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２　ハッピータイムズ

ＴＪ天気予報　代表取締役大前陽子よりご挨拶



ハッピータイムズ　３

編集長モジコのあいさつ

編集長の
モジコです

先日、ほしい本があって仕事の帰り道に本屋さんに
　　立ち寄りました。長い時間探したのですが見つか
らず、ふと見ると、表紙が驚くほど光っている本があっ
て、半信半疑で購入してしまいました・・・。車の中
で「失敗しちゃったかな～この本」と若干後悔しなが
ら家に帰りました。本を開いたら、読みやすくてびっ
くり、読んでいくほど興味がわいて 30 分くらいであっ
という間に読み終えてしまいました。
　舛岡はなえさんという方が書いた本で、出会えてよ
かったと思える本でした。少し内容をご紹介しますね。

「人は誰でも幸せになれるんだよ。なぜかというと、人
は誰でも幸せになるために生まれてきたのだから」幸
せになるのは権利ではなく義務なんだと。雲をつかむ
ような話ですよね。

　「“つやこの法則”というのがあって、これをする
と絶対不幸になれない。」なんだと思いますか？　顔の
ツヤと言葉なんです。
　世の中にはお金持ちだったり、社会的に成功してい
る人っているよね。そういう人って、必ず、顔にツヤ
があるんよ。でもどんなにいい人でも顔にツヤがない
と、なぜか何をやっても上手くいかないし、成功もで
きないんだよ」
　「一番大切なのは人相なんだよ。人相が貧相で幸せに
なることはできないし、福相で不幸になることはでき
ない。人相というのは顔のつくりやホクロの位置じゃ
ない。ツヤ、この一点なんだよ。」
　「天国言葉を言ってごらん。いいことが立て続けに起
きるから」天国言葉って何？って思いますよね。天国

言葉は　ついてる、うれしい、楽しい、感謝して
います、幸せ、ありがとう、ゆるします　一方、

地獄言葉もあって　ついてない、不平不満、グ
チ、泣き言、悪口、文句、心配事、ゆるせない
　言葉には“言霊”というパワーがあって、その言
葉を言うと、もう一度、そういう言葉を言いたくなる
ことが起きるんだ。天国言葉を使っている人に不幸な
人はいないし、地獄言葉を使っている人に幸せな人は
いない。私自身、天国言葉をあんまり使っていないか

あけましておめでとうございます。2006 年、記念すべき初号でございます !!
初めましての方もいらっしゃいますので、そもそもこの大きな冊子は何ぞやということからお話させていただきますね。
ハッピータイムズといいまして、今回で 21 号を迎えることになりました。お客様に美容の情報はもちろん私たちＴＪ天気予
報のことスタッフのことをもっともっと知っていただき、そしてお客様お一人お一人のお声をお聴きしより良いお店作り、
人づくりをしていきたいという想いから発行させていただくことになりました。
何よりも、皆様と仲良くなりたいなぁ～という強い願望のもと発行しています（笑）
読みづらい点などあるとは思いますが、どうぞお付き合いくださいませ !!
遅くなりましたが、私、編集長の自己紹介をさせていただきますね。

名前／神保愛子　　あだ名／モジコ　第２号で皆様につけていただきました。　　星座／かに座　　年齢／ 30 歳

星人／木星人（－）霊合星　　血液型／皆に愛されて止まないＡＢ型　　勤務地／スパエステ Cocoa

趣味／最近始めたフラダンス　　好物／焼肉　いまだ劣らずです……　　とその他に美男子 !? ４名に囲まれ、楽しく

作成しております。美男子は追々、ご紹介していきますね。

では、Vol.21 スタートです !!

も……　と思いました。私は誰かにこの話をしたくて、
家族や友達、スタッフに話しました。皆「うんうん」
「そうだね」と耳を傾けてくれて、その日から天国言葉
をたくさん言うようにしました。不思議なもので、そ
ういう言葉を言ってるときや思っているときって嫌な
顔ってできないんですよね。心のあり方も変わるから、

物事の捉え方も変わってくるし、どんどん良いこと
が舞い込んでくるような気がしています。人間って
精神と肉体しかないから、精神は考え方次第だし、
肉体は食べ物で変わってくるし、宿命、男女に生
まれたこととか国籍とかは変えられないけど、運命は
自分次第で変えていけれるんだなって妙に感じて本を
閉じました。その本にはＣＤがついていて、もちろん
毎日聞いています。もうそろそろ話せるんじゃないか
というくらいリピートして聞いています。私はこの本
とＣＤに出合って何だかスッキリして、いろんなこと
が解決できました。私はですが・・・（単純なので）

　そして毎日、出会う人に「この人に、すべてのよ
きことが、なだれのごとく、起きます」と、心
の中で言っています。怖いよ～（笑）っていう方もみ
えるかもしれませんが、こうしてると何だか私の毎日
が変わってきているのは事実です・・・。ご興味のあ
る方は本屋さんで是非、手にとって観てください。三

笠書房から発行されている、舛岡はなえさん著者、「斉
藤一人　15 分間ハッピーラッキー」です。斉藤一
人さんのお弟子さんの方が書かれた本です。

最後に斉藤一人さんの言葉です。「世間でいわれる
　　“がんばる”は『頑固に意地を張る』という意
味なんだけど、そうやって神経を張り詰めているから、
人生おかしくなっちゃう。そんなことは望んでいなく

て、『晴れ晴れとした顔をしなさい。顔晴れば、
しあわせですよ』だから、世間さまから、『もっと、
がんばれ』といわれたら“顔晴る”で受け止めれば
いい。そして、晴れ晴れとした顔をして、ニコっと笑っ
て、『私、顔晴ります』って言えばいいよ」
　私も「顔晴る」に磨きをかけて毎日を過していきた
いと思っております。

　皆さんにすべてのよきことが、なだれのごと
く起きますと心に念じて、ペンをおきます。
　今年もＴＪ天気予報をよろしくお願い致します。戌

年だけにオンリーワンな１年にしましょうね !!

