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編集長モジコのあいさつ
こんにちは。またまたやってきました、ハッピータイムズです。今年は、毎月発行していこうと思っ
ているので、正直、ばたばたと忙しい毎日でございます。
４月といえば、もうすぐ新入社員が入ってきます。私たちも心の準備、環境の準備をしておかない
といけません。私たちも新しく入ってきてくれる仲間達に期待をしているように、新入社員が会社
に対して抱いている期待もまた大きいと思います。
本当にいい会社かな、働きやすく明るい環境かな、いい人達とめぐり合えるかな、など不安と期待
と好奇心が一緒になって緊張感でいっぱいです。自分が入社したときを思い出してみると、うれし
かったこと、こうしてほしかったこと、親切、安心、不安いろいろ思い出に残っています。その経
験をいかして、自分にとってありがたかったことを、新入社員にしていきたいと思っています。
入社後の１年間は特に大切だと思います。大丈夫やっていける。自信がついてきた。どうしていく
か方向性がつかめたと。充実した毎日を一緒に過していきたいななんて思っています。ご来店の際、
人の多さに驚かれるかもしれませんが、私達の新しい家族です、よろしくお願い致します !! では
vol.24 スタートです。

編集長のモジコです

なサービスが必要か、求められるか、女性ス

私らしさの方程式

タッフなら女性の視点で考え対応できるか
ら、ころあいを考慮したサービス、つかず離

ス

パ

れずのサービスができるのだとか。読めば読
むほど興味津々で、絶対行こうと心に決めま

!? 2004 年の春くらいから日本でも発
スパ展してきたスパです。特に旅館、ホテル

した。施設のどの写真もすごくステキでした。

を中心としたホテルスパや温泉スパ、温浴施

ロジェクトにかける想いや考え方、とても勉

設を活用したものが目立っています。先日、

強になりました。また行ってきたらご報告し

雑誌を見ていたら「東京都渋谷に天然

ますね！

支配人の方の記事なども載っていて、このプ

温泉」誕生！という見出しを目にしまし
た。実に 12 ページの特集。 スゴイ！ す
ごすぎる！ シエスパってご存知ですか？

開放やリラクゼーション目的です。他に美容

スパブームを受けてスパ発展途上の日本にア

あります。スパといっても、温浴施設のみで

ジアナンバーワンのスパを創りたい、とい

はなく、トリートメントを大半の方が受けて

う動機から始まったプロジェクトだといいま

いかれるようです。

スパを訪れる理由の 70％は、ストレスの

的な肌悩みの解消、心身の不調の改善などが

す。都心の真ん中に突如誕生した本格的な天

その中でも、ボディーマッサージが断トツ

然温泉、女性のための女性による施設、空間

のシェアです。私も時間があると、
実際にマッ

がものすごくうけているそうです。地下１階

サージなど受けに行きます。以前は「あぁ気

から地上９階までの 10 フロアが全て女性専

持ちいいなぁ～」とそれだけでしたが、自分

用フロアで、サービスに関しても約 150 人の

自身も慣れてきたのか、技術者の方の手から

スタッフ全員が女性だそうです。

感じるものがあるといいますか。私自身もエ

女性のお客様がくつろいでいるときにどん
２
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ステという仕事をさせていただいていて感じ

