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編集長モジコのあいさつ
祝 vol.20 です !! はやいですねー。これもひとえに皆様がご愛読 !? してくださったおかげ
でございます。心からありがとうございます！
最近、めっきり寒くなりましたよね？ 私はどちらかといえば暑がりのほうですが、さすが
に寒いです！ 前号の王子の食べ歩きではないですが、鍋がおいしい季節ですよね！
鍋って心も体もポカポカと温かくなりますよね。
鍋で思い出しましたが、先日、店のスタッフと「ちゃんこ」食べに行ってきました。住吉に
ある『チャンコダイニング若』
、ご存知ですか？ あの若貴の若乃花のお店です。
はじめて「ちゃんこ」を食べたのですが、美味しい !!
塩ベースをお願いして雑炊でしめてペロッとたいらげてしまいました…。部屋にスカウトさ
れそうなくらいプクプクになってきたので、冬太りしないようにちょっとしぼらないとと思
う今日この頃です。どすこい（笑）
では、vol.20 です。ご覧ください。

編集長のモジコです

個々の先入観のフィルターを通して、そのも

私らしさの方程式

のを見ているのです。
イチロー選手の話の続きですが、
「鉄のボー

先入観を捨て去る

先

日、高橋好秀さんが書かれたこんな記事
を目にしました。少しお話させて頂きます。

ルとゴムボールを投げるときに、同じフォー
ムで投げますか？」と聞かれ「違うよね」と
答えた私に、
「僕はボールの重さのわずかな
違いでもフォームを微調整しているんです」

オリックス時代のイチロー選手に、新しい

といったのです。ボールは同じフォームで投

ボールを２つ手渡され、どちらのボールが重

げるものと強く思っていると、そのようにし

いと思うかとたずねられたことがあります。

てしまうでしょう。しかし彼は、例え何グラ

その２つのボールを持った私は、「同じ重さ

ムの違いであっても、それは調整するべきで

だよ」と答えたのです。しかし、彼は、
「こ

あると考えているのです。

ちらのボールのほうが湿気を帯びていて少し

これは、バッティングでも同じです。木

重い」と、一つのボールのほうを指したので

製バットは季節によって湿気に影響されて

す。

重さが違ってきます。しかし、多くの選手は

人間は自分の中にある先入観に強く左右さ

バットを同じ重さだと思い、同じようにスイ

れるものです。私の中に、ボールは同じ重さ

ングしています。それに対しイチロー選手

だ、という先入観があったため、その違い

は、
「１４０キロのストレートを、鉄のバッ

に気づかなかったのです。人間は同じものを

トで打つのとプラスチックのバットで打つの

見たり、聞いたり、触ったりしていても、全

とでは、振り出すタイミングもバッティング

員が同じことを感じているとは限りません。

フォームも違うのと同じこと」と言いきるの
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編集長モジコのあいさつ
です。

