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２　ハッピータイムズ

編集長モジコのあいさつ

先日、テレビを見ていたら、あるメイク

　　アップアーティストの方が出ていて、仕

事に対する想いなどいろいろ話してみえまし

た。

　ものすごく業界では有名なかたらしくっ

て、女優さんからの支持もとてもあるかたで、

その方が言ってらっしゃったのが、「一流に

なりたい」だから、女優さんとかともプライ

ベートでお食事を一緒に行ったりしていろん

なことを学ぶと…

　一流の女優さんにご一緒いただくのに、相

手に恥をかかせてはいけないと思って、毛皮

とか、宝石とか高いけど、いいものを身につ

けるようにされたそうです。内容はそれだけ

ではなかったですが、私が印象に残ったのは

「一流」ということです。

つい先日までお正月で浮かれていたらあっという間に２月ですね。年々、月日が経つのが早

いと感じるようになって来ました。１日１日、大切に年を重ねていきたいですね！

２月といえば節分ですね。字の通り、節分とは春夏秋冬、４つの季節を分けるという意味で

４回あったそうですが、今では春のみに残っているそうです。

鬼は外、福は内というのは、もともと春の初めに神が訪れて祝福を与えてくれるので、その

前にはらいをする習慣から来たもののようです。

都会では季節感が失われてしまいましたが、それでも春を待つ気持ちは昔も今も変わりませ

ん。日本人ほど季節の移り変わりに敏感な国民もいないと思います。昔から季節と暦と人々

の生活が一体になっていたんですよね～。

ではでは、vol.22 スタートです !!
編集長のモジコです

　その方もいってみえましたが「一流っ

て飽きない、だから一流なの」言葉

自体は、シンプルでしたが、すごく心に残り

ました。確かに一流といわれるものって飽き

がこないですよね。一流になることもすごい

ことですが、世の中で一流といわれてる方や

ブランドや物、いろいろありますが、一流で

あり続けることは、さらにすごいことで、な

ることと、あり続けることは、全く違うんだ

ろうなと感じました。

私たちＴＪ天気予報も一流を目指してい

　　ます。ＴＪとは TOP OF JAPAN、

日本一を目指すということなんです。

　そこには会長、社長の脱美容室への想い、

そして使命感があります。ＴＪ天気予報は今

年で、創業 29 年を迎えました。昔は、美容

の仕事というのは、長時間労働、お正月お盆

もなく、低賃金、保証もなければ、退職金も

ない、ボーナスもない、ないないづくしの業

界でした。この職業を選んだ人達に誇りのも

てない業界でした。

私らしさの方程式

一　　　流



ハッピータイムズ　３

編集長モジコのあいさつ

　家内工業的な域を脱してない業界だったの

です。この業界のそれまでの習慣を抜け出す

べく脱美容室の近代経営を目指し、今に至る

わけです。

　この職業に誇りをもってもらいたい。会社

に誇りをもって働いてもらいたい。社員の人

達に絶対後悔をさせたくない。そういう一心

で、一般の優良企業に負けない会社、業界外

の方々にも美容業を素晴らしいと認めていた

だけるような会社経営をと、私たち社員に自

己の持つ可能性にチャレンジできるチャンス

や場を与えていただいています。

　いつの時も、どんな時にも挑戦者として困

難に立ち向かい、価値を高め、お客様からま

た地域社会にとってなくてはならない存在に

なりたいと強く想い果敢に挑戦し続けたいと

思っています。

　私は、ＴＪ天気予報に入社して 10 年が経

ちました。あっという間でした。入社したの

が昨日のことのようです……(笑）

　10 年前というのは、まだ店舗数も５店舗

で見渡せば、全社員わかるほどでした。10

年という月日はすごいもので、店舗数も社員

数も倍以上、着実に全員で１つ１つの目標に

向かって進んできた結果なんだなぁとつくづ

く感じます。一昨年より去年、去年より今年、

どんどん会社が好きになっているのは確かで

す。素晴らしい企業、経営者の方たちは、たっ

くさんいらっしゃいます。

　ですが、私たちにとっての TOP OF 

JAPAN は会長と社長です。天気予報のお

父さんとお母さんがいなかったら、またこの

２人でなかったら、ＴＪ天気予報は存在しな

かったでしょうし、私たち社員もいなかった

と思います。

　創業も大変なことです。ですが企業が存在

し続けることはもっともっと大変なことだと

私は思います。私は、自分に子供ができて「お

母さんあそこで働いてたんだよ」って言える

ような、そして、自分の子供たちが「あそこ

で働きたい」といえるような、そういう会社

であり続けることができるように、今を大切

に過ごしていきたいと思います。

　自分の会社がそうなったら素敵じゃありま

せんか！？

ちょっと、話がそれてしまうかもしれませ

　　んが、オーラの泉というＴＶ番組ご覧に

なったことありますか？　そこで言っていた

のが「こうしたい」と強く想うと、力になっ

てくれる守護霊様がついてくれるそうです。

　こうしたいって強く願うと、上手くいくこ

とって多くないですか？　普段と想いが違う

し、強いパワーも自分から出てたり、行動も

伴っているのももちろんあると思いますが…

　今、起きている全てのことは、自分にちょ

うどいいことしか起きないと私は思っていま

す。ただ、どこを目指し、どこをみるかで全

く変わってくるとも思います。

　だから、夢に向かって、１日１日を

大切に、年を重ねていきたいです。



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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あっ !　と言う間に 2006 年も一ヶ月過ぎました！　皆さんいかがお過ごしですか？
こんにちは！　時間の過ぎることの速さをひしひしと感じてる王子です。なんだかんだと、

言いながらまさに「あっ！」と言う間に１月も終わりましたね～。「一年の計は元旦にあり」なんて
言いながら戒めるまもなくすぎた感じです。皆さんのお正月はいかがでしたか？

ちなみに僕のお正月は新年早々風邪をひいて寝正月でした（涙）……

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!
今回は「イタリアン」食べ歩いてきました!!