ハッピーラッキー

私らしさの方程式



４　ハッピータイムズ

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き
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王子こと
堤　哲郎です。

新年明けましておめでとうございます !! 今年も一年よろしくお願いいたします !!
という訳で始まりました 2006 年。皆さん今年はどんな抱負をもって迎えられましたか？

「一年の計は元旦にあり」といいますよね、目標を持って実りのある一年にしたいですね！
ちなみに私王子の抱負は‘食べ歩きまくって昨年以上にプクプクな健康体？ になること！’です。

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!
新年一発目は「味噌カツ」食べ歩いてきました！

「いや～ただでさえ年末は飲み食いする機会が多いのに食べ歩いてていいのかな～？正月明けに別人になってたりして……」
なんて考えながら食べ歩いてましたが、しかし、食べることが好きなことは変わらないし、おいしいものはおいしい！ってこ
とでがんがん「味噌カツ」いってきました。2006 年も勝つぞ !!　という縁起を担ぐという理由で……えっ何に勝つのかって？
それはまぁ色々と…負けるよりは勝つ方が良いじゃないですか響きが！　とにかく行ってきましたよ !!

ということで、今年最初の食べ歩きいかがでしたか？ちょっと限定過ぎて味噌の嫌いな方もいたかも・・・　けれどもそこは
我がまま気ままな私ですのでお許しください。何せ王子ですから !!
そんな我がままついでに次回はぜひ僕の紹介したい「イタリアン」のお店をお教えしたいと思います。ちょっと自分の実
家に近い方向になってしまうのでいけない方も見えるかも知れませんが隠れ家的存在で、味もよくアットホームなお店です。
お楽しみに !!　ちなみにこの先こんなジャンルやってほしい！　とかここがおいしいよ！　なんてお店がありましたら随時
じゃんじゃん送ってください。お願いしま～す !!

今回ご紹介するのは一宮市にある
「和くら」さん。とんかつの専門店で、
チェーン店もあるのでご存知の方も
多いのでは？　ひれかつ、ロースか
つを中心に霜降り肉を使うことにこ
だっわた高級感のあるお店です。メ
ニューの前にまず紹介したいのが、
漬物とサラダについて。小鉢に入っ

た５種類の漬物は食べ放題でどれも絶品！　５種類出てくるとん
かつ屋さんは他に見た事がなかったのでまずびっくり！　そして
さらにキャベツがお変わり自由なのはよくあるのですが、こちら
のお店はサラダがお変わり自由なんです。最初にそこでちょっと

「おっ」と思いました。
　そしていよいよ本題の味噌カツです。味噌カツは全部で３種類、

‘味噌ロースかつ’‘味噌ひれかつ’‘ネギ味噌ロースかつ’が
あります。その中で今回は迷わず‘ネギ味噌ロースかつ’を食
べました。正直味噌カツってあんまり食べたことがないんです、実
は・・・。けど一発ではまりました！「うまいっ！」の一言です。こってりした八丁味噌の上にたっぷりの薬味ネギ、
おいしくないはずがないでしょうってくらいのベストな組み合わせです！　思わずご飯を２杯一気に平らげてしまいま
した。意外と名古屋の方だけでしか見られないメニューで好き嫌いが激しいかもしれませんが、「こってりした感じが
好き」な人や、「たまにはソース以外の味を」なんて人にはお勧めです。しめに温かい緑茶をいただき大満足です！　
年中無休で AM11:00 ～ PM10:30 までやってるのでランチから、お仕事帰りまでばっちりいけますよ。意外と食わず嫌い
の人もいるかも知れないので、皆さんもぜひ一度食べてみてください。ちなみに、同系列の「かつ雅」さんもお勧めです！

☆今回ご紹介するのは一宮市にある「和くら」さん。



ハッピータイムズ　５

今年もハッピータイムズが届いちゃいました。

優良顧客様特別企画

今年もこれが届いちゃいましたね !!
　このハッピータイムズを見るのが初めての方も、もう何回も見ている方もちょっと私の話を聞いて下さい。

このハッピータイムズという怪しげな本は、2003 年３月に第１号を発行し定期的（無理やり？）にお客様のお手

元に届くようにお送りしております。

今回の VOL.21 号は、2004 年 12 月 16 日　～　2005 年 12 月 15 日までの１年間の技術のご利用金額・１

年間の来店回数がＴＪ天気予報が定めてた基準以上の方に、お送りさせていただきました。

（この案内が届かなかったお客様、誠に申し訳ございません。）

今、このハッピータイムズがお手元にある方は、大変ラッキーです !!

まず、この本の名前がハッピータイムズというとてもラッキーな名前です。

そして、これが届いたお客様には、いろいろな特典が待っています。楽しみにしてくださいね !!

またハッピータイムズでは、お客様にとってお得になる情報・くだらない情報をたくさんお伝えしますから

我慢して見て下さいね !!

楽しい企画が
いっぱいですよ !!

２ ０ ０ ６ 年 第 １ 弾

優良顧客様特別企画
期 間 限 定

2006年１月５日(木)～２月28日(火)まで

1 ウソ６（名づけてウソシックス）
～間違いを６つ見つけて、旅行をゲットしよう !! ～

旅行ってどこよ？？　天下のＴＪ天気予報ですから、とてもユニークなところを
用意しましたよ !!　どこがあるかは、お店に御来店して確認してくださいね！
そうやって、来店してもらう企みがバレバレですね・・・・・・・・・（笑）

2 ＴＪ天気予報ダービー
ＴＪ天気予報を代表する 16 名のスタッフが正座を 20 分してから 50 ｍ走ります。

誰が優勝するでしょうか ??　お店に投票用紙がありますので、当てて下さいね !!