基本を何より大切に

私たちも、日常生活、対人関係、仕事など、
あらゆる面で自分の中にある先入観の影響

ある人が、写真家の土門拳さんに、写真撮

を受けているものです。「この仕事は難しい」

影のときに一番大切なことは何ですかとたず

と思ってしまうと、実は簡単なことであって

ねたところ、土門さんはこう答えたそうです。

も、自分があえて難しくしてしまうケースも

「まずレンズのキャップを取ることですね」

あります。
「あの部長は怖い人だ」と思えば、

キャップをとるという技術以前のことでさえ

その部長の何気ない仕草さえも怖く感じてし

私たちはよく忘れることがあります。その辺

まうものなのです。

の大事さを彼は暗に教えたかったのです。

大切なのは、いかにして先入観を捨てて物
事をみていけるかということです。
私自身、先入観は大いにありますし、自分

私達の日常生活においても、キャップを取
らずにシャッターを押すようなことをやって
いることってありませんか？

という価値観のなかでのものさしで物事を判

ハンク・アローン選手、そして王選手にそ

断していくので、難しくしているケースは

のホームラン記録を破られはしましたが、不

多々ありますね。皆さんはいかがですか？

滅の大打者ベーブ・ルースは次のように述べ

手短に始められる事の一例として、食べず
嫌いをやめてみる事だそうです。食べず嫌い
は先入観の最たるものです。「おいしくなさ

たそうです。

「ホームランの数はバットを振っ
た数に比例するものだ」

そう」と思えば、舌も体もそのとおりの反応

もちろん数うちゃあたるではありません。

を示します。まずは先入観を捨てて何でも食

力量と技術を備えた上でというこですが、

べてみる！

好きなものばかりを食べている

ホームランはバットを振るという単純なこと

人は、どんどん先入観が強化されます。
（ま

を繰り返さなければ生まれないということで

さしく私ですが・・・・）

す。

食事は１日に３回、しかも毎日のことなの

この２人の言葉で大切なことは基本を何よ

で、先入観を捨て去って習慣を身につけるの

りも大切にということです。

には、実に適しています。

つまづいたり、くじけそうになったらこの２

先入観を捨て去て世の中を見渡せば、全く

人の言葉を思い起こしてみてくださいね。

違った見方や発見ができるはずです！
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食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き
皆さんこんにちは！！ 年々一年が過ぎる速さを身にしみて感じてる王子です！
気付けば今年ももう最後ですよ！「光陰矢のごとし」とはまさにこのことですね！！
大切な時間を無駄にしないように残りわずかな今年を過ごしていきましょう。
食べ歩きも締めくくりにふさわしい仕事をして悔いを残さないようにいきますよっ！！

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き !!
今回は「ラーメン Part ２」食べ歩きました !!

王子こと
堤 哲郎です。

やってきました！ラーメン特集第２弾 !! 食べ歩きの中でもほんとに人気があり、皆様楽しみにされてましたよね？？ 何よ
り僕自身がものすごいテンション高いです !! 今回は季節的にもばっちりで、まさに今が‘旬’って感じですよね。力の入っ
たお葉書もたくさん頂いて感謝しております。やはり皆さん、ラーメンの好きな方が多いですね！ 僕も気合入れて行ってき
ましたよ～ !!!
☆発表します !! 栄えある第二回ラーメン特集を制したのは、西区
にお住まいの前田様からのご紹介の「萬珍軒」さん。

則武本通２

名古屋市中村区にあるお店です。こ
則武本通３
このラーメンはかなり独特で、なん
とスープが卵とじなんです！！しょ
うゆベースなんですがかなりとろみ
鵜飼病院
中村保健所
のある卵でとじてあってあっさりめ
中村区役所
太閤通５ UFJ
のなんともいえない味です。「なん
ともいえない味って何？？」って感
太閤通３
中村局 〒
じかもしれないですが、ほんとにそ
中村署
サークルＫ
火
んな言葉が当てはまってしまうような、少なくとも僕の過去のラー
メン体験の中にはまったくないタイプのラーメンでした！ でもと
文
日吉小
にかく癖がなく誰が食べても素直に‘おいしい！’といえる味
です。とろとろの卵スープに極細麺がベストマッチ！！ベースは
黄金通２
千成通１
すべて一緒ですが、チャーシューやワンタン、五目野菜など種類
千成通２
文
は豊富です。ラーメンのほかにもチャーハン、餃子、マーボー豆腐、
黄金中
その他もろもろメニューも豊富です。僕は今回、‘チャーシュー
麺’‘チャーハン’‘餃子’を食べてきました。基本中の基本っ
て感じですがすべてがおいしいです。細麺だからといって他のものをたくさん頼んだのですが、結構おなかいっぱいで
した。でも相変わらず綺麗にスープも残さず食べましたけどね（笑）油も少なく、やさしく、ヘルシーな味なので女性
やお子様でもスープまで飲み干せるくらいではないかと思います。さらに、この独特な卵とじスープを利用した裏技的
メニューが・・・ それは、真っ白なご飯をスープの中に入れてまるで中華風のおかゆか、雑炊のような感覚で食べれ
るんです！ラーメンのスープにご飯を入れると聞くと、
「ワイルドな感じがしてちょっと」と思うかもですが、違うん
ですここのは。卵とじなので見た目も悪くなく間違いなく裏メニューです！平日の夜なのに僕らが行った時には満席で
した！いつも思うのですが、おいしいラーメンに出会うとなんで‘幸せっ’て思うんでしょうね。皆さんもこの‘幸
せっ’を感じてください！

萬珍軒

東邦ガス中村

ということで、今年最後の食べ歩きも無事終了いたしました。皆様、今年も一年ご愛読ありがとうございました。
皆さんにご紹介をするというより、自分自身が楽しんでしまっている状態で書いてきてしまいましたが、僕自身ほんとに楽しく、
また新たな発見をさせていただいて感謝しています。2006 年からもバンバン食べ歩いて、引き続き気ままなコメントをさせて
いただこうと思ってますのでよろしくお願いします !! 2006 年の第一弾は「味噌カツ」で行きます。名古屋のこだわり見
せてください !! お待ちしてます !!
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2005 年

年末キャンペーンのお知らせ

2005年秋冬
バージョン

皆さん12月30日までですよ！

お早めにご利用下さい。
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人気の企画ストレート企画・ゆる巻きカール
いつものあの企画を
今年中に楽しもう!!