「年末から年明けにかけて飲み食いしすぎたな～」って思ってるうちに２月がやってきました。「増えすぎた体重をどうにかしな
きゃ！」な～んて頭では思っていても行動は別！ そしてお腹も別……これだけ食べ続けてるから食べ歩きも少しは量をセーブで
きるかもって考えは甘く、食べ物のことになると俄然パワー全開で行ってしまいました。そしていつものごとく食べましたよ～たっ
ぷりと！結局のところなんだかんだ言っても食欲には勝てず、「ま、それも健康な証拠」とばかりに今回はこちらのご紹介です !!

ちょっと興奮気味に語ってしまいましたが、今回はこんな感じです。でも、友人がやっているからと言って色をつけて書いた
わけではないですのでご安心を！　歩き始めたばかりのお店なのでいろんな意味で多少荒い部分は否めないかもしれませんが、
そこは皆さんのお声でどんどんいいお店にしていってあげてください !!
そして、次回なんですが「ハンバーグ」のおいしいお店を探したいと思います。どこでも行きますのでじゃんじゃん教えてく
ださい！！普段、ファミリーレストランでしか食べたことのない僕なので、ぜひ本物の味を教えてください !!
子供から大人まで永遠の定番ですよね！　お待ちしてま～す !!!

イタリアンのお店なのに思いっきり
ジャパニーズな名前がユニークで
すよね。実はここは僕の同級生が
オーナーをしているお店なんです！
ちょっとわかりにくい場所ですが、
隠れ家っぽくて、おしゃれなお店で
す。食材の素材や作りかたにもかな
りこだわっていてシンプルながら忘

れられない味の料理が豊富です。そんな「石田家」さんで今回僕
はパスタとピザとお肉の料理を平らげてきました！ まずパスタは

「ポルチーニ」というものでクリーム系なんですが、ソースを作る
のに 1 ヶ月かかるというこだわりのパスタ。見た目からして濃厚な
そのパスタを口に入れたとたん「何じゃこりゃー！」と某ドラマの
名場面のような反応をしてしまいました。うまいんです！　ほんと
に !!　ホワイトクリームとはまた違う味でチーズの風味が効いて
てホントおいしいです !!　説明しきれないのでとにかく食べて見
て欲しいとしか言いようがありません。そしてピザは「ビスマルク」。イタリアンの好きな方なら知っていると思いま
すが、ほうれん草とベーコンのピザに生卵が乗ってるやつです。これが僕は大好きで卵と絡むあの味が恋しくていつも
頼んでしまうんです。最後にお肉ですが、普段あまりピザとパスタ以外のメニューは頼まないのでお勧めを聞き「和牛
ほほ肉の赤ワイン煮込み」を頼みました。お味の方は…‘昇天’でした！「えっこれ肉？」って思うくらいの柔らか
い肉に赤ワインの風味の効いたソースがベストマッチ !!　ほんっとにおいしいですよ !!　大げさじゃなく世の中にこ
んなうまい料理があったのかと思ったくらいです。まだまだ話したいことはいっぱいですがまたお腹すいてきそうなの
で今回はこのくらいで。他にドルチェも充実していてとにかくとにかくお勧めです☆☆☆☆☆
＊ TEL 0587-92-1199　AM11:30 ～ PM3:00   PM5:30 ～ PM10:00　水曜定休

☆僕の地元扶桑町にあるお店で、お店の名前は「石田家」（いしだけ）
　さんです。



ハッピータイムズ　５

まだまだやっていますよ !!　～優良顧客様特別企画～

まだまだ、やってますよ～ 楽しい企画
2006 年ＴＪ天気予報最初の企画は、大変くだらない、イヤ間違えました。　大変楽しい企画を行っています。
やっぱり、新年は笑いからですよね～　　ということで、楽しい企画を３つ用意しています。
まだ、この企画を体験していない方もいらっしゃると思いますので、ちょっと紹介しますね !!

期間限定
２月28日(火)まで

優 良 顧 客 様 特 別 企 画

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 !! ～

＊店舗に御来店いただき、応募ができます。

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。

プチフェイシャルコース プチフットコース

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

そ れ と も う １ つ コ コ ア か ら の プ レ ゼ ン ト

見事正解された方、抽選で６組ペアの方に
素敵な旅行をプレゼント

上下の写真を
見比べて、間違いを
６つ見つけて下さい。
なかなか難しいですよ！

＊選べる旅行になっています。
　お店で、パンフレットを確認して下さい。

旅行が当たった!!

いろいろ選べて

楽しそう。

2 Ｔ Ｊ 天 気 予 報 ダ ー ビ ー
～自分の直感を信じよう！　正解の方全員にシャンプー・トリートメントをセットでプレゼント～

お店の応募用紙に、
１位・２位を記入して下さい。

３月17日にダービーは
開催されます。

ＴＪ天気予報を代表する16名の
スタッフが正座を20分した後に、

50ｍ走ります。
誰が優勝するでしょうか？？

3 ７ 人 に １ 人 の 方 が 技 術 料 金 無 料 に !!
～ 今 年 一 番 の 運 試 し ～

会計の前にクジをひきます。 ＊７分の１の確率で大吉が入っています。

大吉が
出ますように!!

やった～

今年はいいことが

いっぱいありそうだ!!

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



６　ハッピータイムズ

ストレート・縮毛矯正　～２月がお得になっていますよ !! ～

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

特別料金

２月１日(水)～28日(火)まで

OFFシーズンストレート企画

どんな商売にも、忙しい季節・月があるように、美容室も忙しい月は決っています。それは、３月・７月・12 月です。
特に、３月は１年の中でも、とても忙しい月になります。それと同様に、一年間で暇な月もあります。それが２月です。
よく、ホテルや旅館などOFFシーズンなどは、料金がかなり安くなったり・同じ値段で部屋のグレードがあがったり
などいろいろなサービスがあると聞きます。そこで、すぐ真似をするＴＪ天気予報は、こんなサービスを思いつきました。

優良顧客様とストレートパーマをかけたことがある方だけにお伝えします。

と言うことで、美容室の一番のＯＦＦシーズン２月にど～んとＴＪ天気予報の人気のストレート・縮毛矯正ストレートを
お求めやすい価格で提供することになりました。
２月の平日、早めに御来店いただければ、かなりお得な料金で楽しめるようになっています。
また、例のごとく３月はキャンペーンを行いますので、その案内もしておきますね !!