編集長モジコのあいさつ
ますが、手から気持ちが伝わるんです。心が

ルーのアルバムが発売されたのは。お聞き

あるのとないのでは雲泥の差です。実際に私

になりましたか？ 私は即買いしました。い

もいろんなところで体験させてもらって、正

いですよ。うん、いい！ 全然伝わらないで

直、がっかりしたこともありますし、この人

すね…（笑）ここ 1 ヶ月くらい、車の中で聞

に担当してもらってよかったというときもあ

きっぱなしですが、飽きないですよね。どち

ります。私は、現場で働く、セラピストとい

らかというと、歌詞よりメロディーを聞いて

われる人達、（技術者のことです）に必要な

しまっているので、今になって、こういう歌

ものって本心からの接客なんだなと痛感して

だったのね。という曲がいっぱいありました。

います。机上の知識、技術をそのまま披露す

ＴＶでヴォーカルの吉田美和さんが、詩は体

る場ではないからです。私たちもスパエステ

験したことじゃなくて、映像が浮かんできて、

Cocoa をオープンするにあたり、いろんなと

それをただかくだけといってみえました。言

ころに勉強に行き、技術、知識を学びました。

葉って 1 文字違うだけで、捕らえ方が全く変

いざ、マッサージをしても何だかきもちよく

わっちゃうじゃないですか、それを、どんぴ

ないんです。学んだままでは何かが足りない。

しゃでズドーンと響く言葉。本物ですよね。

60 分のマッサージテクニックを１つ１つ見
直し、こちらのほうが気持ち良いのでは、効

年 目 を 迎 え て 、常 に そ の 時 代 の 女 性 、
18時代にマッチしていて、それでも昔の曲

果が出るのではと全部のメニューを創りなお

を聴いても、古くなくて、時代は変わっても、

していきました。手当てというように、手で

女性の真髄は変わってないということなんで

触れることは、ものすごく癒しの効果あって、

しょうか。まだなりたい自分になれていない

治癒力も高めるといわれます。そしてものす

といってみえました。現状に満足しないとこ

ごく奥が深いです。人の苦をとって差し上げ

ろが、あのものすごいパワーになってるんで

る職業ってなかなかないですよね。自分の手

すね。我社の会長も言っていましたが、成功

で持って、お客様の痛みや疲れなどをとって

をする人は、過去の成功体験を忘れられる。

さしあげられること、ＴＪ天気予報がスパエ

だから同じことをしない。成功できない人は、

ステを立ち上げたこと、またそこで働けるこ

成功した時のことを繰り返す。ああなるほど。

とを誇りに思い、日々、磨きをかけ、いろん

成功してる人って、止まってないですよね。

なことに挑戦していきたいと思っています。

えっ、それやるの !? なんてびっくりするこ
ともありますよね。私も、ドリカムの曲を応

THE LOVE ROCKS

援歌にして、明日に挑戦していきたいと思い
ます !!

２月でしたかね、ドリームズ・カム・トゥ
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３

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！

いよいよ春ですね !!

気がつけばだんだん日が長くなってきたり、朝顔を洗うのに凍えなくてすむようになってきて
いよいよ春だなって感じます！
昔は個人的に「冬の方が空気も綺麗で好きだな～」なんて思ってたんですが、最近ではめっきり寒さに
弱くなり春が大好きになってしまいました。なんとなく新しい風を感じられるこの季節いいですよね !!

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き !!
王子こと
堤 哲郎です。

今回は「ランチ」食べ歩いてきました !!

「春眠暁を覚えず」という言葉がありますが、春ってホントに気持ちよく眠れますよね～。冬とはまた違った理由で毎朝布団から出るため
に心の中で戦ってます（笑）それどころか休みの日なんて、朝も昼も夜も眠くて睡魔と闘ってます！…ちょっと病気？？しかし「ランチ」
を目の前にして眠ってるわけにはいきません！ 春の風を感じながら、鼻歌交じりにぶらぶらと出かけて今回もいってきました !! 帰りに
居眠り運転をしないことを祈りつつ・・・・・

☆可児市にお住まいのＭ・Ｎさんからのご紹介です。
今回行ってきたのは、可児にある「かまど」
さんです。実はこのお店は可児店のすぐ
隣です。「ランチ」というといろんな分
野がありすぎて散々迷ったんですが、料
理の内容も接客も良いという言葉を聞い
てこちらのお店に決めました。イタリア
ン系は皆さん意外とご存知な方が多そう
だ っ た の で あ え て‘ 和 食 ’ で い か さ せ
ていただきました。お店についてまずびっくりしたのが外観で、「うわ！で
可児店
かっ !!」って感じでした。建物自体も大きく、駐車場もかなり広くて正直
cocoa
値段を心配してしまいました…。しかし思い切って中に入ってメニューを
さん
見ると、「あれ、安い！」しかもメニューが豊富です！ランチにはいろんな
種類があって、まず日替わりランチが 714 円でてんぷらやフライ盛や、丼
物など７種類あり、うどんと飲み物をつけると 1000 円になるコース。そし
てもうひとつは‘昼の御膳’というコースで 1050 円、1575 円、2100 円
の３パターンがあり、季節に沿った旬のものを中心に栄養バランスまで考
えられたランチにしてはかなりビップなコースでした。正直ちょっとそち
らにも惹かれたのですが、なんと言ってもランチの醍醐味は「この値段で、
こんなものが食べれるんだ」的なものじゃないですか？なので今回はフライ盛のランチにうどんとドリンクをつけた 1000 円のコー
スでいきました。
か～なり量多いですよ！ご飯と味噌汁、漬物と煮物の皿があり、さらに「かまど」さんご自慢の豆腐、サラダ、３種類のフライ盛、
さらにそこにうどんとドリンクがつくんですよ！しかもご飯はお変わり自由 !! 満腹間違いなしって感じですよね！内容も季節の野
菜の煮物や、自慢の豆腐がおいしい !! さらに種類豊富なフライもおいしくて大満足です !!「こんなに食べれるかな～」なんて思い
もむなしく、しっかりご飯のお代わりまでしてしまいました。こんな大食いの僕を満足させてくれる量で、味もばっちりとくれば言
うことナシですよね !! ちなみに余談ですが、「あんまり量が多いのはちょっと」なんて方には、お子様ランチでもいいですよ。
「え、お子様ランチ？」って思うかもしれないですが内容も量も、普通の女性が満足できる量はしっかりあります。とにもかくにも
一度試してください。僕は今度昼の御膳をいただきに行こうと思います。そんな訳で予想を超える満足でうきうきで帰りました、心
地よい暖かさの中睡魔と闘いながら…。
＊ TEL 0574-61-3550 AM11:00 ～ PM2:30 PM5:00 ～ PM11:00 年中無休

かまど

「いや～ランチってホントいいものですね～」って思わず某映画評論家みたいなことを言ってしまいましたが、ほんとにそんな気分になり
ますよね？おいしいものに出会った満足はホント幸せを感じます！ ランチにいって話に花を咲かすっていう気持ちがよ～く解りました。
ま、今回僕は一人でいったので寂しいモンでしたが…。今度はぜひ仲間とわいわい行きたいと思います。そうそう、皆でわいわいといえ
ば皆さんは「ジンギスカン」って食べたことあります？？ 少し前に始めて食べたんですが皆でつつきながら話すにはいいモンですよね！
という訳で次回は「ジンギスカン」のおいしいお店をご紹介します。相変わらず独断と偏見ですいません。でも自分がいいと思ったもの
は共有したい性格なんで・・・。皆さんもおいしいお店あったら教えてくださいね !!
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始まりの季節（４月）春のお勧めカラー