見事正解された方全員に、ＴＪ天気予報が厳選したプロ仕様商品をプレゼント

3 ゴールド・プラチナパスポート
2006 年版ゴールド・プラチナパスポートをお持ちの方は、７つの魔法が使えます。

詳しくは、６ページをご覧下さい。

4 スパリゾートココアで綺麗になっちゃおう!!
今話題のストーンスパでたくさんの汗かいた後に、人気メニューがお手軽に
楽しめる企画を用意しました。
ちょっと遠い方には、なかなか難しいですが、とにかく一度行ったらやみつきに
なること間違いなしです。この機会に是非お試し下さい。

抽選でステキな

旅行が当たります

スタッフ 16 人

マジで走ります。

2006 年１年間綺麗を

楽しめる、魔法のパスポート

エステできれいに！

マッサージで癒されて！



６　ハッピータイムズ

2006年版！ プラチナ・ゴールドパスポート

このパスポートは不思議な・不思議な７つの魔法の力を持っています。しかしその能力もこのパスポートを
持っている、あなたしか使えません。７つの魔法をフルに使いきれいになって下さい。

（魔法の効力は 2006 年 12 月 31 日で切れてしまいます。）

2006年１月５日(木)～２月28日(火)の間このパスポートをみせるだけでなぜか

７人に１人の方が技術料金が無料になります。
＊詳しくは７ページを確認して下さい。　　成人式は除きます。

ご来店の時に、このパスポート見せると（2006年３月１日より）技術料金がなぜか安くなります。

プラチナパスポート前回来店日より45日以内のご来店だと10％OFF
ゴールドパスポート前回来店日より45日以内のご来店だと５％OFF
（魔法の効力は2006年12月31日までです。）

春・夏・秋・冬　ＴＪ天気予報では、いろいろなキャンペーンをしています

そのキャンペーンの時にこのパスポートを見せると特別ないいことがあなたに起きます。

（それを、今伝えてしまうと効果がなくなってしまうのでナイショです）

ＴＪ天気予報は、あなただけではなく周りの人もきれいにします。

例えば、奥さん、旦那さんまたは彼氏、彼女、友達、家族など

その人に大切な紹介パスポートを渡してください。その方がパスポートを持って

ご来店されると、20％OFFになります。

～　これには、大切なルールがあります。～
１・紹介パスポートを渡し使える人はＴＪ天気予報にご来店した事がない人です
２・高校生以上の方に限ります。
３・必ずご紹介パスポートを持ってご来店下さい。

このパスポートを持っていると、ＴＪ天気予報から不思議な手紙が届きます

その手紙には、お得なキャンペーン情報やＴＪ天気予報がお勧めする市販では絶対に購入できない
商品の案内など………

とにかく不思議な手紙です。（その名前をハッピータイムズと言います）

このパスポートを持っていると、ＴＪ天気予報のメンバーズカードが変ります。

ノーマルカード　　　　プラチナカード or ゴールドカード
このカードは、不思議なことにノーマルカードよりポイントが早く貯まります。

そして、いっぱいになると、2000円券に変身します。

そしてこれが最大の魔法です。
なぜか、このパスポートを待っていると、１年間きれいに、楽しく過ごせます。

それは、なぜでしょう？

その答えは、来年わかります？？
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2006 年優良顧客様特別企画

あ～ぁ はずれって
書いてある～。

2006年は
いい年に

なりそうだ～

残念

くそ～

ハズレた

休憩を入れ水分補給をします。冷たいお
しぼり、雑誌などもご用意しています。

　・うつぶせ５～ 10分

　・あおむけ 10～ 15分

　・休憩

７人に１人が技術料金無料に ! !
2006年の運試し!! ７分の１の確立で大吉が入っています。大吉が出たら技術料金が無料に !!

〒 509-0203 可児市下恵土字中土居 807-1 番地 
　　0800-900-8668
☎　0574-61-2808
受付時間／平日（火～金）　10:00 ～ 18:00 
　　　　　土 ･日 ･祝　　　 ９:00 ～ 17:00 
定 休 日／月曜　　　　　　 〔要予約〕 
●フリーダイヤルは携帯・ＰＨＳからご利用できませんのでご了承下さい。

封筒に入って
いるこちらの
チケットを
必ずご持参
ください→

※お一人様それぞれ各一回のみのご利用と
　させていただいております。ご了承下さい。

ストーンスパ 30 分で体を芯から温
め、リンパ、血液の流れをスムー
ズにし第２の心臓といわれる「足」
体の鏡といわれる「顔」トリート
メントをセットにして選べるス
トーンスパプチコースを期間限定
でおつくりしました。

ストーンスパって何？
－お湯を使わない温浴療法究極の癒しのスペース－

遠赤外線、マイナスイオンを大量に放出する中国山脈原産の「地
恵石」の上で横になり体内部から温めることにより、たっぷり
の汗と一緒に老廃物を排出します。また「細胞の活性化」「免疫
力アップ」にも効果があり、各業界が注目するまったく新しい
リラクゼーションスペースです。

ALL ハンドテクニッ
クで念入りにクレン
ジング

プチストーンスパ 30 分＋プチフェイシャル 30 分
ストーンスパでお顔のリンパの流れをス
ムーズにし、毛穴を開いたところでしっ
かり汚れをおとします。お顔をゆっくり
マッサージします。

プチ
ストーンスパ
（30 分）

うつぶせで内臓を温
めることにより自律
神経に働きかけ深い
リラクゼーション効
果へと導きます。

１. うつぶせ 5～ 10 分
末梢神経のネットワークの
尾骨を温めることにより指
先から足の先まで温め「細
胞の活性化」「免疫力アッ
プ」に効果があります。

２．あおむけ 10 ～ 15 分 ３.リラクゼーションルーム（休憩）

※また、お好み・
　体調に合わせて
　時間の変更も
　いたしております。

プチフェイシャルコース プチフットコース

気に入って頂いた方は 60 分￥2300 のコースもおためし下さい。

プチストーンスパ 30 分＋プチフット 30 分
ストーンスパで体を芯から温めて筋肉が
ほぐれたところでフルーツオイルで念入
りにマッサージ。足は第２の心臓！
眠りの深さが違います !!

①クレンジング

お肌にあわせたオイ
ルで顔面の筋肉をほ
ぐします。②マッサージ

化粧水とクリームで
仕上げ

③仕　上　げ

〔パウダールーム〕メイクもヘア
セットもじっくりできちゃう

〔ハーブティ〕終了後はカラダは
もちろん、ココロもリフレッシュ!!

スチームタオルで足
をあたためます①足をあたた

めます　

表面を中心にひざ～
あし先まで念入りに
マッサージ②マッサージ

フルーツオイルをふ
きとっていきます

③ふ き と り

ハッピータイムズをご覧の皆様だけの朗報 !!

大吉が
出ますように!!