２ヶ月通して、ストレートメニューがお得になっていますが、２月の平日はさらにお得です。この機会に、是非お試し下さい。

今年は早めに、ストレートパーマをかけよう企画

ストレートパスポート・ＴＪ天気予報を
ご利用のお客様特別料金より

２　　月

　　　キャンペーン料金（シャンプー・カット込み）

・エクセレントストレート　　15,800 円（税込）
・しなやかストレート　　　　14,490 円（税込）
・スーパーＤライナー　　　　13,440 円（税込）
・ナチュラルストレート　　　11,340 円（税込）
・スリムパーマ  　　　　　　　9,240 円（税込）

３　　月

OFFシーズン
ストレート企画

３月はいつものストレートキャンペーンを行います。

スリムパーマ

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
ムを抑えます。パーマ
をとりたい方・弱いク
セの方にお勧めです。

11,550 円

ナチュラル
ストレート

ストレートアイロンで
ボリュームの出やすい
髪質を抑え、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。

13,500円

スーパー
Ｄライナー

どんなくせ毛もしっか
り伸ばします。

16,500円

しなやか
ストレート

素肌のような新感覚の
ストレートパーマ。

17,500円

エクセレント
ストレート

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。

18,500円

ストレートパスポート・
Ｔ Ｊ 天 気 予 報 を
ご 利 用 の お 客 様

特別料金（税込）
（シャンプー・カット・ブロー込）

ご予約の際、「OFF シーズンストレー
ト企画」とスタッフにお伝え下さい。
またこちらのチケットを必ずご持参下
さい。チケットをご持参のお客様に限
り特別料金にさせていただきます。

ＴＪ天気予報オリジナルストレート

要予約　１日限定５人まで

4,000円OFF

ストレートパスポート・ＴＪ天気予報を
ご利用のお客様特別料金より 3,000円OFF

ストレートパスポート・ＴＪ天気予報を
ご利用のお客様特別料金より 5,000円OFF

根強い人気で
№１

１ヶ月間で
1008 人の人が
体験し実感した

ぜったい満足の
秘密兵器

注意



ハッピータイムズ　７

中高生企画　～お得な情報が盛りだくさん～

卒業式・終業式・春休み応援企画卒業式・終業式・春休み応援企画卒業式・終業式・春休み応援企画 2月1日(水)～
2月28日(火)まで

期間
限定

１ ストレート・縮毛矯正キャンペーン

２ ちょっとした悩みを解決するお得なセットメニュー!!

～くせが出たままでは新学期は迎えられない～

３ 同 伴 企 画

ストレート・縮毛矯正キャンペーン

ちょっとした悩みを解決するお得なセットメニュー!!

同 伴 企 画

ディズニーランドの
ペアチケットが当たるチャンス
ディズニーランドの
ペアチケットが当たるチャンス
ディズニーランドの
ペアチケットが当たるチャンス

～お母さんといっしょにヘアスタイルを作るとこんな特典があります～

①次回使えるお楽しみチケット

※その他いろいろの商品も用意してますのでお楽しみに!!

②ＴＪ天気予報がおすすめするベース剤が20％OFFで購入できます。

どんなくせ毛もしっかり伸ばします。

(カット＋縮毛矯正＋プチトリートメント)
スーパーＤライナー　10,500円(税込)

根強い
人気で№1

カット＋前髪ストレート＋プチトリートメント
前髪のくせを
のばそう

カット＋ポイントパーマ＋プチトリートメント
トップに
ボリュームを
出そう

素肌のような新感覚のストレートパーマ

(カット＋アイロンストレート＋プチトリートメント)
しなやかストレート　11,550円(税込)

一ヶ月間で
1008人の方が
体験し実感した

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

(カット＋縮毛矯正＋プチトリートメント)
エクセレントストレート　12,600円(税込)

5,800円(税込)OR

ぜったい
満足の
秘密兵器

お母さんと
いっしょに来ると
得をする

期間中ご来店の
中高生全員に

１年に１回の大大サービス

１日限定５人まで!!

会計の時クジをひきます

・クリームバス　・10分間マッサージ　・クレンジング　・ホイルワーク　・トリートメント　　　　
の中から１つプレゼント(いやしのトリートメント) (毛穴のそうじ) (すじ状カラー)

ディズニー
ランドが

でますように!!

やった
春休みに

楽しむぞ～

～終業式・卒業式前に、バッチリ決めよう !! ～

お得な情報が

盛りだくさん !!

中高生企画？？
何、私には関係ないと思わないで、ちょっと話を聞いてください。

このハッピータイムズをご覧になっている方は、ほとんどの人が成人の方ですから
中高生企画は関係ない方がほとんどです。
それをなぜ、告知しているのかと言いますと、自分で言うのも何ですが中高生にとって、

とてもいい企画が出来たので是非とも、紹介したくてご案内しています。

まだ、最近ＴＪ天気予報をご利用いただいているお客様も、子供さんがいらっしゃる方が多くなり、子供さんの中で
ＴＪ天気予報に御来店したことがない方・美容室に行ったことがない方もたくさん、いらっしゃると思いますのでこ

の機会にＴＪ天気予報デビューするきっかけを作りました。

ＴＪ天気予報にデビューするって
ところで、どんな企画なの？？
それでは、発表いたします。

中 高 生 企 画中 高 生 企 画



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～

１日１日の蓄積が慢性のむくみ、そして顔全体のたるみに！

リンパドレナージュでイキイキ＆クリアな顔に!!!
１ 日 １ 日 の 蓄 積 が 慢 性 の む く み 、 そ し て 顔 全 体 の た る み に ！

　むくみやくすみで悩んでいる人は意外に多いのです。むくみをほうっておくと、血液がよどんでくすみが慢性化したり、腫れぼったい
顔だちになったりし、いつしかそれがたるみへとつながってしまいます。むくみやくすみ、たるみを解消するには、リンパの流れを
よくすることが先決なんです！
　規則正しい生活をしていればリンパは正常に流れます。不規則な食事、睡眠不足、ストレスなどでリンパの流れは滞ってしまうので、
現代人には正常な人が少ないんです。リンパは血液と同じように全身を流れていて、静脈だけでは運び切れない古い細胞や、細胞
間に排泄された老廃物を心臓まで運ぶ、大切な役割を果たしているのです。リンパの流れが悪くなると、動脈から運び込まれたたんぱく
質がくっつき合い、リンパ管の入り口をふさいでしまいます。リンパ管のバルブでもある“弁”が開きづらくなり、細胞の組織間内が
ふくれてしまう、その結果が、むくみなのです。
　つまり、滞ったリンパの流れを正常に戻すためにも、リンパドレナージュはベスト。
　血液中に老廃物がたまらないよう、リンパドレナージュは毎日実践して、１日のうちにリセット。ためないことが重要なのです。

