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２　ハッピータイムズ

編集長モジコのあいさつ

「いい会社」とは、単に経営上の数字が良

     いというだけではなく、会社をとりま

く、全ての人々が、日常会話の中で「いい

会社だね」と言ってくださるような会社

のことです。

　「いい会社」は自分たちを含め、全ての人々

をハッピーにします。そこに「いい会社」を

つくる真の意味があるのです。これは、かん

てんぱぱ、伊那食品工業株式会社の塚越寛さ

んが書かれた本の一文です。

　ものごとの真の目的を理解すること。本来

のあるべき姿を見つめ、目的に向かって努め、

冒頭からトイレの話で恐縮ですが、先日、講習会に行き、トイレにはサンダルがいくつか置いて
ありました。清掃の後きちんと整頓されて、はきやすい状態に並べられているサンダルが、わず
か半日でみだれていました。きちんと向こうむきにそろえている人もみえましたが、それがエチ
ケットですよね？
次に入る人は必ずといっていいほど、そのきれいに並んだ一足をえらび、はいて用を足すようです。
エチケット、それは人に対する礼であり、迷惑をかけないようにする心です。少なくとも自分が
その一足を選ぶならば、次の人のことを考える心を持ちたいなぁと感じました。小さな心がけで
すが、仕事の中でもいかすことができます。自分の役割を果たしながら、次の作業する人を意識
する。
仕事をするときに、ただそれに専念するだけではなく、次の仕事への展開を考える。それが良い
チームワークを作り上げる根本だと思います。トイレのサンダルをそろえるエチケットは、また、
次の人がスムーズに用を足すための助けにもなります。普段の仕事の中でも、こういう小さな心
がけを忘れないようにしようと感じました。