※会計の前にくじを引きます

期間限定
2006年１月５日(木)
～２月28日(火)

2006年１月５日(木)～２月28日(火)期間限定

中

村
がご案内し

ま
す

￥3,800
（税込）

２つセットで

どっちにする？
￥3,800

（税込）

２つセットで

わぁー
肌がぷるぷる

ねむって
しまいそう きもちいーい

このまま
ねむっていたーい



８　ハッピータイムズ

美しく・健康でいるための秘訣　～ココアからのご提案～

汗をかく＝代謝が活発になれる状態！

汗には体の毒素を出すデトックス作用も

そこで、汗をかけなくなる生活習慣を改めよう！

日本の固有の領土であり，
ロシアに返還をもとめて
いる区域日本の固有の領
土であり，土であり
ロシアに返還をもとめて
いる区域返還をもと

ピュー

ピュー

今回からはじまりました。Cocoa 特集です。Cocoa から健康や美に対する情報をどんどん発信いたします。
今回は、去年の忘年会そして新年会で気づけば「ブクブク」と何かが育ってしまった方いらっしゃいませんか？
また冷え症の方。原因は実は汗をかけないことにあったのです !!

汗をかけない人は太る！ってホント !?

　「私たちは、食べたものを体内でエネルギーに換えたり体の
材料をつくったりしますが、これを“代謝”といいます。代
謝が行われる際、必ず熱が発生し体温が上昇。でも高熱は体に
とって危険なため、上昇した体温を一定の温度まで下げるため
に出すのが汗です。人間は汗をかいて体温を一定に保てるから
安心して代謝が行えるのです。つまり汗をちゃんとかける体な
ら代謝も活発！つまりたくさんエネルギーを消費できるやせや
すい体になるということ。逆に汗をかきにくいと、体はなるべ
く熱を生み出さないよう働き、体温が低めの代謝の鈍い体に」
　代謝が低くなるとますます汗をかきにくくなり、さらに代謝
低下…という悪循環に。汗をかけることは、やせやすい体の必
要条件なのです。

　汗の働きで、最近注目されているのが毒素排出作用。
「体にたまる毒素の代表が有害金属。有害金属は体に取りこまれると脂肪と結びつく特徴が。
有害金属と結びついた脂肪はエネルギーの生産回路に入って行けなくなり、いつまでも燃焼
されず血中にたまります。そのため脂肪がたまりやすくなり太りやすくなってしまいます」
　これを防ぐためにも大切なのが、汗をかくことなのだそう。

「有害金属は脂肪と結びついて、皮脂腺に多く蓄積されます。だから有害金属を排出するなら
皮脂腺から汗（皮脂）を出すのがカギ。皮脂腺の汗（皮脂）は脂肪が主成分で、体内温度が
36 ～ 37℃以上になると溶け始めます。体を内側から温めると効率よく皮脂腺からの汗（皮脂）
が出て有害金属を排出でき、やせやすい体につながります」

汗をかけない人は、体で熱がつくられたときに、
うまく放出して熱を下げることができません。そ
のため、体は燃焼力を落とそうと働き、代謝を低
下させます。

汗をちゃんとかける人は体でつくられた熱を放出
し、熱を下げる機能が発達しています。そのため
体は安心して活発に代謝を行い熱エネルギーをつ
くり出します。

汗がちゃんとかけるかかけないかによって、下のように燃焼
力に差がつき、ダイエットや冷えにも多大な影響を与えます。

汗をかける人とかけない人の燃焼力の違い
ここが

違う!

汗で毒素が出るしくみ

汗は、汗腺から出る水分が主成分のものと、皮
脂腺から出る脂肪が主成分のものが合わさった
もの。有害金属は脂肪と結びつき皮脂腺から排
出されます。

汗をかきやすい体質になることが大きなポイント。でも最近、
特に若い人に、汗をかきにくい体質の人が増えているそう。「本
来、人間には 500 万個もの汗腺があります。でも現代人は、夏
は冷房、冬は暖房と一定の温度に保たれた室内にいることが多
いため、汗をかいて自分で温度調節をする必要がなくなってし
まいました。そのため汗腺が休眠してしまって、本来の汗腺の
半分ほどしか働いていない人が増えているのです。昔に比べて
体を動かす機会が減って運動不足の人も増えていますが、それ
も汗をかく機会が減って汗腺の衰えを招いている大きな原因です」
　こんな体質は早めに改善しないと、やせにくい体になるから
注意！

職場でもエアコン、自宅でもエアコンと、毎日一
日中エアコンのきいた室内にいるような生活を続
けていると、汗腺機能が衰えて汗をかきにくい体
質になります。

現代のようにオートマティック化が進んだ社会で
は、昔に比べて体を動かす機会が激減し、運動不
足の人が増加。汗をかく機会も減って、汗をかけ
ない体に！

汗をかけなくなる最大の原因は、下の２つ。こんな習慣を続けて
いる人は、汗をかけない体になっているはずだから早めに改善を！

汗をかけなくなる２大悪習慣

要注意

エアコン漬け 運動不足

汗をかくことの大切さ感じて頂けましたか？
cocoa では、お客様お一人お一人が美しく健康であり続けていただきたいという願いから体
を芯から温めるストーンスパを中心とした６つの癒しのサークルをご用意しています。体を
芯から温めるということは、治癒力を高め、細胞を活性し、免疫力を UP させ、体の中からい
きいきとして老化防止にも役立ちます。ハンドマッサージにこだわっており、五感の中でも
手で触れるということは、リラクゼーション効果に優れ、心身を浄化し、美しさを引き出し
ていきます。芯、肌、体、心、足、骨格、頭を癒し、芯からの健康と元気・輝きを持続して
いただきたいと考えています。

CoCoa Beauty Circle
ココアビューティーサークル

汗

汗腺

皮脂腺

毒素
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形と印象　～前髪編～

千秋店　店長
堤　哲郎です。

一番オーソドックスな形。長さにより見え方は変わりますが基本的にキュートなイメージを作ります。短くなれば
なるほど個性的な感じになります。どんな方にも似合う前髪です。