人気のあのメニューがお値打ちに!!

期 間 限 定

12/30(金)まで

６月１日に発売して、多くのお客様からのご注文があり、一時在庫がない状態にまで
になった、うわさのメニューです。また、エクセレントストレートをされたお客様の
口コミで、たくさんのお客様が御来店されました。こんなに評価をいただいたのは、久
しぶりのメニューです。絶対にご満足いただける商品です、この機会にお試し下さい。

期間限定
期間限定
12月30日
日
まで!!

STYLE.01

natural straight

STYLE.02

カット・ストレート込

slim permanent wave

11,340円（税込）

9,240円（税込）

ストレートアイロンでボリュームの出やすい髪質を押さえ、手触りが軽いストレートパーマ
です。やわらかい質感が人気の秘密です。

NEW
新発売

本物を求める、
大人の良質な
ウェーブ・カール
スタイル

カット・ストレート込

パーマやゆるめのクセ毛をサラサラなストレートにし、ボリュームを押さえます。パーマをと
りたい方・弱いクセ毛の方にお勧めです。

NEW ワンランク上の
新発売 上質な

ナチュラルカラー

プチセレブなゆる巻きカール
～巻き髪スタイル簡単ゆる巻きカールが、またまたお得なお値段に～

★トクトクセットメニュー
カット＋ゆる巻きカール
＋トリートメント

14,490円（税込）

★秋冬のモテ髪セット

カット+コスメカール込

12,600円（税込）
６
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（

） 7,800円

M

8,800円 L 9,800円

※シャンプー
・ブロー別

ミディアム

S
ショート

（税込）

（税込）

（税込）

ロング

カット＋ゆる巻きカール
＋トリートメント
＋根元ストレート

17,600円（税込）

★秋冬のお勧めプチセレブセット

18,900円（税込）

カット＋ゆる巻きカール
＋トリートメント
＋カラー（根元カラーとトナーオン）

2005 年感謝のプレゼント

極上のお歳暮
極上のお歳暮
今年も残り、一ヶ月となりました。一年間のご来店ありがとうございました。
日頃の感謝を形に変えて、『極上のお歳暮』を用意させていただきました。
お客様のご要望が多かったメニュー・サービスを参考に10種類選ばさせて
頂きました。来年ご来店時に気分転換・イメージチェンジをしてみては
いかがですか？ スタッフと一緒に記念撮影なんていかがですか？
担当スタイリストと一緒に２種類お選びください。
尚、使用期限は、2006年１月11日
（水）
～２月28日
（火）になっております。

来年も、素敵な一年になりますように。
お子様の子守り編

クリームバス編

ポイントパーマ編

クレンジング編

マッサージ編

ホイルワーク
カラー編

ロングタイム
シャンプー編

オリジナル
トリートメント編

前髪 眉
･ カット編

記念撮影編

▲
▲
▲
▲
▲
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▲
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カラー特集

髪と顔の色の対比

こんにちは !! COLOR 特集担当のカラーリストの渡邊です !! よろしくお願いします !!
本格的に肌寒くなり、季節が変わったと感じるようになってきましたね。
服も着込む枚数や色味も変わってきているのではないかと思います。
そこで、これを読んでいる皆様は

冬のカラー、または年明けにしたい、もしくはイメージしているカラーはどんな色でしょうか？
いろいろあると思います。例えば、カラーの色を落ち着かせる方、深みのある色にしたい、
逆に洋服の色が重たくなるので、動きのあるようなカラーや軽い色、赤味を持たせて、温かみのある色、
スタイルに合わせてや、イメージにあわせてなどではないかと思います。
カラーだけでもいろいろなことができるので、いろいろと相談してみて
今後のカラーの展開を考えていくのも楽しみが増えて、面白いですよ。
もちろんその時の気分もあるので、それらにあわせてカラーをしてみましょう !!