自 分 自 身 を い た わ る 気 持 ち を も ち な が ら 、 リ ン パ の 滞 り を 解 消
　でも、リンパドレナージュって難しそうなイメージが…。
　簡単にできるエクササイズがあります。乳液やクリームなど、滑りをよくするものを使って実践。まず滞っているリンパの流れを目覚
めさせます。リンパ節の上を、詰まった排水口を吸い上げるように手のひらをポンプのように使って、スポン、スポンという要領で刺激
していきます。リンパが滞っているところは少し痛い！　と感じるかもしれません。自分で押して“痛気持ちいいな”と思うくらいの
力加減がベスト。リンパドレナージュは、自分で自分を触ってあげることに意味があります。自分を好きになって、毎日、自分の体をい
たわるようにしてあげてください。

ま ず は リ ン パ ド レ ナ ー ジ ュ の 準 備 か ら ！
ST EP1 リンパを流すためにリンパの入り口を開ける ST EP2 耳の後ろにもリンパ節があります！

いきなりリンパドレナージュを始めるの
はＮＧ！ たとえば、排水口に枯れ葉が
たまっていれば水が流れないのと同じよ
うに、リンパもリンパ管の入り口をス
ムースにしないとうまく流れません。ま
ずは“弁”を開くことから始めましょう。

鎖骨の溝に指を引っかけて、内側から外
側に向かって軽く押す。手を安定させる
のがコツ。続けると鎖骨がキレイに見え
るようになるそう！

顔から首にかけてのリンパ節は、鎖骨、
肩と腕の関節部分のほか、耳の後ろにも
あります！　ここの“弁”もしっかり
開けましょう。このふたつのステップは、
空いた時間や TV を観ているときなどに
行うだけでも効果があるので、習慣づけ
てみて。

耳の後ろ（少しくぼんだ部分）に指を２
～３本当てて、軽く押す、指をクルクル
回したり、押したりを数回繰り返して。

顔の輪郭がすっきり！ 表情がクリアに！
リンパが滞ることによっておこるむくみは、顔をたるませるだけでなく大きく見せる原因にも。
むくみによって輪郭がぼやけてしまうと、実際の年齢よりも老けた印象を与えてしまいます。
そこで、毎日のリセットにこの８ステップを。湯船で実践すると毛穴も引き締まって、一石二鳥！

慣れるまでは
鏡の前で
エクササイズを　

POINT

額部分を
ゆっくり刺激！

眉の上から額の際にかけ
て、真上に４か所程度、
左右対称にゆっくりと押
す。 さ ら に 眉 尻 方 向 に
向って１㎝くらいずつ指
をずらしながら、同じよ
うに刺激していく。

デリケートな目元は
ゆっくりと慎重に
眉の下の骨に沿い、親指
を骨の内側にめり込ませ
るように目頭から目尻に
向かって４か所ほど押
す。目周りの皮膚は薄い
ので引っ張らないように
し、左右対称に行う。

上から下へ向って
ゆっくりリンパを流す
目の下の骨のくぼみに
沿って目頭から目尻まで
４か所、小鼻のわきから
頬骨に沿って耳の前まで
４ か 所、 口 角 か ら 耳 に
向って４か所、それぞれ
中指で左右対称に押す。

フェースラインが
細くなるよう
意識して

あごの裏のくぼみに親指
を当て、フェースライン
に沿って耳の下まで５か
所、左右対称に押す。耳
の下のリンパ節まで、手
を抜かずにしっかりと押す。

下がった頬を
キュッと引き締める
人さし指をカギ状に曲
げ、フェースラインの肉
に当てて親指ではじき上
げる。フェースラインと
平行したラインを下から
上へ、斜めに移動しなが
ら頬全体をカバー。

ピアノを弾く感覚で
タッピング

ピアノを弾くようなイ
メージで、人さし指、中
指、薬指の３本をパタパ
タと動かしながら、顔全
体を軽いタッチでたたい
ていく。リズミカルに行
うのがポイント！

リンパを外側に流し
顔全体をカバー

顔に密着させた手のひら
を、 内 側 か ら 外 側 に 向
かってスーッと滑らせる
ように動かして、リンパ
の流れを整える。顔の下
側、中央、上側の３回に
分けて行う。

「ア、イ、ウ」の形を
繰り返して終了！
口元の筋肉を意識しなが
ら力を入れて「ア」を発
音する形に。いったん口
を閉じて「イ」を、さら
に口を閉じてから「ウ」
を発音する形に。これを
10 回程度繰り返す。

さっそくエクササイズ開始！

輪郭のぼやけをすっきりさせて　目指せ！ マイナス３歳！

S T E P 1 S T E P 2 S T E P 3 S T E P 4

S T E P 5 S T E P 6 S T E P 7 S T E P 8
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形と印象　～ウェイト編～

千秋店　店長
堤　哲郎です。

ベースの長さに対してあごのラインに重みのあるスタイルなので、割と直線的に見えます。ハチの張っている人や
ボリュームを抑えたい人に向いています。

Ａのスタイルに比べて重みの位置が上がるので、サイドにボリュームが出て、丸みがつきます。さらに毛先が薄く
なって軽くなります。面長をカバーしたい人や、あごのラインをシャープに見せたい人に向いています。

Ａ，Ｂのスタイルに比べかなり重みの位置が上がるので下のほうがかなり薄く軽い感じに見えます。
トップにボリュ－ムが欲しい方や、上の方を後ろに流したい人に向きます。カーラーなどで巻く方にも良いです。

　皆さんこんにちは、2006 年から始まった「★似合うスタイル見つけよう !! ★」のコー
ナーいかがでしょうか？
　「へ～そんな違いがあるんだ～」くらいに思ってもらえてたらうれしいのですが……
　「そうそう、そういうことが知りたかった！」とか「こういう部分はどうなの？」
など皆さんが興味を持ってくれるような内容を考えて続けていければなと思って頑張ってい
きますので今後ともよろしくお願いします！
　前回に引き続きまずは、カットの仕方によって変わる見え方について今回もやっていき
ます。ちょっとした違いによって変わる見え方を今後の参考にしていってください。では、
どうぞ !!

