ない方はお貸しします！

では、今夜お山でパーティー楽しみましょう♪

2011.08.06 Sat



円山登山〜お山でパーティー〜ツアー?

 8/6（土）は円山登山〜お山でパーティー〜ツアーを開催しました！！

当日残念ながらお仕事が押して参加キャンセルになってしまったお客様もいましたが、なんと参

加人数7名！
円山登山では過去最高の人数!!!安井さんに道子とコータ君と合わせて10人！
21時いざ、出発!!
お留守番のアリスちゃんに集合写真をとってもらう♪

ムシムシと暑い夜に円山にアタック!!!

ぞろぞろとみんなで円山入り口を目指す。

一体何の集団なのかと（笑）周りの視線が痛い・・・・

次第にあたりは暗くなり・・・ヘッドライト装着！ライト点灯！



入り口に到着した！さぁ〜また記念撮影していよいよ登山開始♪

2011.08.08 Mon



円山登〜お山でパーティr−〜ツアー?

ライトを持ってる人といない人で交互に並び出発！

夜の円山、いつ来ても真っ暗！お地蔵さんが不気味だぜぃ・・・・

10人で一列に並ぶと先頭から後列の人が見えない。

今回のメインは山頂でキンキンに冷えたビールで乾杯すること！

って事はそれを持って登らなきゃいけないって事。

ビール12本とジュース2本そして氷が入って約8キロ。

一体誰が・・・！？

もちろんスタッフが！ところどころじゃんけんをして負けた人が持つんだ！

小学生かっ！笑

じゃんけんで負けた安井さん↑



道子は一回だけ負けました。

重たい重たい飲み物はコータ君がほとんど持って登ってくれましたーありがとう！

そろそろ終盤。もうすぐゴールか？？

2011.08.08 Mon



円山登山〜お山でパーティー〜ツアー?

 うわーーーーい！

道が開けた！

コータ君反射しすぎ！笑

円山登頂!!



今宵も夜景が綺麗だぜーーーーーい！

2011.08.08 Mon



円山登山〜お山でパーティー〜ツアー?

 さー皆さんご一緒に〜♪記念撮影！

いやー暑い暑い・・・みんな汗だくだー。

では・・・記念撮影からの〜・・・・・

カンパーーーーーイ!!!!

うまーい!!
2011.08.08 Mon



円山登山〜お山でパーティー〜ツアー?

さーさーさー皆さんおつまみとお菓子もご一緒に♪

 

岩がテーブル登頂飲み会（笑）チョー楽しい！

ビアガーデンより盛り上がってるでしょう！笑

2011.08.08 Mon



円山登山〜お山でパーティー〜ツアー?

 
皆さん良い笑顔☆

夜景も星も見えるし最高ですね！

↑三人の前にあるのは円山が標高何ｍか書いてありますね。

よ〜く見ると

あらら。ご丁寧に英語や韓国語でも。

ハングルって本当に記号だよなーさっぱりわからん。

そしたら一人読める方がいて！すごい！笑



↑この4文字で円山って読むんですって!!
おもしろーー（＾皿＾）

2011.08.08 Mon



円山登山〜お山でパーティー〜ツアー?

 ビール片手に夜景を見ながら語り合う男二人。

絵になるなぁ！笑

さて、もう23時だしそろそろお開きにしますか！

って、もう23時!?山頂居心地良くて楽しすぎて長く居過ぎた（笑）

ほろ酔いの皆さん。

ゆっくり下山。

帰りは動物園側から。

「ここ滑ります！」「ここ滑ります！！」「ここすべりマース！」

・・・伝言ゲームのように前から後ろへ道の状況を伝え合う。



歩きながらも残りのビールを飲むコータ君。

だんだん酔ってきた!?大丈夫か？

「蜘蛛の巣！」って伝言でみんなしゃがんで通るのにコータ君は攻めの姿勢。

しゃがむとかしない。蜘蛛の巣なんか怖くない。

怖いのは自分が気持ちで負けること（笑）

蜘蛛の巣にだって体当たり。どんなムチャ振りにも負けないのさ！

誰も蜘蛛の巣に突っ込めなんて言ってないのにね（笑）

2011.08.08 Mon



円山登山〜お山でパーティー〜ツアー?