すべておろす形よりも少し大人っぽくなります。短いとフェミニンな雰囲気になり、長いとエレガントな雰囲気に
なります。額の狭い人や、面長に見せたい人にお勧めです。

活発な感じの印象を与える形です。女性らしさを持ちつつスポーティーで分け目や流し方によって個性的な感じに。
サイドにボリュームを出したい人に向いてます。

＊皆さんこんにちは、2006 年から新コーナー「★似合うスタイル見つけよう !! ★」
が始まります。
　そもそもきっかけは、「スタイルブックなどを見ていてもスタイルの違いがわから
ない！」もしくは、　「私ってどんなスタイルが似合うのかな？」なんていうお客様
の声が多いことから始まったこのコーナー、　内容としては非常に簡単です、要するに・・・
　われわれ美容師と共に、ちょっとしたスタイルの違いや、お顔の骨格などの違いに
よってどのように　見え方が変わるのか、そしてどんなものがどんな方に似合うのかを勉
強していきましょうということです。

★似合うスタイル見つけよう！！★

第１講　　～前髪編～
＊「前髪変えただけで雰
囲気ってこんなに変
わるんだ！」な～んて
思ったことありませんか？
日ごろ見慣れててスタイ
ルの中ではそんなに大き
な割合を占めないように
見える前髪も実は見た目
の上ではかなり大きな割
合を占めているんです !!
　まずはそんな前髪に的
を絞って見た目の違いを
見て行きましょう。

いかがでしたか？　今回は大きく分けた３パターンでしたがこの他にもいろんな見え方の前髪があります。
同じ形でも長さや厚み、毛の量によってずいぶん違った印象を作ることが出来ます。伸ばしてる途中で長さ
を変えたくないときや、季節やファッションに合わせていろんな前髪を試してみても楽しいですし、骨格
や輪郭のコントロールも出来ます。やりたい前髪とむいてる前髪を考えて、スタイルに合ったベストな前髪を見
つけてください。

Ａ　すべて下ろした前髪 Ｂ　斜めに流した前髪 Ｃ　左右に流した前髪（センターパート）

A

B

C

前髪を作ると、

何だか子供ぽっく

なりませんか？

それには訳が
あります。

先程の比率を、

見てみましょう !!

＊前髪を作ることにより、顔（肌）が見える部分が、縦：横の比率が１：１

になります。

縦：横が１：１になることにより、顔が丸く見えてしまいます。造形的に、

丸のイメージが可愛い・やさしいになりますので、子供っぽいイメージに

なってしまいます。

＊前髪を横に流すことにより、額の肌が見えます。

それにより、縦：横の比率が１.５：１ぐらいになります。額が見えること

により縦のラインを強調することになります。イメージとしては、大人っ

ぽい・おとなしい感じに見えます。

～まとめ～

僕と一緒に
勉強
しましょう！
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千秋店 店長
堤　哲郎です。

お客様からのＱ＆Ａ　日頃の疑問にお答えします !!

Q1　「サロンに行って一番最初に　　　　　

　　　　　シャンプーするのはどうして？？」

★お客様からの素朴な疑問

「美容室って行くとシャンプーしてくれるけど、サービスの一環なの？」
そんな疑問を聞きました。確かに気持ちの上ではサービスですがシャンプーも実は大切な技術の一つなんです。

★シャンプーの役割とは・・・
→頭皮や髪には、外側だけでなく内側にも「皮脂」と呼ばれる脂が存在していて、水分を守って髪の潤いを保ったり、
髪をつややかにするなどの役割があります。ですが、「皮脂」は時間がたってくると汚れの原因になります。この余分な
「皮脂」やスタイリング剤などの成分が多く残っていると、パーマ液やトリートメントの浸透にムラが出来るなど、仕上が
りに大きく影響してしまうことがあります。
　　そこで・・・
美容室では髪を綺麗にするのはもちろん、技術を最大に生かすためにも最初にシャンプーをするんです。余分なものを取
り除いて髪を‘素’の状態に戻してあげるための、欠かせないステップなんですよ！

（余分な皮脂やスタイリング剤のついた髪） （汚れを落とし素の状態に）

Q2　「カラーやパーマの前に　　　　　　　

　　　　　　　　トリートメントをするの？？」

「パーマやカラーをする前に‘トリートメントをつけますね’って言われるけどあれは何？」
確かに、それだけ言われてもわかんないですよね！　ご説明しましょう。

★トリートメントとは・・・「前処理」という技術になります !!
→傷んでいる髪は髪の中の栄養分（間充物質）が抜けていてスカスカの穴あき状態になっています。こんな穴のある髪を
「ポーラスヘア」といいます。「ポーラスヘア」は弾力がなく、この状態で髪にパーマやカラーをすると毛先と根元ではか
かりにムラが出来ます。
　  そこで・・・
「ポーラスヘア」の穴の部分にトリートメントでたんぱく質を補い、一時的に穴をふさいであげるのです。パーマやカラー
のお薬が簡単に髪の外に出て行かないようにするということです。電車が満員だとなかなか外に出られないけど空いてる
電車からは簡単に出られますよね？それと同じで髪の中を満タンにしてお薬が流れ出ないようにします。もちろんせっか
くふさいでもすぐに流れ出てしまっては意味がないので、油性のトリートメントで包んであげるのもポイント。すると、
薬剤に負けない状態に髪をリセット出来るってわけです！＝髪の痛みを最小限にとどめなおかつしっかりパーマ・カラー
が出来るってことです。

わかりやすく、海苔巻きでイメージしてください。　　の　　り……キューティクル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご　　飯……髪の中にある、栄養分・たんぱく質
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きゅうり……髪の毛の芯

シャンプー

以上のように何気なくされてるシャンプーや前処理にも重要な意味があるんですよ。われわれ美容師もなるべくしっかり
説明をしていきますが、何か疑問があるときなどはぜひお気軽にスタッフにお尋ねくださいね。

たんぱく質の補給
＋

油性トリートメント

（中身が抜けてスカスカの髪） （健康な状態にリセットされた髪）

キューティクル（のり）

たんぱく質・
栄養分（ご飯）

髪の毛の芯
（キュウリ）

たんぱく質が
いっぱい断

面

図



カラーリスト
渡邊英一です。
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2006 年カラー特集 　～似合うカラーリングを見つけよう～