2006年

春のお勧めカラー

お し ゃ れ を 楽 し む

春 が 来 ま し た ね ！

フ ェ ミ ニ ン カ ー ル
Cut & パーマ
フェミニン度 UP のゆる巻きスタイルです。ツヤがでるようにそぎすぎずにカッ
トし、華やかさがでるようにゆるやかなカールをつけていきます。前髪も奥から
とり、流す事ですっきりとした表情を見せてくれます。
オススメパーマ

コスメカール

全体のベースカラー
ピンクブラウン

ホイルワークカラー
うすいピンク

深い赤紫

Color
淡いトーンやグラデーションのカラー
が女性らしいカラーリングです。ピン
ク系を入れるのではなく、うすい赤ピ
ンク、ピンクブラウン、深い赤紫とな
じみのでるように配色する事で、派手
さのない女性らしい雰囲気に。

マ ッ シ ュ ウ ル フ
Cut & パーマ
春のうれしさが出るように、動きが出やすいようにパーマをかけてます。休みの
日はハネさせて、仕事の時は上品にみせましょう。えり足に動きを出す事により
小顔効果もでてきます。
オススメパーマ

ボディーパーマ

全体のベースカラー

ホイルワークカラー

オレンジブラウン

イエロー

ダークブラウン

Color
キュート感や活発なイメージがでや
すい春らしいカラーリングです。オ
レンジのベースの中にホイルワーク
カラーで明るいイエローオレンジと
暗く深みのある色を入れる事によっ
てイメージをさらに引き立たせ、ス
タイルのメリハリをつけてくれます。

春 の オ ス ス メ カ ラ ー
きれいに
整えます！

ベースコントロールカラー

（シャンプー・ブロー別）

Ｓ
Ｍ
Ｌ

6,300円（税込）
7,350円（税込）
8,350円（税込）

もっと
上質に！

ファーストカラー

（シャンプー・ブロー別）

Ｓ 8,800円（税込）
Ｍ 9,800円（税込）
Ｌ 10,800円（税込）

さらにツヤ
立体感

カラープラスホイルワークカラー

（シャンプー・ブロー別）

Ｓ 9,800円（税込）
Ｍ 10,800円（税込）
Ｌ 11,800円（税込）
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始まりの季節（４月）春のお勧めカラー

カラーリングでいろいろな質感を表現
いろいろなカラーがある中で、ホイルワークカラー【すじ状のカラー】を使い、配色を作る事で、見え方が変わって
きます。ここでは３つの質感をウィックではありますが、表現してみました。
すべて同じ明るさ（８レベルの明るさ）からスタートしていき、全体のベースに色味を入れて、ホイルワークカラーで筋状に
カラーをすることにより全然違うイメージに見えます。まさにホイルワークカラーのマジックです。

シャインの質感
ベースの色

８レベル
ピンクブラウン

宝石のようなキラキラとした質感で、しっとり感や
深みが出るカラーになります。

ホイルワークカラー

レッド

レッド
バイオレット

グロスの質感

たっぷりと水分を含んだような健康的な質感
みずみずしさやツヤが出ます。

ベースの色

ホイルワークカラー

８レベル
ピンクブラウン

オレンジ

パールの質感
ベースの色

８レベル
アッシュブラウン

真珠のようにうっすらヴェールをかけたような
柔らかい質感になります。軽さや動きを出すのにぴったりです。

ホイルワークカラー

イエロー

ダーク
ブラウン

このように同じ明るさでも、ベースの色、ホイルワークカラーの中の色が変わると、見え方も感じ方も全然違います。
また、色によって似合わせることも、スタイルの持ちをよくすることも出来てくるので、いつもながらオススメです。
今現在の土台をよくしていくと更に質感が綺麗になるので、トリートメントやヘアケアをしっかりしておくともっともっと綺
麗なカラーが続けられるので、これからの時期にダメージを受けないように頑張ってやってみましょう。
ヘアケアは続けることで髪が良くなっていきますし、髪が良くなればスタイルの持ちや、印象も良くなっていきますので続け
て頑張りましょう !!
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ちょっとだけのこだわり
だ

と
ょっ

ち

ト

ん

な悩み

気になる前の部分だけにボリュームが
出るようにパーマをかけます。

カット￥4,200＋ポイントパーマ￥2,100

カット￥4,200＋ポイントパーマ￥2,100

＝合計セット料金￥6,300

ん

カット￥4,200＋ポイントパーマ￥2,100

＝合計セット料金￥6,300

トップ・サイドにふんわりボリュームが
出るようにパーマをかけます。

カット￥4,200＋ポイントパーマ￥3,150

＝合計セット料金￥7,350

な悩み

５ 前髪のクセが気になる!
前髪にストレート

前髪にパーマ
前髪だけに流れが出るように
パーマをかけます。

３ 上の方にボリュームが出ない!

!!

こ

な悩み

!!

こ

＝合計セット料金￥6,300

４ 前髪が横に流れない!

な悩み

ボリュームＵＰ

トップの部分だけにボリュームが出るように
パーマをかけます。

ん

ん

前髪ふんわり

トップもふんわり

２ 前の方がペチャンコになる!