　心の田畑さえ開墾ができれば、世間の荒地を開くこと難からず（二宮尊徳）

では、vol.26 スタートです。

編集長のモジコです

学んでいくことが書かれていました。非常に

わかりやすく、ためになる本でした。

　たくさんのことが書かれていましたが、私

が特に共感したことを少しお話させていただ

きますね。

　知恵とは、知識が体験を触媒にし

て発酵したもの　整理、整頓、清掃、清潔、

しつけの「基本の５Ｓ」を重んじてみえ

るそうです。これは、決して特別のことでは

なく、できて当たり前のことばかりです。当

たり前の凡事さえできない会社では、経営戦

略とか、もっと深い経営の理念などを、いく

ら唱えたところで、それは社員に行きわたら

ず、行動として徹底されるはずもありません。

　５Ｓは人間の知恵の源泉です。なぜなら、

５Ｓは体を動かさないとできません。知恵

私らしさの方程式

「いい会社をつくりましょう」



ハッピータイムズ　３

編集長モジコのあいさつ

は、机上の知識や理想論からは生まれないの

です。５Ｓを徹底すると、気づきがよくな

り、気配りの力が養われます。５Ｓのできて

いない会社のＣＳ（顧客満足）はあり得ない

のではないでしょうか。この本を読んでから、

DO  IT  というこの会社を取り上げたビデオ

を見ました。本に書いてある通りなんです。

まさに５Ｓが徹底されていて、話をしている

社員の方、１人１人に品があり、塚越さんの

思いが社員全員に、工場で働くパートの方に

も伝わっていて、働いていることの誇り、そ

して、大切にされているということを皆さん

いってみえました。社是を皆が理解し、それ

ぞれがいい会社をつくるためにたくましくそ

して、やさしく成長し続けてみえるそんな印

象を受けました。

最後に、二宮尊徳先生の遺訓が書いてあり

　　ました。

翁曰く

人、生まれて学ばざれば、生まれざると同じ

学んで道を知らざれば、学ばざると同じ

知って行こうと能はざれば、知らざると同じ

故に、人たるもの、必ず学ばざるべからず

学をなすもの、必ず道を知らざるべからず

道を知るもの、必ず行はざるべからず

　人間は生まれたからには、終生、必ず学び

つづけなさい。と教えておられます。

　「学ぶ」とは、学校の勉強だけを意味して

いるのではありません。人の話を聞いたり、

見学をしたり、自然から観察して教わること、

本を読むこと、仕事をしながら体験すること

など、広いものごとを含みます。どんなこと

からも、問題意識さえあれば、学ぶことはで

きると思います。

　そして、「学んだら必ず道を知りなさい」

とおっしゃっています。ここで「道」とは、

それぞれの「本来あるべき姿」だと思

います。人によって、職業や立場は違います

が、それぞれの職業や立場の本質を見極めな

さいという意味です。

　ものごとの真の目的を理解すること。それ

が道を知ることではないかと塚越さんがいっ

てみえました。全ての人間に通じる最終的な

目的とは、この世の中に生きる人々を幸せに

することではないかとも言ってみえました。

　「道を知って行う」とは、人間の幸せのた

めにお役に立つという目的に向かって、暮ら

し、働くことだと思います。

　私も「本来あるべき姿」を見つめ、その目

的に向かって努め、いくつになっても、学び

つづけていきたいと思いました。



４　ハッピータイムズ
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食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き

琉打さん

王子こと
堤　哲郎です。

皆さんこんにちは！ アウトドアの季節がやってきてテンション高い王子です !!
今年は寒くなったり暑くなったりが激しいですね～、体調など崩されてないですか？

まさか‘梅雨’なんかに負けてはいないですよね？　ちょうどいい暖かさになってきて
体を動かすには最高の季節です。もし「最近なんだかテンション上がんないな～」なんて方は
是非外で体動かしてみてください。気持ちいい汗をかいて身も心もリフレッシュできますよ !!

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!
今回は「アジア料理」食べ歩いてきました!!

初夏の匂いを感じる今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか？‘ジューンブライド’などのロマンチックな言葉とは裏腹に、日
本では‘梅雨’のイメージが先行してあんまり好まれない傾向の６月ですが、見方によっては風情があっていいですよね！ 物事って不
思議なもので見方ひとつ、捉え方ひとつでぜんぜんイメージが変わりますよね？ 常に前向きな姿勢で物事を見ていけるように僕も心がけ
ています！ まぁ、悩みがないと言われてしまえばそれまでですが…。とにかくテンションあげて今月も行ってきましたよ !!

　「やっぱり夏は‘アジア料理’だな～」と思ってしまった今回、季節ごとのイメージって大切ですよね。中には独特なものもあり「ちょっ
と苦手…」なんて方もみえるとは思いますが、必ず好きなものは見つかると思います。暑い季節に暑い地方の料理をビール片手に楽しむ！
なんて最高じゃないですか！
　そうそう、イメージと言えば季節にあったイメージで食べ物を選ぶのも楽しいですが、あえてギャップを楽しむのもよいのではないで
しょうか？ もともとてんぷらも大好きな僕ですが、先日かき揚げを食べて改めてそのおいしさに気付かされました。「え～暑い夏に揚げ
物なんて…」って思いますよね？ 違うんです、夏だからこそホントにおいしいものが感じられるんです！（独断と偏見ですが…）と言う
ことで次回は「かき揚げ」の食べ歩きをします。ちょっとマニアックですがおいしいお店教えてください！ お願いします !!

今回は扶桑町にある「琉打」（ルーツ）
さん。アジアン厨房と言う名の通り、韓
国、ベトナム、タイなどのアジアの代表
料理がズラリと並ぶお店です。結構マニ
アックな場所にあって「こんなところに
飲食店なんかあるのかな～？」なんて思っ
ていたら着きました！中に入って見ると、
アジアン雑貨や、家具に囲まれた癒され
る空間でした。結構こじんまりしたお