2006 年第 1回目ですが、昨年から更に世間が関心示している似合わせに関してをご紹介
していきたいと思います。よく似合わせといいますが、いろいろな似合わせがあって、カラーに関しては
お客様の要望、イメージ、生活シーン、肌の色、ベース、肌の明るさ、唇などの赤味を持っている部分の色、
今回の気分、今後なりたいスタイル等幅が広い中から、お客様のご要望と照らし合わせて、似合わせていく
ことになります。似合わせていくとはどういうことか？といいますと、同じピンクブラウンでも、黄色によせた
色や、青色によせた色を使うことによって、肌色と同調させていくことになります。同調させることに
よりなじみながら肌をイキイキみせたり、印象をよくすることができます。
今回は明るさの違いによる、肌の色の見え方の違いを見てみましょう！！

すべて顔の色、明るさを同じですが、髪が明るくなるにつれ、くすみやボヤケが出やすいです。髪が暗くなるにつれ、顔の色
がクリアになってきます。黒髪は顔が白くみえますが、髪のツヤににごりがでやすいです。
今現在ですが、一番多い明るさは約７～ 10 レベルの中明度の明るさが多くなってきてます。
それ以上の明るさでオススメなのは、細かいハイライトを入れて、明るく見せながら、軽さやクリアなイメージを作るのが、
渡邊のオススメ !! です。

　2006 のオススメカラーは……

※いつものカラーの時間プラス 30 分ぐらいです。質感カラー料金はＳ７,８００円～ＬＬ１１,８００円～になります。
　またデザインや、髪の状態、イメージなどによって変わる場合がございます。各スタイリストにお気軽にご相談ください。

あけましておめでとうございます。初めての方も、既におなじみの方も

これからもよろしくお願いします。ＴＪ天気予報カラーリストを務めている

渡邊　英一です。これから毎回カラーについてのお話や、役立つ情報を掲載していきます。

しっとりまろやかなココアブラウンの中に、遊び心のあるハイライトをいれ、
軽やかにすることで、ツヤ感がアップし、髪の重なりや、動きを楽しめます。
またやさしさのある色なので顔周りの印象が華やかになり、少し赤味のある
色ですから、髪もしっとり健康的な印象に。
伸ばしかけの人や、長さは変えたくないけどという方や、ちょっぴり印象を
変えたい方はオススメです。

スタイルでやわらかさを表現しているので、カラーリングは秋冬を意識した
深みのあるピンクブラウンにしました。鮮やかな赤みと、深みのある赤みを
ブラウンの中にブレンドすることで、しっとりとしたツヤ感を表現すること
が出来ます。髪の中でベースの色よりも更に綺麗な色や、深い色を入れるこ
とによって、ツヤ感が飛躍的に UP します。ブレンドをすることによって、キ
ラキラ輝くような髪の質感が出ます。

全体の色 部分的に入れる色

全体の色 部分的に入れる色

ピンク
青味によった

サーモンピンク
黄味によった

ベストカラー
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お客様のお声が私達の財産です。～2005 年秋のアンケートのご報告～

まとまりました。
それぞれ意見を

言い合い、まとめて
いきます。

嬉しい一言に
感激！！

同じような意見ごと
にグループ分けを

していきます

各店代表を
またチームに
分けます。

各項目のグルー
プ化をします。

2005 年秋のアンケート報告
たくさんの方々にご協力を頂きまして、誠に感謝いたしております。
ありがとうございました。
お褒めの言葉・お叱りの言葉から、今年も今まで以上により良いお店作り・ご満足いただける美容室になれるように
努力していきます。
各店でまず意見をグループ分けし、話し合いながら真剣に取り組んで出てきた意見、考え、行動を各店のプロジェク
トメンバーが集まり、さらに全社的なものにまとめました。

おくられた枚数なんと2,584通 !!
この中から抽選させて頂きました。

見事当選された方には、ＴＪ天気予報より、チケットをお送りさせていただきました。

各項目、様々な意見やうれしいお言葉、ご意見や改善点があり、美容師側の立場とお客様の立場を改めて確認するこ
とにより、サービス、質の向上が高められるようになると思います。

いろいろなご意見を、より多く実現し、満足していただけるように取り組んでいきます。
これからもよろしくお願いします。

2005年11月17日(木)ＣIプロジェクトメンバーによるＫＪ法
ＫＪ法とは
・東京工業大学名誉教授川喜多二郎氏の考案した問題解決方法であり、すべてのどのような意見も大切に扱われ、集
団で創造的に問題解決が　図られる点に特徴がある。
・収集した膨大なデータを整理するためにカードを使って一枚の図に収め、全体を見ながら討議する。収集したデー
タがすべて生かされて、全体図の中で“自己主張”していることで、思わぬ発想につながる。
・情報をカード化して整理するので、全ての意見を集約していけるし、カードから自由な発想や、本音の意見を引き
出すこともできる。

2005年11月17日(木)ＣIプロジェクトメンバーによるＫＪ法



尾張旭店

上田代 由香

江南店

西村 さゆり

千秋店

堤　哲郎

末広店

福島 咲子

末広店

山田 有美

尾張旭店

近藤 正充

師勝店

松岡 初臣

日進店

堀　春生

滝の水店

西尾 俊子

木曽川店

足立 和久

江南店

菅原 理恵子

多治見店

川久保 貴信

尾西店

前田 利博

春日井店

渡辺 知里

師勝店

小林 佳代

尾西店

五十住 奈津

末広店

鎌田 公介

日進店

勝田 有美

千秋店

今井 淳一

尾張旭店

大崎　静

横綱

大関

関脇

小結

前頭 1

前頭 2

前頭 3

前頭 4

前頭 5

前頭 6

横綱 前頭 2

大関 前頭 3

関脇 前頭 4

小結 前頭 5

前頭 1 前頭 6

横　綱 前頭 2

大　関 前頭 3

関　脇 前頭 4

小　結 前頭 5

前頭 1 前頭 6

横　綱 前頭 2

大　関 前頭 3

関　脇 前頭 4

小　結 前頭 5

前頭 1 前頭 6
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2005 年ＴＪ天気予報番付

2005 年１年間ありがとうございました。よく新聞とかで見かける人気商品の番付をやっちゃいました。今回皆さんに
紹介するのは４つの部門です !!