!!

１ トップがペチャンコになる!

こ

な悩み

!!

ん

あ～もう少しここボリューム出ないかなぁ？

!!

こ

ン
ポイ

!

マ
パー

こ

り

だわ

こ
けの

ポイントパーマ

その他、いろいろな
悩みに対応出来ます
からスタッフに相談
してくださいね !!

前髪にストレートパーマをかけます。
また、クセが強い方には縮毛矯正を！

カット￥4,200＋ポイントストレート￥1,050

＝合計セット料金￥5,250

カット￥4,200＋ポイント縮毛矯正￥3,150

＝合計セット料金￥7,350

※税込価格表示となって
おります。
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美しく・健康でいるための秘訣

春です!!

～ココアからのご提案～

『うなはだけ肌』を手に入れよう！

眉間を基点に額全体を
大きくくるくるマッサージ

忘れがちな鼻はこの段階で。
下に向かって指を動かす

使うのは人さし指、中指、薬指。
まず眉間を基点に、こめかみ
に向かってらせんを描く。皮
膚を引き上げる感覚で。その
ままこめかみを1プッシュする。

鼻の側面は、指の腹で軽くす
り下ろすようにマッサージ。
肌をのばすようにすると鼻の
横ジワを予防する効果もあり。
左右の側面を3回ずつ行う。

小鼻の溝は指を密着させて
詰まった汚れを浮かし出す

下がりがちな口角は
ぐいっと引き上げておく

頬の広い部分は、指を大きく
動かしてマッサージ

そのまま小鼻の溝に中指の腹
をフィットさせ、小刻みに上
下に動かす。これを約6回。少
し力を入れて、余分な皮脂を
溶かし出すつもりで丁寧に。

下唇の中心の真下に中指と薬
指の腹を当て、それぞれ左右
の口角に向かって滑らせる。
肌のたるみを引き上げるつも
りでマッサージ。
これを約3回。

同様にあご先に中指と薬指の
腹を当て、左右の耳に向かっ
てくるくるとらせんを描く。
大きく指を動かして頬全体を
マッサージして。
これを約3回。

こめかみをこまめに刺激して
リンパの流れを促す

疲れやむくみがたまりやすい
目周りも丁寧に血行促進

血管やリンパ腺が集中する首は
やや強めにマッサージして

ここでまたこめかみを1プッ
シュ。気持ちいいと感じる力
加減でOK。こめかみはリンパ
の流れをつかさどるツボなの
で、
こまめに押して循環を促す。

目頭のくぼみを基点に、目の
周りを囲むように外側に向か
って優しく指を滑らせる。こ
れを約3回。そのままさらにま
たこめかみを1プッシュする。

足りなければマッサージ剤を
足し、手のひら全体で下から
上にすり上げる。首の中央は
軽く、側面はやや力を入れて。
あごを上げるようにするとラク。

「うなはだけ肌」
を手に入れたいあなたに! 神保おすすめの一品
あれて乾いたキメが実は�見えない影�を作り出している
私たちの顔に無数に存在している肌のキメ。実はキメと透明感には深い関係があります。
�キメの乾燥度合い�です。乾いたティッシュ
そのポイントは主にふたつ。ひとつは
ペーパーよりもぬれたティッシュペーパーのほうが透けて見えるのと同じで、
キメのひとつひとつが充分にうるおっているかどうかが、肌の透明感を大きく左右してい
るのです。
�キメの整い具合�。キメが乱れてめくれ上がってくる
さらにもうひとつのポイントが
と、その�めくれた部分�が肌の上に微妙な影を作り出します。つまり、全体的にくすんでし
まうというわけです。
キメを乾燥させず、しかもキレイな状態に整えておくためには、なんといっても保湿ケア
が重要。それには、毎日のケアにシールド効果の高いクリームを使うのがいちばん手軽で効
果的です。大切なのはとにかく�キメをあらさない�こと。一石二鳥アイテム ハイドレー

ティングマスクでマスクしながらマッサージしてみて!!

８
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ハイドレーティングマスク
74ml �7,140
（税込）

※ご希望の方はスパエステCocoa
までお問い合わせ下さい。

TEL 0574�61�2808

形と印象 ～レングス（長さ）編～

自分に似合うスタイルってどんなの？
そんなあなたに……
僕と一緒に
勉強
しましょう！

★似合うスタイル見つけよう！！★

皆さんこんにちは、
今回も始まりました「★似合うスタイル見つけよう !! ★」のコー
ナーです！
「最近これを読んでてなんとな～く似合うバランスを考えるようになった」な
んて思ってもらえてたらうれしいのですが…
「そろそろ春だしスタイルを変えたいわ！」なんて思われてる方多いのでは？？ 春っ
てなんとなくそういう気分にさせる季節ですよね！ スタイルは「変えたい !!」って思っ
たときが変え時です。気分も変えられますし、新鮮な気持ちで新たなことを始められます。
少しでもそう思った方は思い切ってバンバン新しいスタイルに挑戦してください !! そんな
皆さんの参考に今回もなればと思います。