ところで……カラーをしようと思う時っていつですか？

カラーリスト
渡邊英一です。

根元が伸びてきたときが、多いとは思いますが、一番いいのは毛先の色が変わって印象が変わる時なんです。

実は色が抜けてきてしまうと、お顔の色の印象も変わってきてしまいます。髪はお顔を覆うものになるので、
【髪と顔の色の対比】が起こります。カラーをする時は、お客様のイメージや肌にあわせ色味を選択します。色味が落ち
てくると、徐々に肌の見え方が変わってしまうわけですね。

３つとも顔の色は同じで髪の色が違います
※ 髪 の 色 で 肌 の 見 え 方 が 変 わ る の を 確 認 し て 下 さ い。

顔の持っている明るさよりも髪の色
が暗すぎるため、顔の色は白くなる
が、くすみが出る

色を入れた状態
お顔に赤味が反映し、血色の良い色
になり、髪も健康的な色味に

色が抜け、顔の色味も変化してしま
い、くすんだ印象に。髪も色味がな
くなる為、パサついた印象に。

綺麗なカラーは約 2 ヶ月に 1 回ぐらいを目安にしてもらうと綺麗な色味を続けられます。

痛むのでは？と思うかも知れませんが、ＴＪ天気予報のカラーは、色味を乗せていくときや、明るさを下
げるときはほとんどがトリートメントカラーになります。（明るさをあげるときは、通常のアルカリカラー
です）。更に、状態に合わせ、栄養剤や、カラーを安定させることをさせていただいているので、安心してカラーを続けられま
すよ。
冬に色を落ち着かせる方も多いと思います。夏の日焼けした肌、外の光、色の見え方、気分などによることが多いと思います。
今回はより綺麗なトーンダウンをご紹介いたします。
今の伸びてきている髪の色と、既にカラーしている髪の色は違います。今の伸びてきている髪と、既にカラーしている髪の色
は違います。そこで、一度髪の明るさを均一にした上で、色味をのせていくカラーが有効になります。特に、大きく色味を変
えられる方や暗くして深みを持たせたい方は、一度のカラーではなく、二度に分けたカラーをオススメします。ちょっと時間
はかかってしまいますが、色持ちのよさ、つやのよさ、今後のカラーにも繋がってきます。少し気になる方は、この機会に一
度全体のカラーを綺麗にして、来年のカラーで今までご紹介したホイルワーク（筋状にカラーをいれ更にツヤをだす）に挑戦
してみて素敵なカラーにしてみましょう！！
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お客様からのＱ＆Ａ

日頃の疑問にお答えします !!

★お客様からの素朴な疑問

「濡れている状態で髪を切るのはなぜ？
カットがダメージにつながることもあるの ? ？」
「シャンプーの後、濡れたままでカットするのはどうして？
乾いてるときの私のクセわかってるのかな？」
なんて疑問ありますよね？

千秋店 店長
堤 哲郎です。

当たり前のように行われていることも実は意味があるんです！

☆カットには 濡れている状態で切るパターン と、乾いてる状態で切るパターン がありそれぞれに意味があります。

濡れてる状態
濡れている状態の髪は水素結合というのが切られているため、乾いた状態に比べて髪が柔らかくなっています。その分少
ない力で切れるので、髪にかかる負担を減らしてあげることが出来るんです。

乾いてる状態

しかし！

濡れてる状態だと髪のクセが伸びてしまい、仕上がりの状態がわかりづらいですよね？髪を乾かした後にもう一度はさみを
入れるのはこのためです。乾いてる状態で最終チェックすることで、一人一人のクセにあわせて調整しているんです。

←断面がキレイです。

←断面に凹凸が
できやすい。

（濡れた状態でカットした髪）

（乾いた状態でカットした髪）

さらに！
☆髪を切ると毛先に断面が出来ますよね？ キューティクルに包まれている髪の表面と違って、切った断面はむき出しの
状態です。ここから髪のたんぱく質が流れ出てしまうと、ダメージにつながります。髪の切り口がどんな形かは、目
で見ることは出来ませんが、カットの方法でさまざまな断面が生まれます。
「毛先が傷んじゃった」
「毛先がパサ
つく」なんて言われるのも、これが原因なんです。ただし勘違いしないで下さい！！われわれ美容師は無駄に毛
先を傷めないカットを常に追及しています！カットの後はもちろん、希望のスタイルになった後の毛先はと

てもデリケ－トです。トリートメントなどでやさしく丁寧にケアしてあげてくださいね！

ついでに一言 !!