★似合うスタイル見つけよう！！★

第２講　　～ウェイト編～

「ウェイト＝重み」の位
置を変えるだけでもスタ
イルの見え方はずいぶん
違ってきます。
「こういうスタイルにし
たいけど、自分に似合う
のかな？」とか「写真と
同じように切ってもらっ
たのになんとなくイメー
ジと違うような……」な

んて疑問ありますよね？

同じ長さのスタイルでも

重みをどこにおくかで見え

方は変わりますし一人一人

の骨格やお顔の形によっ

て似合う重みの位置は違う

んです。

このように重みの位置が変わるだけで見え方や、骨格などのカバー、ボリュームコントロールが調節できます。
今回はわかりやすいようにベースの長さを変えず、まったくすかない状態で見ていただいてますが、もちろん
スタイルを作る時にはベースも一緒に変えたり、すいたりしてさらに一人一人のお顔や要望にあったカットをし
ます。パターンは限りないですが、ぜひ重みのことも頭に入れてスタイルを考えてみてください。

A

B

C

～まとめ～

自分に似合うスタイルってどんなの？
そんなあなたに……

あごのラインに重み
のあるスタイル

唇のラインに重みの
あるスタイル

鼻のラインに重みの
あるスタイルA B C

※重みとは？　パッとみた時に一番丸みやボリュームを感じる部分。

僕と一緒に
勉強
しましょう！



10　ハッピータイムズ

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 !!

( 赤味の強いメラニン )

( 黄味の強いメラニン )

－  　　＝

＋  　　＝
茶色の髪 赤色をプラス 赤茶の髪

黒髪 メラニン色素を除きます 茶色の髪

Q1　「日本人て基本的に黒髪だけど　　　　　

　　　　　　　みんな同じ黒髪なの？？」

★お客様からの素朴な疑問 　～カラー編～

「人によって茶色っぽく見えるけど、日本人はみんな黒髪じゃないの？」
→昔の人は髪の綺麗な女性をほめるとき「緑の黒髪」とか「烏の濡羽色（ぬればいろ）」なんて表現をしていました。

黒髪の光沢はみずみずしくつややかだとか、烏の羽のように黒いという意味です。でも実際は、日本人の髪は濃い赤褐色（赤

味のブラウン）なんです！

★髪の色はどうやって決まるのか・・・
→髪にはメラニンという色素があります。黒髪に多い赤褐色の「ユウメラニン」と、明るい髪色に多い「フェオメラニン」
の二種類があります。日本人の髪にはこの「ユウメラニン」の占める割合が多いので、黒っぽく見えるのです。反対に
欧米の人の髪には「フェオメラニン」が多いということがいえます。この二つのメラニンの比率によって、髪の色と明る
さが違ってくるのです。‘日本人は黒髪’というわけではなく、黒髪からブロンドまで見え方が変わるだけで一定の色
ではないということなんですよ。

＜メラニン色素の種類＞

・ユウメラニン（真メラニン）……「赤褐色」日本人（アジア系）などの黒髪に多く含まれる→

・フェオメラニン（亜メラニン）…「黄～オレンジ」欧米人などのブロンド髪に多く含まれる→

Q2　「髪は黒いのに色が見えるのはなぜ？？」

→ヘアカラーって、白いキャンパスに透明な絵の具を塗るような感覚なんです。黄色と青色を重ねると緑色になるように、
色と色を重ねることで新しい色が生まれるのです。つまり、ペンキのように重ねた色で下の色が隠れてしまうなんてこと
はありません！「じゃあなぜ黒い髪に色がつくの？」ってことになりますよね？　だって、下の色が隠せないなら、いく
らカラーリングしても黒色のままなんじゃ・・・なんて疑問の声が聞こえそう。

そうなんです！　この疑問はもっともなことで正解です !!　黒いキャンバスに、いくら色の絵の具を重ねても黒いものは
黒いままなんです !!
そこで・・・
「キャンバス」自体を明るくする必要がありますよね？　そうしないと「色」が見えませんからね !!
それが・・・
カラーリングで言う「ブリーチ」の役目なんです。ヘアカラーの「色」を「色」として見せるために、ベースとなる髪の
色を抜いていったん明るいベースを作るのです。そして明るくなったベースに色を乗せていきます。これが「カラーリング」
なんですよ !!
しかも !!
‘どのようなベースの髪にどのような色を加えれば希望の色に見えるのか’この足し算引き算が出来るのが我々プロの
美容師なんです。

という感じに方程式が成り立ちます。もちろんすべてがこのパターンではないですがわかりやすく言うとこんな感じです。
この様にさまざまな計算をして少しでもお客様の希望の色に近い色を髪で表現するために日夜勉強をしていますので、じっ
くり相談をして一緒に希望のカラーを楽しみましょうね !!
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カラーリスト
渡邊英一です。

2006 年カラー特集 　～似合うカラーリングを見つけよう～

今回は色の違いで顔の色の見え方を紹介したいと思います。
同じ明るさで色味を変えてあります。色味の特性で、深みなど出るため、
黄色が同じ明るさのなかでも明るく見えます。逆に青色のイメージは
暗く見えるようになります。