第３講

千秋店 店長
堤 哲郎です。

～レングス編～

「レングス＝長さ」 を変
えるだけでもスタイルの雰
囲気はずいぶん違ってきま
す。

あごのラインに長さ
を合わせたスタイル

横１
縦１

1.5

唇の高さに長さを
合わせたスタイル

縦のイメージが弱い

横１

C
少し縦のイメージが強い

横１

B

縦

ように ボブスタイル で見
ていきましょう。

あご下約５センチの
長さのスタイル

縦２

て疑問ありますよね？ 同
じスタイルでも長さが違う
だけで雰囲気は変わってき
ます。今回はわかりやすい

A

縦のイメージが強い

「思い切って切りたい
けど、どんな長さが自分
に似合うのかな？」 とか
「やってみたいスタイル
は見つけたけどこの長さ
だと自分の顔はどんな風
に見えるのかな…」なん

A

あごの下に長さを設定し、縦のイメージが強いので落ち着いた雰囲気になります。段をつけたりシャギーを入れて
いくとよりやわらかい印象になります。短くはしたいけど一気にはちょっと……という方でも挑戦しやすい長さで

B

あごのラインに長さを設定したボブは割りとシャープな印象を与えます。もちろんこれも長さや色などによって印
象は変えていけますが、シャープさや個性を出したい人にお勧めです。

C

唇の高さまでくると見てお分かりいただけるように、かなりクールかつボーイッシュな印象になります。活発な雰
囲気が出せるので、普段パンツをはく方やスーツなど着る方にお勧めです。

～まとめ～
今回のように‘長さ’
を変えるとスタイル自体が変わってきます。つまり前回のようなニュアンス的な雰囲気
の変え方ではなく、ガラッと印象が変わってくるという事になります。同じスタイルチェンジでも長さを変える
というのは勇気がいることですよね？ しかしだからこその面白さや発見があるのも事実です。慎重に考えつつ
もぜひ新たな自分の魅力に気付いて下さい！ 気分だけでなくもしかしたら
‘キャラ’まで変わるかも…！

ハッピータイムズ

９

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

～カラー編～

Q1 「どうして髪の色は明るくなるの？
カラーの種類ってどのくらいあるのかな ??」
千秋店 店長
堤 哲郎です。

「髪が明るくなるのはどうして？髪の色が流れ出ちゃうの？」

→ブリーチ（脱色）を「色を抜く」って思う方が多いと思いますが、実はちょっと違うんです。ブリーチで髪が明るくなるの
は前に出てきた‘メラニン色素’を壊しているからなんです。ブリーチというのは科学的な変化によって起こります。カラー
の薬の中の「アルカリ剤」が髪のキューティクルを開き、その隙間から髪の内部に突入！髪の中にある‘メラニン色素’を
アタックして壊す…というイメージです。‘メラニン色素’を壊すことによって、髪の明るさや色に変化が出るんです。こ
の‘メラニン色素’というのは、髪の中に約３％の割合で存在します。これが０％になると白髪になるんですが、白髪でも
色素がわずかにあるためよ～く見るとほんのり黄色っぽく見えることがあります。黒髪をいくらブリーチしても色素が残るた
めブリーチだけでは決して白くはならないんです。意外ですよね？

「いつも何気なくしてるカラーだけど、いったいどのくらいの種類があるの？」
→改めて考えてみるとカラーの種類って実はよくわかんないですよね？？ そこで少しカラーの種類を見てみましょう！

カラーの種類

種

類

特

徴

分

類

一時染毛剤

カラースプレーなど

・簡単
・シャンプーでとれる

化粧品

半永久染毛剤

ヘアマニキュア

・色鮮やか
・脱色効果なし

化粧品

ヘナ

・染まりがマイルド
・植物性

化粧品

アルカリカラー

・明るくなる
・色数が多い

医薬部外品

弱酸性カラー

・風合いがいい
・明るくならない

医薬部外品

永久染毛剤

→以上のように簡単に特徴を踏まえてあげてみました。
「見ても良くわかんない」と思うかもしれませんが一般的には‘ヘア
マニキュア’と‘アルカリカラー’が主流です。つまり大きく分けると髪の表面に色をのせるものと、髪の内部に色を入れ
るものに分かれることだけ知っておいてください。
では、カラーについてもう少し……今度は‘色’の大まかな種類を見てみましょう。
基本的にカラーは赤・青・黄の三原色からなります。絵を描いたことのある方はピンと来るかもしれませんが、絵の具によ
く似ています。

色相環
と
補
色

カラーの成り立ち

明 る く 見 え る 色

＊赤・青・黄色の三原色
（混ぜ合わせてつくることのできない色）
＊橙・緑・紫色の第二原色
（三原色の色を混ぜてできる色）

補色の関係
暗 く 見 え る 色

＊中間色
（三原色と第二原色を混ぜてできる色）
＊補色
（図の中で対角線上にある反対の色同士）

以上のように三原色を基本とし、さまざまな組み合わせによって色がつくられます。なので色の種類は限りなくできます！
意外と複雑なカラーですがその分楽しいですよね！ お肌の色やヘアスタイル、季節やそのときの気分などに合わせて
いろんな組み合わせで自分だけの色を見つけてください !! そのためにいつでもお手伝いしますよ !!!
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カラー特集

いよいよ嫌な寒さもなくなってきて、暖かく感じる時期になってきましたね。
花粉症で苦しんでいるカラーリストの渡邊です。
何度かにわたり似合わせに触れてきましたが、また再確認で考えてみましょう。

～ 知っていましたか？ 似 合 う 色 っ て ～
紀子様ってご存知だとは思いますが、いつまでも若いイメージがあって素敵ですよね。
一時期洋服の色を変え始め、
【紀子様カラー】というフレーズが出たのはご存知でしょうか？

それには秘密があります !!