店に見えたのですが、意外と席の数は多くちょっとしたパーティーなんか
もできそうな感じでした。早速メニューを開いてみると聞き覚えのある名
前から聞き覚えのない名前までがズラリ！「いったい何がどんな料理なん
だ？」って感じでしたが良く見ると下にすべて料理の解説が付いていてと
ても解りやすかったです。
　とりあえず、興味のわいたものを片っ端から頼んでみました！まず‘ヤ
ム・ウン・セン’と言うベトナムのサラダ。色とりどりの野菜と春雨の上
に香草がのっていて独特な味わいでした。僕は平気でしたがちょっと癖が
あるので苦手な人にはきついかもしれないですね。そして、同じくベトナ
ムの‘ジャージャー麺’。きしめんのような麺にそぼろと味噌がかかって
いる冷麺であっさりしていて夏にぴったりです！次にタイ料理を３品ほど頼んだのですが、その中にあった‘ガイトート’と言う
名の鶏のから揚げが最高においしいです !! ちょっとピリカラなソースがかかっていて絶品です !! これは是非食べてみてください。
そのほかのものもおいしかったのですが、タイ料理は基本的にちょっと辛いものが多いのでメニューをよく見てから頼んでください。
そうそう、辛いと言えば韓国風の‘チャーハン’もキムチと卵の絡みが絶妙でおいしかったですよ !! こちらのお店の№１人気み
たいです。これも是非食べてみてください。「辛いものばっかじゃん！」って言われてしまいそうですが、そうじゃないものもたく
さんあるのでご安心を…。ちなみに、こちらのお店のスウィーツの‘マンゴープリン’は果肉が入っていてとってもおいしかった
ですよ！その他にもバナナやイチゴなど果物を使ったスウィーツは食べる価値ありです。いつも通り前菜からデザートまでフルに食
べつくして大満足です！！ほんとにハズレのないお店って感じで、お店の方のこだわりと腕前が伝わってきます。そんなこだわりの

「アジア料理」を是非一度召し上がれ !!
＊ TEL 0587-93-9010　PM5:00 ～ PM11:00 営業　月曜定休です。

☆犬山市にお住まいの谷川様からのご紹介です !!

かき揚げ



ハッピータイムズ　５

2006年 ＴＪ天気予報 夏New Hair Line

2006年 夏髪ストレート

フレッシュストレート

風になびく、サラサラのストレートは、女性のあこがれスタイル
2006 年ＴＪ天気予報が提案するストレートスタイルは、素髪のように自然でつややかなヘアスタイルです。

ストレートと言ったらＴＪ天気予報と言われぐらい、得意なスタイルです。
この夏はサラサラストレートで、熱い夏を乗り切ろう !!

2 0 0 6 年 　 Ｔ Ｊ 天 気 予 報 　 夏 N e w  H a i r  L i n e

2006年 夏髪ストレート
素髪のような

サラサラストレート
が新しい !!

テクニックガイド

フレッシュストレート

スウィートストレートスウィートストレート

ロマンティックストレート

CUT

ロマンティックストレート

艶の出やすいように低い位置でレイヤー
入れ、ストレートの質感で丸みが出るよ
うにしました。

STRAIGHT PERM
スーパーＤライナー
毛先までのサラサラストレート。スト
レートアイロンで真直ぐにサラサラのス
トレートを作ります。

COLOR
艶・ストレート感はピンクブラウンを
ベースに。動きを出す為にホイルワーク
で赤みの強いピンクをポイントで

ストレートマッシュストレートマッシュ

CUT
ハイレイヤーを入れることにより上の方
に動きと軽さが出ます。
巻き髪スタイルもＯＫです。

STRAIGHT PERM
エクセレントストレート
ＴＪ天気予報人気の№ 1 のストレート
パーマです。

COLOR
やわらかなストレート感を演出する為
に、毛先から根元にかけてグラディー
ションでカラーリング

CUT
丸みのある、女性らしいカットはレイ
ヤーの入れ方がポイント
毛先の軽さも、かわいい

STRAIGHT PERM
しなやかストレート
自然なストレート感は、やり過ぎないの
が、コツです！

COLOR
夏の透明感が出やすいようにやわらかさ
のあるマット系のカラーにしました。

CUT
軽めのボブで可愛らしさをＵＰ
動きの出るワックスで毛先をランダムに

STRAIGHT PERM
スリークスリム
自然なボリューム感が、お手入れしやす
いショートボブに

COLOR
フレッシュさが出やすいように地毛より
少し明るいブラウンのカラーリング

フレッシュストレート ロマンティックストレート スウィートストレート ストレートマッシュ



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～

「がんばった心と身体にご褒美企画」
新しい生活を向かえた４月、ＧＷの５月とバタバタとした２ヶ月が過ぎた６月。肌に身体に疲れが
溜まっていませんか？
疲れは、肩の凝り、足のむくみ、背中のハリとして現れ、身体の循環が悪
くなる事により、肌もくすませてしまいます。
夏に向けて、サッパリ、スッキリ疲れを取り除きキレイになりましょう !!
そこでスパエステ Cocoa から大プレゼントをご用意いたしました。
今注目を浴びているストーンスパにフェイシャルコースまたはボ
ディーコースが選べ、プラスヘッドマッサージまでセットになっ
たお得なメニューです。
しかし、お一人お一人丁寧に施術させていただいておりますのでご予約に
限りがございます。申し訳ございませんが、１日限定６名様とさせていた
だきます。ご理解お願いいたします。