肌のいろを見ていくと、赤味によっていくと、肌の血色、唇が健康的に見えます。
赤味がなくなっていくと、肌に白さが出やすい傾向になります。
この絵のモデルさんはピンク系の肌の持ち主なので両端の青系のカラーと、ピンク系のカラーが比較的似合う傾向に
あります。
その他のカラーはうまくブレンドしていくことで、似合わせていきます。

　今月のおすすめスタイル

※スタイルや状態、デザインによって異なりますが、いつものカラー料金＋ 2,100 円～ 4,200 円ほどで出来ます。
　時間も＋ 30 分～ 1時間が目安になります。
　いいカラーを持続させるには、日頃のヘアケアも大事になります。 
　詳しくはスタッフまでお気軽にご相談ください。

こんにちは。カラーリストの渡邊です。今年 2回目のハッピータイムズになりますね。
前回はカラーの明るさの話をしましたが、どうでしたでしょうか？渡邊も暗くしてたのですが、

最近はハイライト（部分的に明るく）をいれ、分け目を変えて色の出方や見え方を
楽しんでます。色が取れてきたら、色味を変えて春らしくしてみようかな？と考えています。

全体の色

全体の色

明るい部分

色味を変えたり、ツヤを出すのにぴったりのグロス系のカラー。

重たくならないように、動きの欲しい下の部分にハイライトをい

れ、ツヤの欲しい上の部分は綺麗な色味を入れることによって、

スタイルが一層引き締まります。

伸ばしかけの時や、ちょっと変化をつけたいときにぴったりのヘ

アカラー。シャープ感ののあるスタイルにカラーでコントラスト

をつけることで、更にイメージが高まり、スタイリングもより一

層楽しくなりますよ。

部分的な色

部分的な色

トナーオンカラー（シャンプー台で色を入れるもの）
で更に色持ちUP、ツヤUP。色味UPです
カラー料金＋ 1,000円

更に色味が欲しいとき
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お客様のお声が私達の財産です。～2005 年アンケート結果のおしらせ～

～　2005 年新規アンケート結果　～
ＴＪ天気予報では、初めて御来店いただけるお客様にお手数ですがアンケートのご協力をお願いしております。

2005 年１年間で 2,516 通のアンケートの返信をいただき誠にありがとうございます。

お客様からさまざまのご意見を伺うことにより、私達が提供している技術・サービスを見直すチャンスとさせて

いただき、さらに喜んでいただける美容室・美容師になれるよう改革・改善に努めてきました。

お客様からいただきましたご意見をどのように活用しているか、ご紹介します。

初めてご来店の方 ご返信いただいたアンケート 店舗にＦＡＸ

＊会計の時にお願いしております ＊本部コンピューターで集計します。 ＊大切なご意見として共有できるように
　しております。

❶ ❷ ❸

店舗スタッフが確認
いたします。

アンケートのお礼のお手紙を
お送りします。

アンケートありがとう
ございました。

＊お客様の生のお声が一番勉強に
　なります。

＊店舗スタッフが担当します。 ＊大切なご意見として共有できるように
　しております。

❹ ❺ ❻

2005 年新規アンケートの集計結果 一部ではありますが、皆様から頂きましたアンケート
の集計結果をご紹介いたします。

このグラフは、受付でのスタッフの対応がどうだったかについて、お聞きした項目になります。

※受付はお店の顔です！ ご来店いただけた感謝をお客様にお伝えし、心より対応に取り組んでいきます。

　　　　悪い　　　　少し悪い　　　　少し良い　　　　良い

お客様のお声が私達の財産です。



ハッピータイムズ　13

2006 年ＴＪ天気予報　全体会①

2006年
全体会

2006 年１月４日（水）に全社員 350 名が稲沢市民会館にて、

2006 年全体会を行いました。

今年の方針や昨年がんばったスタッフ・店舗の表彰などを行い

ました。その風景をお届けします。

以上４つの賞は各店スタッフ全員が投票により選んだスタッフです。

お客様第一賞
お客様第一賞とは経営理念の一つ「お客様を第一に考え、
誠意と情熱を持って奉仕する」があります。常にお客様のこ
とを考え行動し心のこもったおもてなし、技術、ご提案など
が出来ていてまたあの人にしてもらいたいと思っていただけ
るようなスタッフ、お客様に喜んでいただくために一生懸命
頑張っているスタッフを選びました。