カラーリスト

渡邊英一です。
紀子様は自分が TV や写真に写っているのを気にされる方で、体調も悪くないのに、疲れて見えて
いるのがいつも気になっていたそうです。そこでカラーアナリストに相談したところ、洋服の色が
紀子様の持つ色との兼ね合いが悪かったようです。そこで【紀子様カラー】の登場です。
どんな色かというと、いろいろな色に対して、黄色を混ぜた色のグループで、クリア感や、元気な感じ、若々しさな
どを想像させるようなグループの色を選ばれたそうです。

ごく一部ですがこのような色のイメージです。それまではやや深みのある色を着ていたときに悩みがでてたそうです。
つまり、紀子様は【スプリング】と呼ばれる色のグループなのですが、
【オータム】のグループの洋服などを
身に着けていたが為に、悩みになっていたそうです。
この話は洋服の話ですが…
このように洋服で似合う色は、髪の色でも似合う色になります。
今後いっしょに勉強していきましょう。

～ヘアカラーではどうなるの？～
髪の色や明るさが変わることにより、顔の見え方が変わるのは前回までご紹介してきたのですが、更に似合うってい
うとどういうことでしょうか？洋服なども関係しますが、人はそれぞれ生まれもって色を身につけていま

すよね。例えば家族や友人と見比べてみると分かると思いますが、肌の明るさや、唇の色、ほほの色、肌の
色、目の色が違います。そこで同じカラーをするとどういうことが起こるかというとしっくりなじんで健康的にな

るか、その逆かになります。

似 合 う 色

似合わない色

肌が綺麗に見える
若返る
健康的に見える
髪につやが出る
第一印象がよくなる
などなど

肌にくすみが出る
しわやクマが目立ちやすくなる
不健康に見えやすい
髪もぱさっと見える
暗そうに思われる
などなど

になります。つまりそれぞれの人に合わせたカラーが大事になってきます。
お客様の要望に合わせて、お客様が輝くようにカラーを選定していくのも、美容師の役割になってきます。また流行
をお客様に合わせたり、雰囲気を合わせたりしていきます。
春先になり、流行の色が出てくるとは思いますが、 要望の高い【つや感】
、
【似合う】を元にそれぞれの店舗
で考えています。また、お客様のイメージする春らしさも一緒に考え、より綺麗なカラーが体験でき、人にほ
められるスタイルにしていきましょう。
渡邊のお勧めは【やわらかさのある藤色】と【主張しすぎないオレンジ～ピンク】です。

（ツヤ効果）

（春らしさ）
ハッピータイムズ
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ＴＪ天気予報からのお勧め商品

～通信販売～

え ～ 買 え る ん だ

! !

～ 継続して使っていただきたいから ～

「美容室のシャンプーは気に入っているけど、買いに行く暇がない～」
「シャンプーがなくなったけどそれだけで美容室に行くのはちょっと～」と思い、ドラッグストアー
に直行 !! って方も少なくないのでは？
ドラッグストアーに行ってはみたものの、どれが良いか迷ってしまい買ったのはＣＭでやっている
あのシャンプー。いざ使ってみると思っていたより……
時が経ち、気がついてみるといつの間にか隅っこに追いやられ、半分以上残ったまま。なんて、こ
とありませんか？
そのようなことのないように、ＴＪ天気予報では通信販売を開始しました。今まで使った事のある
物、買いそびれた物などを沢山の方にご購入いただきました。その中のご意見として「5,000 円
以下だと送料がかかるのよね」の声を頂きました。

そこで、通販オープン 1 周年を記念して 2,000
きます。

円以上は送料無料にさせていただ

期間は４月 30 日まで。
是非、ご利用下さい。
また今回は私達プロの美容師が日頃使っているブラシや器具なども購入出来ます。ちょっとこだわ
りの商品が欲しいアナタにおすすめの一品です。どんどんアクセスして下さいね！
ご購入いただきました商品がお気に召さない場合やお肌に合わない場合などは返品・交換をさせて
いただきます。( ご購入日より１ヶ月以内 )

＊この通信販売は、ＴＪ天気予報にご来店いただいているお客様だけのサービスです＊

掲載していない商品もございますので、ご購入の際はお知らせ下さい。
ご意見もお待ちしております。
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美容師の一日 ～密着取材・美容師の裏の姿全部見せます～

ある美容師の一日に完全密着 !!
「なんとな～くわかりそうで解らない美容師って普段どんな仕事してるの？」
とか「時間が不規則な仕事だよね～！ ご飯とか食べてるの？」なんて質問をサ
ロンワークの中でよく耳にします。
今回はそんなちょっとした興味本位な質問にお答えするべくある美容師の一
日に密着してみました !!

着!!

密
完全
ＡＭ 9:00

今回は僕がいる
千秋店（一宮市）の
１日を、皆さんに
伝えますね !!