 下山終了！

初めて円山を登る人も何人かいましたが、皆さん無事下山！

お疲れ様でした！

ん？なぜか空に向かって吠えるコータ（笑）

途中で紫陽花が綺麗に咲いているのを発見してそこでも記念撮影♪

なぜか、また吠えるコータ（笑）

なんなんだ。ただの酔っ払いだ。歩くのフラフラだし（笑）

登山では飲みすぎ禁物！

坂を下ると急に街になる。

街頭が明るい！

円山クラスの前で円になって最後の挨拶！



コータ君から締まらない締めの一言が・・・（笑）

皆さん本当にお疲れ様でした！

参加者の皆さん遅い時間から12時近くまでありがとうございました！

とっても楽しい飲み会でした（笑）

ぜひ、またご参加下さい♪

2011.08.08 Mon



暑中見舞総選挙、中間発表！！！！

 こんばんは！！

8月中旬ごろから始まったaxis暑中見舞総選挙！

ご来店されたほとんどの方が投票に参加して下さっています！

ありがとうございます！！

そして、ついに今日！中間発表のため開票！

果たして現在1位は！！？そして、罰ゲームに近い人は誰だ！？

一枚一枚手分けしての開票作業。

う〜ん、多い！！

なんとすでに184枚！

誰に票が集まっているのか！？



左からコータ・道子・安井さん・アリス

・・・・あれ？

アリス・・・・弱いぞ！一目瞭然・・・・いや！数えてみないとまだわからないか！

それぞれ自分の票を数えてみると・・・・・

うわーーーーー！！

第一位！62票　ヤスイユウコ

第二位！50票　スミトモコウメ・ワタナベミチコ　なんと同じ数！



そして最下位は、22票　ミヤザキアリス！！！！
トップとの差な、な、なんと40票！！！！！

だって、女装って最大のギャップだもんね・・・普段スカートを絶対にはかないアリスが足出し

てるのに！！

スネルアリス

凹んでる〜べっこべこに凹んでる〜〜〜〜・・・・

凹みすぎて吉野さんに愚痴ってるぅ（笑）

皆さん！！！！

最下位は罰ゲームです！

そして、罰ゲームの内容を知っているのは考えてる安井さんだけです！！！

アリス『同情するなら票をくれっ！！！』

投票は9月30日までだからまだまだひっくり返る可能性大！！

皆様の投票お待ちしております！！！



2011.08.27 Sat



「暑中見舞総選挙　速報」

 お待たせしました！？

第一回　暑中見舞総選挙の開票が始まりました

ライブでブログしていきます！！

余裕の笑顔アリス！？

さあこれから集計です！

2011.10.01 Sat



「暑中見舞総選挙　速報３」

 さらにすすんでいる！！

あんなに票が離れていたアリスちゃん。

まさかの追い上げ！！

「同情するなら票をくれ」

言い放った言葉が効果絶大か？？

さあ残り少なくなってきたぞ！

2011.10.01 Sat



「暑中見舞総選挙　速報４」

お待たせしました。

開票順をじゃんけんで決めて、

トップバッターは「やすいゆうこ」

「センターいきます！！」

さあどーなる！？

やすいゆうこ

投票数「１２９票」

パチパチパチ！！

おめでとうございます！！

二番手は「わたなべみちこ」

「どや顔で勝負！」

わたなべみちこ

投票数「１０９票」



うわー！あんがい投票数伸びず（泣）

札幌からいなくなったのがイタイ。。。。

ゆうこ今のところ一歩リード。

残るはこうめとアリス。

三番手は「すみともこうめ」

「負ける気がしません。」

すみともこうめ

投票数「１１４票」

うわー接戦！！



男子トップ２になってる！！（笑）

さあ残りは最後の女子アリス！！

2011.10.01 Sat



「暑中見舞総選挙　最後の速報！！」

 さあ最後の砦アリス！！

「こんなショックな出来事。自分で数えます」

と言ったアリス。

もくもくと数えてる。

へこんでる！ように思える（笑）

意気込みはと聞いたら

アリス「…」

沈黙だぞ！

やべ、べこべこだ。

アリス「あ、もう終わった（開票）」

早いのか？

アリス「これはヤバい」

アリスピンチ！！

さあ結果発表です！！



みやざきありす

投票数「６７票」！！！

うわーやべーーーーーーーーー。

アリスちゃん中間発表から７票しか獲得できず！！

アリスちゃん愚痴ってる（笑）

アリス「ひでー、ひどすぎる（笑）」

という事で、

暑中見舞総選挙結果は！

一位「やすいゆうこ」

二位「すみともこうめ」

三位「わたなべみちこ」

四位「みやざきありす」

総投票数「419票」
こんなにもたくさん投票していただいて、みなさま本当にありがとうございます。

本当に感謝しております。



で、「罰ゲーム」は

ありすに決定！！！！！！

ということで今月の１３日より罰ゲームを決行したいと思います。

ちょっとこんな結果で、

心が痛みますが、やります。ガチで（笑）

乞うご期待。

2011.10.01 Sat



axis　暑中見舞い総選挙・くじ引き

axis暑中見舞い総選挙に投票して下さった方々ありがとうございます！

415人中当たるのはたった3名！

2000円分の商品券をGET した幸運の持ち主の3名にはハガキでお知らせいたします！

おめでとうございます！！！

2011.10.24 Mon



axisイベントに参加して写真もGET！

 円山登山にフットサルに焼肉祭り・・・・などなど

イベントが盛り沢山なaxis

いつも写真を撮ってブログには載せていますが、今後は参加していただいたお客様に

も思い出の写真をプレゼントしたい！！！

と、いう事で

今後はイベントに参加してくださった方にはお好きな写真をオンラインアルバムからダウ

ンロードできるようにします！！

携帯からも見れますが、パソコンからの方が容量的にいいかと思います。

イベント参加してくださる時はぜひ、パソコンのメールアドレスも教えて下さいね♪

近々【パンケーキと泡盛でみっちゃんを囲む会】も開催予定しております！

お楽しみに☆ミ

2011.10.26 Wed