①人気メニュー　②売れ筋商品　③お客様からご指名をいっぱいいただいたスタイリスト
④右へ左へよく働くアシスタントを紹介します。2005 年輝く栄光を手に入れたのは、この方です！

年 間 ラ ン キ ン グ 昨年の売れ筋、人気ランキングです。

  人気スタイリスト
～お客様から沢山のご指名をいただいた者～

超 ア シ ス タ ン ト
～右へ左へよく働きます。縁の下の力持ちさん～

ひっぱり
だこ

売れ筋商品人 気 メ ニ ュ ー
　 ボンドトリートメント
あらゆる髪質に最適な状態を維持できるスーパーマルチト
リートメント。パーマ・カラー・ダメージすべての髪に対
応します。

3,150円
(税込)

　 トナーオンカラー
シャンプー台で出来て、色味と艶をプラスするカラーが短
時間でできます。

　 テクスチュアパーマ
ルーズ＆ナチュラルに仕上げます。毛先の動きが新鮮です。

　 エクセレントストレート
カット＋縮毛矯正＋システムトリートメント込
より自然に、より滑らかに、より上品にワンランク上の大
人の縮毛矯正ストレート。

　 カラーケアトリートメント
カラーで失われやすい水分・脂質を整え、色持ちとツヤを
向上します。

　 コスメカール
カット＋コスメカール込
ＴＪ天気予報スタッフの中で口コミで広がった自分のヘア
スタイルを作るのに使っていたうわさのまかないメニュー。

　 ファーストカラー
（※シャンプーブロー別）
もっとキレイに！もっとツヤやかに！もっと上品に！
上質をコンセプトに完成した大人のカラー。

　 しなやかストレート
カット＋アイロンストレート＋トリートメント込
１ケ月間で 1,008 人の方が体験し実感した素肌のような新
感覚のストレートパーマ。

　 スーパーＤライナー
カット＋縮毛矯正＋トリートメント込
根強い人気！　どんなくせ毛もしっかり伸ばします。

1,570円
(税込)

6,300円
(税込)

18,500円
(税込)

2,100円
(税込)

12,600円
(税込)

Ｓ  7,800円(税込)
Ｍ  8,800円(税込)
Ｌ  9,800円(税込)

Ｓ 　2,620円
ＭＬ 3,150円

(税込)

17,500円
(税込)

16,500円
(税込)

通信販売
・アドレス:www.tj-tenkiyohou.co.jp/onlinesp/
・パスワード:tjtj61

　 スーパートリートメント
細かいタンパク質を毛髪内部まで浸透させ、しっと
りさらさらにします。

ベース剤

エストクアルＳＯ
2,730円(税込)

ひろがりやすい髪を、やわらかで、
おさまりのある質感に整えます。

ベース剤

エストクアルＳＬ
2,730円(税込)

指どおりの悪い髪を、つややかな、
さらっとした軽い質感に整えます

トリートメント

クリームPPT 500ｇ
3,150円(税込)

ダメージ毛に最適！
補修効果抜群です

トリートメント

クリームPPT 1㎏
5,775円(税込)

〔詰替用〕

ダメージ毛に最適！
補修効果抜群です

シャンプー

アイケアシャンプーＹ
2,415円(税込)

ハイダメージが気になる方にオス
スメ！「やらかくしっとり」

スタイリング剤

スパイスハードワックス
2,100円(税込)

強いセット力なのに固まらず、ク
リ－ムならではの伸びのよさ。

ベース剤

モイストミスト
2,625円(税込)

寝癖直しの化粧水。サラサラの質
感です。

シャンプー

アイケアシャンプーＫ
2,415円(税込)

ハイダメージが気になる方にオス
スメ！「軽く・やわらか」

スタイリング剤

ＵＶスプレー
1,890円(税込)

炎天下、過酷なUV環境から髪を守り、自然なツヤ
を与え、なめらかな指どおりの良い髪に。

育毛剤

ビタボルテージＢＬＨ
6,300円(税込)

発売以来60万本を突破!!
白髪をケア＋育毛促進のダブル効果。
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各店舗マネージャーの 2006 年の抱負

各店舗マネージャーの

2006 年の抱負
～サロンマネージャー 17 名～

千秋店

堤　哲郎
木曽川店

足立　和久

稲沢店

駒月　強志
末広店

福島　咲子
江南店

飯尾　比呂之

尾西店

中村　惠
春日井店

小玉　進也
師勝店

松岡　初臣

尾張旭店

近藤　正充
津島店

木村　聖之
日進店

渡辺　卓巳

多治見店

小川　浩
滝の水店

西尾　俊子
大府店

多田　照美

可児店

日比野　哲二
豊明店

今枝　敏典
cocoa

神保　愛子

2006 年お客様に喜んでいただけるお
店・スタッフ育成に取り組んでいきま
すので、今年も宜しくお願いします!!
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スタッフ紹介　ＴＪ天気予報江南店スタッフ

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

①飯尾　比呂之
② 30 歳③京都府④スーパーサロ
ンマネージャー⑤ヒロシーズリー
ダー⑥バイク⑦キリオ⑧あーいん
じゃない？⑨ TJ 天気予報をのっ
とり !!

①後藤　優仁
② 26 歳③愛知県④チーフ⑤まー
くん⑥バイク⑦携帯ゲーム⑧アン
ちゃんの血はあったかいか？そこ
にはいっぱい愛があるからな！⑨
家族 4人で二人のりツーリング。

①山田　泉
② 24 歳③北海道④チーフ⑤いず
み⑥ストレートパーマ⑦引越し⑧
直毛⑨北の国から

①武藤 孝也
② 27 歳③愛知県④チーフ⑤む
とーさん⑥スノーボード⑦サー
フィン⑧筋肉⑨プロボーダー

①西村　さゆり
② 26 歳③滋賀県④スタイリスト
⑤にしちゃん⑥てけてけサーフィ
ン⑦ごくせん⑧喜怒哀楽⑨ハワイ
移住

①姫田　真希
② 23 歳③岐阜県④スタイリスト
⑤ひめ⑥雑貨屋めぐり⑦電化製品
⑧ティリーン☆⑨雑貨屋さん

①岡山　美和
② 25 歳③愛知県④スタイリスト
⑤みわちゃん⑥旅行⑦旅行⑧ハワ
イ⑨世界一周

①西川　美樹
② 24 歳③岐阜県④スタイリスト
⑤みっちゃん⑥引きこもり⑦ＦＦⅩ
⑧召喚獣⑨沖縄移住

①家村　恵
② 23 歳③愛知県④アシスタント
⑤めぐ⑥プチ旅行⑦帽子⑧神⑨南
の島でサーフィンをやる事！

ＴＪ天気予報　江南店　スタッフ大特集!!
今回は１ｍｍ 江南店のみなさんです。

ＴＪ天気予報で一番たくさんのスタッフがいて、たくさんのお客様がご来店される
お店です。27 人のいろいろなスタッフが元気にがんばっています！
ＴＪ天気予報でもとってもパワーのある 27 人の仲間を紹介します！ ＴＪ天気予報 1 ㎜ 江南店