もっともっとお客様の心を理解し喜んでい
ただけるようにがんばります。

「毎日ムラなくがんばれるように」が今年の
目標です。

５ｔ　多治見店
小池　絵美

Part3 千秋店

Part5 木曽川店

Part7 稲沢店

Part9 末広店

１㎜　江南店

３㎜　尾西店

５㎜　春日井店

７㎜　師勝店

９㎜　尾張旭店

鈴木　飛香

森山　靖浩

水野　鶴子

中野　裕央

西村さゆり

名和　佳美

大地明日香

春日　辰夫

上田代由香

１ｔ　津島店

３ｔ　日進店

５ｔ　多治見店

７ｔ　滝の水店

９ｔ　大府店

１コ　可児店

３コ　豊明店

Cocoa スパエステ

本部

木下　　茂

堀　　春生

小池　絵美

近藤　　蘭

中村　洋子

佐伯　里美

伊藤　美香

中村　徳美

吉田めぐみ

人間を作る学校賞
人間を作る学校賞とは、もう一つの経営理念「ＴＪ天気

予報は人間を作る学校です」に基づきＴＪ天気予報に入社し、

日々、自己への挑戦、今日より明日、明日よりあさっての自

分に挑戦し、成長を感じるスタッフを選びました。

皆さんに選ばれて嬉しいです !!
また選ばれるような行動、していきます！

３ｍｍ　尾西店
坂本　裕樹

Part3 千秋店

Part5 木曽川店

Part7 稲沢店

Part9 末広店

１㎜　江南店

３㎜　尾西店

５㎜　春日井店

７㎜　師勝店

９㎜　尾張旭店

鈴木　飛香

田上　正人

甲斐田祥久

苅谷　清香

若松　美樹

坂本　裕樹

根上明日香

堺　　豊樹

久保　大介

１ｔ　津島店

３ｔ　日進店

５ｔ　多治見店

７ｔ　滝の水店

９ｔ　大府店

１コ　可児店

３コ　豊明店

Cocoa スパエステ

本部

松野　　愛

山田　雄大

波多野浩行

後藤亜由美

國村　　優

田口　豊和

石原　晋一

藤井サオリ

佐藤美歩子

三原則賞
三原則賞とは、「明るい笑顔・楽しい会話・いきいきとした

活動」を率先して行い、お店のムードメーカーとして手本に

なるようなスタッフを選びました。

2006 年も明るく笑顔でいきいきと頑張り
ます !!
ありがとうございました！

９ｔ　大府店
矢野　裕子

Part3 千秋店

Part5 木曽川店

Part7 稲沢店

Part9 末広店

１㎜　江南店

３㎜　尾西店

５㎜　春日井店

７㎜　師勝店

９㎜　尾張旭店

今井　淳一

渡邊真奈美

近藤夕加利

津久井　恵

中村　幸代

武山　恭子

大地明日香

小泉　貴寛

上田代由香

１ｔ　津島店

３ｔ　日進店

５ｔ　多治見店

７ｔ　滝の水店

９ｔ　大府店

１コ　可児店

３コ　豊明店

Cocoa スパエステ

本部

庄内　　望

本宮加奈子

喜屋武アントニオ

近藤　　蘭

矢野　裕子

竹内かおる

阪井　文香

日比野　操

加納　幸代

ファッションリーダー賞
ファッションリーダー賞とは、ヘア、メイク、ファッ

ション、全ての身だしなみにおいて、ファッションリーダー

的存在のスタッフを選びました。

ありがとうございます。
参考にしてもらえるよう心掛けます！
また頑張って大須に通います♪

９ｍｍ　尾張旭店
伊藤　祐子

Part3 千秋店

Part5 木曽川店

Part7 稲沢店

Part9 末広店

１㎜　江南店

３㎜　尾西店

５㎜　春日井店

７㎜　師勝店

９㎜　尾張旭店

木村　圭一

今井三香子

穴見　法子

鎌田　公介

稲葉由希恵

長屋　　茜

渡邊　英一

小林　佳代

伊藤　祐子

１ｔ　津島店

３ｔ　日進店

５ｔ　多治見店

７ｔ　滝の水店

９ｔ　大府店

１コ　可児店

３コ　豊明店

Cocoa スパエステ

本部

渡邉明日香

中島　　弘

玉野ひとみ

米田つかさ

吉岡由香里

三好　明梨

高井　　瞳

田中　艶美

和田　知子
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2006 年ＴＪ天気予報　全体会②

優勝作品

コンクール表彰
昨年も多くのコンテストに出場しました。
その中でも、優秀な成績を収めた者を表彰しました。

資生堂
THE  COMPTITION  2005
国内レディース部門　優勝
Part3　千秋店　鈴木　飛香

賞がもらえると思わなかったので
メチャクチャうれしかったです！
これからも楽しくいいものが作れ
たらいいなあと思うので今年もい
ろんなことにチャレンジしたい
です。モデルの大前さんに感謝で
す！ ありがとうございました !!副賞

ニューヨーク旅行

野々村美容商事 DS コンクール
SNOB 賞
HYSTERIA 賞
Part9　末広店 篠田　佑子

２年連続でこの賞を頂きました。３
連覇を目指し、毎日デザインの追求
をしてゆきます。

タマリスワインディングコンクール
全国大会出場
３ｍｍ　尾西店　武山　恭子

ワインディングがもっと好きになり
ました。
もっと練習して大会に出ます !!

コタワインディングコンクール
全国大会出場
５ｔ　多治見店　波多野　浩行

全国大会に出れて、とても嬉しかっ
たです。今年ももっとたくさん練習
して色々なコンテストに出て、これ
からのサロンワークに生かして生き
たいです。

外部講習参加賞
昨年、自己の成長の為に講習会に多く参加した者を表彰しました。

　　　３ｍｍ　尾西店　前田　利博

　　３ｍｍ　尾西店　中村　恵
　　３ｍｍ　尾西店　古泉　由佳子

お客様から沢山のご指名を頂いた者
　　　９ｍｍ　尾張旭店　上田代　由香

　　１ｍｍ 江南店　西村さゆり　　  Part3 千秋店　堤　哲郎
　　Part9 末広店　福島咲子　　  ９ｍｍ 尾張旭店　近藤正充

一人でも多くの方の悩みを解消し、
笑顔をひきだしたい 。それだけを
考え日々すごしています。 私は美容師
が大好き。
みなさんに会えることを毎日楽しみ
にしています！

特に頑張ったお店
　　　Part ９　末広店

　　１コ　可児店　　　　　３ｔ　　日進店
　　７ｔ　滝の水店　　　　１ｍｍ　江南店

多くのお客様に支持を得て、私達
PART9 のスタッフは毎日楽しい
日々を過ごしております。ただた
だ、お客様の為を考えた毎日の結
果でした。2006 年も慢心する事
なく、お客様満足、スタッフ満足
を行動していきます。

初めてご来店頂き、特に満足頂いたお店

　　　９ｔ　大府店

　　Part5　木曽川店　　　　　１コ　　 可児店
　　Cocoa　スパエステ　　 　　Part7　稲沢店 

多くのお客様にご来店いた
だきありがとうございます。
2006 年もよろしくお願い
いたします !!