ワンポイントアドバイス

☆お家でよく前髪が気になって、お風呂上りなんかにふと「切ってしまえ！」なんてことないですか？
このときによくありがちなのが、濡れてる状態でカットをして、乾かしてみたら・・・
「キャー！短っ！！」なーんてこと。
経験ある方多いのでは？？
→これも水素結合が関係しているんですよ。濡れることでやわらかくなっている髪は、 乾いてるときより伸びやす
い状態になっているということです。乾かした後イメージより短く感じるのは、切るときに髪を 引っ張りすぎている
ということです。
前髪カットを失敗しないために・・・

そこで

１．必ず乾いた状態で行う ２．コームなどで引っ張り過ぎない ３．はさみをたてに入れる
以上の３点を特に注意してやってみてください。でも、できればサロンで切って欲しいな～なんて・・・

ハッピータイムズ
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ユニバーサルスタジオに行ってきました。
ＴＪ天気予報
社員旅行 !!

ユニバーサルスタジオに行ってきました !!
10 月の 24 日（月）・25 日（火）の 1 泊 2 日で大阪のユニバーサルス
タジオで存分に遊びその夜は、淡路島の旅館で大宴会を行いました。
2 日目は、個人行動で、吉本新喜劇や京都・神戸などを観光した人、
大阪で買い物ツアーや宝塚に向かった人と、いろいろと楽しみました。
今回の旅行では、いろいろハプニングがあり、ちょっと反省しなけれ
ばいけないことも多い一日でした・・・・・・・・・・
お酒は飲んでも、飲まれるな！！腕相撲は来年から禁止・・・・・

中央にいるのが、我らの編
集長モジコこと、神保愛子
です。
イヤ間違えました・・・
左でした。
あまりにも可愛いので間違
えました・・・・・・・

縁の下の力もち
ＴＪ天気予報の自慢の
事務員さん！！

仲良く記念撮影

左から 2 番目の人も
経理で頑張っています
（笑）
ユニバーサルスタジオに
お昼の 12 時について
夕方の 5 時までたっぷり
遊びました。
スタッフの中には、アトラ
クションが怖いスタッフも
いました。（ちなみに中央
男性）

決してチンピラではありません。
見かけは悪そうですが中身も悪いです（笑）

楽しい 2 日間でした。Ｔ
Ｊ天気予報では、社員の
交流を深める為に、年 1
回スタッフ皆で旅行に行
きます。
遊びも仕事も一生懸命で
す。

暑苦しい男軍団！
でも一人だけ女性がいます、わかりますか？
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スタッフ紹介

ＴＪ天気予報末広店スタッフ

ＴＪ天気予報
今回は、Part9

末広店

スタッフ大特集!!

末広店のみなさんです。

社内コンクール店別部門で見事１位になったスタッフ達の謎が明らかに！
個性豊かな面々がそろっています。にぎやかで元気いっぱいなお店ですよ !!
ＴＪ天気予報 Part ９ 末広店