美容師の一日
千秋店 店長
堤 哲郎です。

～ＴＪ天気予報版～

出勤

ＡＭ 12:00ごろ

昼食

（朝の掃除開始前にコーヒーを飲んでまったりした時間をす
ごします！）

（昼食は、コンビ弁当や自分で作ったりそれぞれが用意しま
す）

ＡＭ 9:20～9:50

ＰＭ 3:00ごろ

掃除

おやつ

（お客様を迎えるための大事な時間です。営業のことを考え
細部まで綺麗に磨きます）

（手が空いたスタッフは休憩に入ります。煙草を吸ったり、
お菓子を食べたりします。だから痩せないんですね～）

ＡＭ 9:50

ＰＭ 8:00

朝礼

営業終了＆終礼

（一日の目標を共有し、気合を入れます！）

（一日の反省と明日の課題を話します）

ＡＭ 10:00

営業後

営業開始

（ここからが営業の始まりです。アシスタント、スタイリス
トに分かれてそれぞれの仕事をまっとうします）

それぞれの仕事や練習

（今日はカラーについて勉強会を開きました）

とまあ簡単ではありますがざっとこんな感じで１日が過ぎていきます。えっ？お昼ごはん？それは手が空いたときに
済ませます。だんだん極めてきて最近では 10 分あれば何でも食べれます（笑）
でもなんだかんだいって忙しくないと物足りないというか、充実感を感じないというか・・・いわゆる職業病ですね！

ハッピータイムズ
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１月・２月の企画！ ウソ６とＴＪ天気予報ダービーの結果
３月17日
ＣＩ杯

私

達

は

馬

で

す

!

!

Ｔ Ｊ 天 気 予 報 ダ ー ビ ー

１月２月ご来店の、プラチナ・ゴールドパスポートをお持ちのお客様に、店内でＴＪダービー
の投票をしていただいたと思いますが、３月１７日稲沢市民会館で走ってきましたよ～
ＴＪ天気予報スタッフは、遊びも仕事も一生懸命ですから・・・・・

本当にまじめに取り組んだ、ダービーの様子をお伝えしますね。
まず20分間正座
をします。
スタッフ皆、真剣
な表情です。

なぜ？？
この人はこんな服装を
しているのでしょうか？

馬（スタッフ）達は、
一生懸命頑張りました。

脚がしびれて
苦しいです。

私達何でこんなこ
としなきゃいけな
いんだろうね～

あ～
脚がしびれて
上手く走れない
よ～

記念するＴＪ天気予報ダービーで１・２位になったのは、この人です
１位

ありがとうござ
います。
私に投票いただ
いたお客様の期
待に応えること
ができたうれし
いです。

２位
11

２位で悔しいで
すけど、自分な
りに一生懸命が
んばりました。
また頑張りま
す！

10

見事正解された方は 30 名いらっしゃいました。ＴＪ天気予報よりシャンプー・トリートメントの引換券をお送りい
たします。お客様の髪質に合わせた、商品をお渡ししますので、ご利用店スタッフにご掲示下さい。

６つの間違い
をみつけよう!!

ウ

ソ

６

当

選

当選する前に、投票用紙の多さを見ながら、この中から当選する人は本当に運がいい人だね～と言い
ながら抽選しました。
そんな中、見事当選された方は、この６名の方です。
おめでとうございます。楽しいひと時をお楽しみ下さい。

豊山町 岡島
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淳好様

名古屋市

Ｋ・Ｔ様

可児市 小笠原知美様

長久手町

Ｎ・Ｍ様

東海市 浅田

小 牧 市

Ｏ・Ｍ様

ハッピータイムズ

有里様

者 !!

スタッフ紹介

ＴＪ天気予報師勝店スタッフ

ＴＪ天気予報
今回は、７ｍｍ

師勝店

スタッフ大特集!!

師勝店のみなさんです。

３月 20 日（月）から西春日井郡師勝町から北名古屋市に名前が変わりました。
店の中は変わっていませんが…（笑）
。
新入生も増え、気分も雰囲気も変わりましたよ～。

①松岡

初臣

①花井

大地

② 31 歳③岐阜県④店長⑤
おじいちゃん⑥人間ウォッ
チング⑦刺身⑧挑戦⑨ス
ポーツカーが似合うおじい
ちゃんになること
②？歳③愛知県④チーフ⑤
アイドル⑥缶コーヒー⑦ね
んざ⑧ファンクラブ⑨かわ
いくてやさしい品のある人
と結婚すること

①蒔苗

笑美子

② 26 歳③青森県④チーフ
⑤まかチャン⑥絵描き⑦豆
乳⑧ KEEP WISHING ⑨レン
ガ造りの家に住む！

①高野

里美

② 2? 歳③愛知県④スタイ
リスト⑤たかの⑥エステ⑦
結婚式⑧一獲千金⑨幸せに
なること

①樋上

玲子

①中野

舞子

①松本

佳美

② 23 歳③愛知県④スタイ
リスト⑤まいまい⑥メガネ
コレクション⑦ EXILE ⑧ポ
ジティブ⑨心の広い人にな
ること
② 24 歳③愛知県④アシス
タント⑤まっちゃん⑥笑い
飯⑦ボード⑧ボクシッ⑨大
きくなる
② 22 歳③愛知県④アシス
タント⑤ほっちゃ⑥挨拶⑦
あいさつ⑧おはようござい
ます⑨みんなが心の底から
挨拶ができること