第一印象の特に良かったお店であり、又来店したいと思って
いただけるお店です。

もっと上手くなりたいと
思った結果です。

１位

１位

１位

１位

２位

４位

３位

５位

２位

２位

２位

４位

３位

５位

２位

４位

３位

５位
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スタッフ紹介　ＴＪ天気予報尾西店スタッフ

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中村　恵
② 31 歳③愛知県④店長⑤

メグ⑥マイクロダイエット

をやり始めること⑦話しか

けて邪魔すること⑧たいせ

つな人⑨☆まわりの人と幸

せになる☆

①森下　真由香
② 25 歳③岐阜県④スタイ

リスト⑤もりごん⑥車を眺

める⑦和柄⑧癒し系⑨スー

パーマダム

①永井　初枝
② 24 歳③愛知県④スタイ

リスト⑤はつえさん⑥映画

⑦パン作り⑧つけまつげ命

⑨ひみつのあっこちゃん

①坂本　裕樹
② 23 歳③愛知県④アシス

タント⑤もっち⑥人間ｳｫｯﾁ

⑦読書⑧いいだぁろぉ～⑨

幸せな家庭を作り・健康

①古泉　有佳子
② 23 歳③北海道④アシス

タント⑤こいちゃん⑥食べ

ること⑦寝ること⑧古泉チ

ルドレン⑨大草原でたくさ

ん犬を飼う

①長屋　茜
② 23 歳③愛知県④アシス

タント⑤あかねさん⑥映画

⑦お笑い⑧ニンッッッッ☆

⑨芸人になる（＞＜）

ＴＪ天気予報　尾西店　スタッフ大特集!!
今回は、3 ｍｍ 尾西店のみなさんです。

ＴＪ天気予報の中でも、美容講習・コンクールなどの積極的に参加し美容に関して
とても熱いメンバーです。
サロンマネージャーを含め、とてもユニークなメンバーが揃った楽しいお店です。
尾西店の仲間 16 名を紹介します。 ＴＪ天気予報 ３mm 尾西店

　美容を愛し、とことん追求するスタッフが多い 3mm 尾西店はお客

様に喜んでいただけるよう今年も努力してまいります。

　ワンランク上の技術と接客をこころがけていきます。ご来店お待

ちしております。

①伊藤　久徳
② 21 歳③愛知県④アシス

タント⑤ひさ⑥車⑦犬⑧地

球の平和⑨ジャニーズ事務

所にはいりたい

①中西　英之
② 21 歳③愛知県④アシス

タント⑤けいぞう⑥車⑦ネ

イル⑧ One for All ・All 

for one ⑨偉大な人になる

①前田　利博
② 22 歳③三重県④アシス

タント⑤マエダ二等兵⑥

忍術⑦ねぎ玉牛丼⑧大当た

り !! ⑨火影になる事

①伊藤　佑梨
② 22 歳③愛知県④アシス

タント⑤ゆりんこ⑥ディ

ズニーランド⑦クレヨンし

んちゃん⑧ ミッキー ミ

ニー ⑨☆ロンドン娘

になる☆

①兼清　美由紀
② 22 歳③山口県④アシス

タント⑤カネ⑥食事⑦名和

さんの弁当横取り⑧もっす

ごい　さむいよ⑨４７都道

府県名所制覇

①酒井　譲士
② 22 歳③長崎県④アシス

タント⑤ DJ JoeG ⑥ドリ

フト⑦カブを改造⑧ 800 

PS・ありがとう⑨ World 

Family みんなと家族に

なる

①市橋　奈実
② 21 歳③北海道④アシス

タント⑤イッチー⑥クラリ

ネット⑦ポエム探し⑧ラン

デム～～ ⑨スカパラオー

ケストラに入る！

①小松木　磨奈美
② 21 歳③岐阜県④アシス

タント⑤コマっちゃん⑥ネ

イル⑦小岩井ミルクリッチ

ティー⑧うまっっ !! ⑨叶

姉妹の長女

①武山　恭子
② 21 歳③岐阜県④アシス

タント⑤たけこ⑥買い物⑦

ゲーセン歩き⑧ 愛 ⑨し

みちゃんとケッコンする

名和　佳美
② 25 歳③愛知県④スタイ

リスト⑤カミ⑥韓国⑦韓国

⑧サランヘヨ（愛してる）

⑨みんなを幸せにする韓国

人

3mm心
ゴコロ

ＴＪ天気予報　尾西店　中村　恵
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編集部からのお知らせ

編集部からのお知らせ

いつもハッピータイムズをご覧いただき誠にありがとうございます。

私達ＴＪ天気予報は、当店に御来店いただけるお客様と一生のお付き合いが出来ることを目標に、さまざまな取

り組みをし、お客様にとって価値ある美容室・美容師でありたいと考えています。しかしながら、まだまだ至

らない点が多く技術・サービス・会社の取り組などで様々なご迷惑をおかけしていると思います。

その中でも、やはり技術でご迷惑をおかけしていることが、たくさんあり誠に申し訳がございません。

お客様の中には、気にいらないヘアスタイルで我慢している方・お手入れがやりにくいままお過ごしの方もいらっしゃ

ると思われます。気に入らないヘアスタイルで我慢してほしくない思いから、ＴＪ天気予報では技術の２週間保証を、

お客様にお伝えしてきました。ヘアスタイルは、自宅に帰られてからが大切です。

もし、ヘアスタイルで気になる点がございましたら、お気軽に技術の２週間保証をご利用下さい。

春日井店をご利用のお客様には、改装中大変ご迷惑をおかけしております。

リニューアルＯＰＥＮは、２月４日（土）AM9:00 OPEN になっておりますので、皆様の御来店心よりお

待ちしております。

ここで、新しくなった春日井店の間取りをご紹介しますね !!

リニューアル春日井店情報

おまたせしました。
２月４日（土）AM9:00 ～

OPEN

ヘアスタイル２週間保証

～本日させていただきました、技術を２週間保証させていただきます。～

❶

受付…クーポン券、サービスチ
ケットなどございましたらご提示
下さい。

❶

待ち合い…くつろぎのスペースと
してゆったりお過ごし下さい。❷

カウンセリングルーム…雑誌・切
り抜きなどお気に入りのヘアスタ
イルがありましたら、ご持参下さ
い。料金の確認もさせていただき
ます。

❸

シャンプー台…お客様の声をもと
にサイドシャンプーを導入しまし
た。

❹
スペシャルルーム…お子様連れの
お客様も周りの目を気にせず、個
室でゆっくり過ごすことができま
す。
※ご予約の時にスペシャルルームご利用
をお伝え下さい。

❽
会計…本日はありがとうございま
した。サービスチケット・メンバー
ズカードをお渡しいたします。

❼パーマ待ち…待ち時間の間にドリ
ンクのサービスをしています。
HOT・COLD いろいろご用意し
ております。

❺

セット面…14面ご用意しました。❻

❹

❸
❷

❽

❺

❼
❻

❻

❺
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