①福島

咲子

①津久井

①酒井

恵

麻美

② 29 歳③愛知県④店長⑤

② 24 歳③愛知県④スタイ

② 21 歳③岐阜県④アシス

サコチャン⑥世界遺産⑦愛

リスト⑤つっきー⑥モノマ

タント⑤まみちゃん⑥好き

妻弁当作り⑧今一度日本を

ネ・若づくり⑦写真撮影⑧

な本を読むこと⑦中谷さん

洗たくいたし申し候⑨世界

「恋なき人生は死するに等

⑧みたいな？⑨すごいひと

遺産一周船の旅☆

し」⑨いつまでもハタチで

になること。

いる事！

玲子

①森

①福本

清香

優作

②不詳③岐阜県④副店長⑤

①苅谷

れーちゃん⑥ドライブ⑦ひ

② 22 歳③愛知県④アシス

タント⑤フッキー⑥今年か

じきご飯作り⑧幸せだぜ☆

タント⑤かりやん⑥ショッ

らスノボー⑦新撰組・スラ

⑨ 40 ㎏になること☆

ピング⑦料理作り⑧マジデ

ムダンク⑧武士よりも武士

ジマ !! ⑨沖縄に移住☆

らしくなる！⑨世界一周！

② 27 歳③愛知県④チーフ

①佐藤 乃之

①鎌田

⑤ゆみんご⑥あやとり⑦

② 22 歳③岐阜県④アシス

② 22 歳③福岡県④アシス

もっちにキッチュ⑧ビバ！

タント⑤さとぅー⑥カラオ

タント⑤鎌⑥爪塗り⑦空想

⑨佐藤珠緒になる☆

ケ⑦猫と焼酎⑧すべては必

⑧誠⑨ネイルの法

①山田

有美

② 22 歳③福岡県④アシス

公介

然！⑨ライ麦畑でつかまえ

①酒井

一吉

①中野

られる☆

裕央

② 21 歳③愛知県④アシス

② 26 歳③愛知県④チーフ

秀之

⑤いっきち⑥壁とキャッチ

①大原

ボール⑦デコメール⑧少年

② 22 歳③愛知県④アシス

画鑑賞⑦せつない片思い⑧

よ大志を抱け⑨左手でカッ

タント⑤ お ー は り ゃ ⑥ 宝

俺がお前のバリアフリーに

トする☆

さがし⑦お酒を嗜む⑧自分

なってやるよ⑨一家の大黒

を 好 き に な る！ ⑨ 海 外 デ

柱

①篠田

佑子

タント⑤ひげダンサー⑥映

ビュー !!

①田中

② 25 歳③岐阜県④スタイ

博之

涼子

リスト⑤しのさん⑥料理⑦

①島井

花より男子⑧青春真っ最中

② 23 歳③北海道④アシス

タント⑤もっちゃん⑥虫取

☆⑨子だくさん！

タント⑤ジャイ⑥ドリンク

り⑦花より団子⑧青春真っ

バー⑦ビールを嗜む⑧努力

最中の中間！⑨お嫁さん☆

①中川

真由美

② 21 歳③長崎県④アシス

⑨大きな人間になる！

② 26 歳③愛知県④スタイ
リスト⑤まゆみ⑥唄・詩・
ドライブ⑦占い・車⑧大好
き☆⑨幸せな家庭！

ゴコロ

Part9心
私達は、今年のスローガンとして「愛情一本」を心に置き、お客
様にも、スタッフにも、どんな方にも愛情をもって接していけれる
ように心がけてきました。

①名前 ②年齢 ③出身地 ④役職
⑤ニックネーム ⑥趣味
⑦マイブーム ⑧好きな言葉 ⑨夢

これからも、お客様第一のもと、頑張っていきますので、来年も
よろしくお願いします。

ＴＪ天気予報

末広店

福島 咲子

ハッピータイムズ
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編集部からのお知らせ
ＴＪ天気予報サロンコンセプト
前回、ＶＯＬ 19 号でご紹介しました、サロンコンセプト [ 脱美容室 ] ともう一つコンセプトがあります。

それは、[ 青春真最中 ] です。
熱いね～って感じですが、青春真最中です。
それってどんな意味があるのって思いますよね～ここでちょっと紹介しますね。
私達ＴＪ天気予報では、人間を作る学校という理念があります。
お店の建物も学校ですが、そこで提供しているサービス・技術にいつも鮮度があり
御来店いただけたお客様がヘアスタイルを通して元気になっていただきたい想いがあります。
また、そこで働くスタッフはいつも美容に燃えており、元気でいい汗を流しています。
そのイメージの象徴が、青春真最中です。

熱いです !!
そんな感じの意味です。
とにかくＴＪ天気予報はいつも元気で燃えている集団でありたいと願っています。
そのスタッフの元気さを感じていただき、お客様もちょっぴり元気になっていただけたらと思います。

年末年始の営業のご案内
年末・年始の営業は以下の通りになっております
多数のお客様には、ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。

12/22(木)

通常営業

１/１(日)

休

み

12/23(金)

通常営業

１/２(月)

休

み

12/24(土)

通常営業

１/３(火)

休

み

12/25(日)

通常営業

１/４(水)

休

み

12/26(月)

休

１/５(木)

通常営業

12/27(火)

通常営業

１/６(金)

通常営業

12/28(水)

通常営業

１/７(土)

通常営業

12/29(木)

通常営業

１/８(日)

成人式営業

12/30(金)

営業時間 ＡＭ９：00～ＰＭ７：00

１/９(月)

成人式営業

12/31(土)

休

１/10(火)

休

み

み

み

12月30日の受付時間
縮毛矯正／～４：30まで

パーマ＋カラー／～５：00まで

パーマorカラー／～５：30まで

カット／～６：30まで

１月８・９日の成人式営業について
成人式の為、早朝より営業しております。一般のお客様の営業時間は朝ＡＭ９：00～になりますが、受付終了時間が
早くなっております。お手数ですが、ご予約の時にスタッフにご確認下さい。
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