①小泉 貴寛

② 21 歳③愛知県④アシス
タント⑤つとむ⑥オレオレ
詐欺との電話⑦オレオレ詐
欺との言い合い⑧ウェスポ
ン⑨小室ファミリー

② 24 歳③愛知県④スタイ
リスト⑤ひがさん⑥ユッケ
⑦焼肉⑧がんこ亭⑨焼き肉
とカフェのコラボレーショ
ン

①大竹

①平山

①棚橋

祐美

② 23 歳③愛知県④スタイ
リスト⑤ひらっち⑥岩盤浴
⑦ボード⑧幸せ⑨お嫁に行
くこと

①楠浦

渚

② 23 歳③愛知県④スタイ
リスト⑤クス⑥古着屋めぐ
り⑦スポンジボブ⑧なせば
なる⑨スーパーモデルにな
ること

①今枝

庸平

② 2? 歳 ③ 愛 知 県 ④ ス
タ イ リ ス ト ⑤ YOTTOON
⑥映画⑦グラボブ⑧
Practice makes perfect
⑨ attractive

英樹

①堀田

可奈子

② 21 歳③愛知県④アシス
タント⑤かなちゃん⑥酒⑦
チョコレート⑧☆一番星☆
⑨海の近くに住むこと

保予

② 21 歳③愛知県④アシス
タント⑤棚ちゃん⑥映画⑦
二度寝⑧人生楽あれば苦あ
り⑨楽しい生活を送る

①松谷

紗弥香

② 23 歳③山口県④アシス
タント⑤ の ん ⑥ 光 合 成 ⑦
チョコムース食パン⑧がん
ばる⑨幸せになる

①西留

剛

② 22 歳③鹿児島県④アシ
スタント⑤にっしー⑥映画
⑦野菜生活⑧楽⑨まだ見つ
からない

ＴＪ天気予報 ７mm 師勝店

清士郎

①細間

② 22 歳③北海道④アシス
タント⑤ホソマ⑥ｽイーツ
⑦マイカードライブ⑧育毛
発毛⑨産毛から大人の毛
に生え変わりたい

①春日

辰夫

①小林

佳代

② 22 歳③宮崎県④アシス
タント⑤たっちゃん⑥あ
ると思う⑦ワイルド＆セク
シー⑧まいぞうきん⑨おじ
いちゃんになったらおばあ
ちゃんとお茶を飲む
② 22 歳③愛知県④アシス
タント⑤コバ⑥旅行⑦ポッ
プ＆キュート⑧武勇伝でん
でんででんでん⑨叶姉妹の
ようなセレブな生活をおく
りたい

豊樹

①境

② 21 歳③福岡県④アシス
タント⑤魚くん⑥スポーツ
⑦ボード⑧「笑顔」と「幸
せ」⑨最愛の人とキャンピ
ングカーに乗って旅をする

①園田

茉里

①伊藤

美香子

② 21 歳③福岡県④アシス
タント⑤そのチャン⑥寝る
こと⑦引きこもり⑧チャ
北九州弁⑨極妻
② 21 歳③北海道④アシス
タント⑤いとチャン⑥食べ
る⑦爆寝⑧元気があれば何
でもできる⑨笑って人生過
ごしたい

①児玉

菜美子

② 21 歳③大分県④アシス
タント⑤たまにゃん⑥酒飲
み⑦酒飲み⑧爆笑⑨三十路
になっても 10 代の気持ち
でいること

ゴコロ

7mm心

いつもご来店ありがとうございます。
７mm は何事にも、真剣に一生懸命なスタッフがそろっています。
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

是非、気分転換をしに足を運んで下さい。楽しい時間を一緒に過
ごしましょう。

ＴＪ天気予報

師勝店

松岡

初臣

ハッピータイムズ
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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、新しいお店を OPEN するたびに、
「ＴＪ天気予報はスタッフの異動が多い」とお客様にお叱りのお言葉を頂
戴いたしておりますが、またこの度も担当スタイリストをごひいきに頂きましたお客様には多大なご迷惑をおかけし
誠に申し訳ございません。
このたび、18番目のお店として、４月18日（火）名古屋市天白区にＴＪ天気予報５コがAM10:00より

NEW OPENします。

オープニングメンバーとして 11 名のスタッフが勤務地が異動になります。
担当スタイリスト異動後も、他のスタイリストが一生懸命させていただきますので今後もＴＪ天気予報をよろしくお
ねがいします。
❶…受付
❷…待ち合い
❸…カウンセリングルーム

❹
❸

❺

❹…シャンプー台
❺…パーマ待ち
❻…セット面
❼…スペシャルルーム
❽…お会計

❻
❷

❽
❶

❼
❻

❹

❺

５コ（天白店） 〒486-0007 名古屋市天白区植田本町１丁目1306

TEL 052-800-2818

0120-948-100

～受付時間変更のお知らせ～
いつもＴＪ天気予報をご利用いただきまして誠にありがとうございます。夜ご来店のお客様には
大変ご迷惑をおかけしますがカットの受付時間が変更になりますのでよろしくお願い申し上げます。

４月１日（土）より
火 ～ 金 カット 7:30 まで
土 ･ 日 ･ 祝 カット 6:30 まで

変更後 7:10 まで
変更後 6:10 まで

これからもお客様に今以上喜んでいただけることを
社員一同追求してまいりますのでどうぞＴＪ天気予報をよろしくお願いいたします。
ＴＪ天気予報
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