　昨年もたくさんのお客様にご来店を頂き、大変感謝いたして
おります。
　今年も、昨年以上に技術・接客レベルを上げ、ご満足いただける
お店にしていきます。
　どうぞ今年もよろしくお願いします。

①鵜飼　佳代子
② 24 歳③愛知県④アシスタント
⑤うー⑥カラオケ⑦お手軽料理⑧
家族愛⑨大家族

①杉本　大輔
② 20 歳③愛知県④アシスタント
⑤大ちゃん⑥筋トレ⑦筋トレ⑧
しゃかりき⑨同期で美容室をひら
く。

①西井　翼
② 22 歳③三重県④アシスタント
⑤にっしー⑥貧乏⑦ 24 鑑賞⑧ほ
ほがこけてる⑨いい男になる。

①若松　美樹
② 23 歳③東京都④アシスタント
⑤ミキティー⑥ハイロウズ⑦サン
クチュアリ⑧ヒントはあるがルー
ルはない！⑨ライブハウスをひら
きます。

①稲葉　由希恵
② 23 歳③宮崎県④アシスタント
⑤ユキちゃん⑥酒⑦帽子⑧ゆず小
町⑨身長 160 ｃｍ台

①地辺　瑠美子
② 22 歳③鹿児島県④アシスタン
ト⑤るん☆るん⑥音楽鑑賞⑦えり
ふり⑧頑張れば感動 !!! ⑨海外進
出 !!!

①中村　幸代
② 23 歳③長崎県④アシスタント
⑤さち⑥読書⑦東京☆タワー⑧★
一期一会★⑨赤い屋根の煙突のあ
る家にすむ

①上田　真理子
② 22 歳③愛知県④アシスタント
⑤うえっちょ⑥犬の散歩⑦犬の病
院⑧ドッグフード⑨トップブリー
ダー

①菅原　理恵子
② 22 歳③熊本県④アシスタント
⑤ぶんちゃん⑥スポーツ⑦オリエ
ンタルラジオ⑧∞無限大∞⑨イル
カの調教師

①重田　華菜恵
② 21 歳③北海道④アシスタント
⑤しーちゃん⑥映画⑦模様替え
⑧持つべきものはともだち！⑨お
しゃれなおばあちゃんになる。

①大野　香苗
② 21 歳③福岡県④アシスタント
⑤おおちゃん⑥寝る事⑦しいたけ
⑧油 !!! ⑨将来も笑っていたい。

（＾。＾）

①林　真衣
② 21 歳③愛知県④アシスタント
⑤まい⑥コテ巻き⑦花より男子⑧
だって、でも、⑨若松先輩みたい
になる

①蔵座　いづみ
② 23 歳③岐阜県④アシスタント
⑤ぴんこ⑥お菓子作り⑦ボーダー
⑧お金持ち⑨ケーキもでてくる美
容院

①古井　美香
② 23 歳③愛知県④アシスタント
⑤フルーティ⑥ライブ⑦ラーメン
⑧チャーシュー⑨大女優

①竹本　由美
② 21 歳③北海道④アシスタント
⑤ゆみ⑥路上ライブ⑦発声練習⑧
紅白歌合戦⑨歌手

①豊川　知孝
② 21 歳③岐阜県④アシスタント
⑤とよ⑥スロット⑦吉宗⑧１G 連
チャン⑨日本一の床屋

①尾上　円香
② 21 歳③愛知県④アシスタント
⑤円ちゃん⑥猫いぢり⑦パっつん
前髪⑧大丈夫 !! ⑨自分のうちの
庭にちっちゃい美容室をたてる。

①藤田　沙織
② 23 歳③愛知県④レセプション
⑤さおちゃん⑥料理⑦ヨガ⑧ダ
イエット⑨ヨーロッパに海外旅
行・・・・

１mm心

ＴＪ天気予報 江南店 スーパーサロンマネージャー 飯尾比呂之
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春日井店改装中です。

ＴＪ天気予報春日井店が、店舗老朽化に伴い 2006 年１月１日～２月３日まで改装工事をさせていただいております。

多くのお客様には、ご迷惑をおかけし申し訳ございません。

２月４日（土）にリニューアルOPENしますので、

新しくなった春日井店をよろしくお願いします。

編集部からのお知らせ

いつも、ハッピータイムズを最後まで、ご覧いただき誠にありがとうございます。
今回のハッピータイムズは、2004 年 12 月 16 日～ 2005 年 12 月 15 日までの１年間の技術ご利用金額、来店回数がＴ

Ｊ天気予報が定めた基準以上に方にお送りさせていただきました。

私達ＴＪ天気予報では、お客様データーをしっかり管理させていただいておりますがデーター入力ミス・何らかの手

違いで、お客様のお手元に届かない場合がございますのでご確認やご不明な点がございましたら、ＴＪ天気予報本部

までご連絡下さい。

春日井店
サロンマネージャー

小玉　進也

いつも春日井店をご利用
いただき誠にありがとう
ございます。また改装中
ご迷惑をおかけし申し訳
ございません。
２月４日より新しい春日
井店で皆様の御来店お待
ちしております。

いろいろとご迷惑をおかけしますがよろしくお願い申し上げます。
株式会社　ＴＪ天気予報

ＴＪ天気予報本部　　０５８６－７６－７４３８

２００５年 ２００６年

ご迷惑を
おかけします

ゴールド会員

だった方が

またご利用金額により

プラチナ会員

だった方が

プラチナ会員

に変わる方

ゴールド会員

に変わる方も

いらっしゃいます

２００６年２００５年
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