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。

「がんばった心と身体にご褒美企画」

ニキビの原因となるような、つまり成分は一切配合されていな
いダーマロジカ化粧品でクレンジング。仕上げまで ALL ハン
ドテクニックで、お肌の疲れをとっていきます。
肌の生まれ変わりを体感して下さい !!

ストーンスパ
（30分）

フェイシャル
（45分）

ヘッドマッサージ
（10分）

可児おすすめ
メニュー

リラックスフェイシャルコース
5,000円

エッセンシャルオイル配合のオイルで、むくみやコリを和らげ
ていきます。疲れがたまりやすい背中や足をマッサージするこ
とで、体が軽くなり眠りの深さが変わります !! 超オススメ。

ストーンスパ
（30分）

ボディー
（30分）

ヘッドマッサージ
（10分）

田中おすすめ
メニュー

リラックスボディーコース
5,000円

どっちにする？❶クレンジング

お肌に合ったものを選び、ALL ハンド
テクニックでやさしくクレンジングして
いきます。

❷肌分析

顔面を 14 のゾーンに分け、数センチご
とに肌を見ていきます。

❸角質除去

米パウダーがくすんだ肌をミクロ薄利
し、肌のトーンを明るくします。泡状に
してやさしくマッサージします。

❹マッサージ

お肌に合ったエッセンシャルオイルでリ
ンパドレナージュマッサージをしていき
ます。

❺マスク

植物エキスや、ビタミンが肌に浸透し健
康な状態にします。マスク中にヘッド
マッサージをします。

❻仕上げ

化粧水＆クリームで仕上げ。お肌に透明
感がでます。

❶スチームタオル

ホットタオルで足を温めていきます。
マッサージの前にヘッドマッサージをし
ます。

❷背中マッサージ

背中をしっかりオイルでマッサージして
いきます。

❸足マッサージ

モモ～足の裏まで念入りにマッサージし
ます。

❹ふきとり

ホットタオルで背中～足までふきとって
いきます。

美容院と同じベース剤やワックスなどそろ
えてあります。ご安心してお使い下さい。

パウダールーム

５つの中からお好きなものをお選び頂けま
す。オススメはツルツルお肌のハーブティー。

ハーブティー

香りも
すごくいい～　

え!?体のトラブルが顔に表れるんだ～!!

ツルツル
＆透明感が
出るんだって！
楽しみ♪

スゴーイ
肌が変わった!

肌に合わせて
選んでもらった　　
私は水分
補給パック

気持ちいい～
ＺＺＺ…

じわーんと

あったかーい

そこっ
そこっ

気持
ちい
い～
　　

ドライヤーも
あるから

しっかり

　ブローでき
ちゃう　　

極楽だね！
眠ってしまう…
ＺＺＺ…

ふぅ～

気持ち

よかった
ぁ　　

この１杯が
たまりません。

6/30(金)
までの
限定企画



ハッピータイムズ　９

形と印象　～パーマ編～

千秋店　店長
堤　哲郎です。

パーマをかけずにナチュラルにブローをしたスタイルなので、カットラインそのままのスタイルです。すっきりとし
たおさまりでちょっとクールなイメージになります。洗いざらしの自然な感じが好きな方にはおすすめです。

毛先に動きを出すくらいのパーマによって、顔の表情をやわらかくみせ女性らしさがでます。Ⓐに比べて横にボ
リュームが出るので、面長な方やボリュームのでにくい方におすすめです。

ウェーブスタイルは巻き方やパーマの強さによっていろんな表情を出せます。強めに巻いて活発でワイルドな感じ
にしたり、大き目に巻いてエレガントな女性らしさをだしたりできます。

　皆さんこんにちは、４回にわたってカットをメインでやってきたこのコーナー、ご覧になっ
ていただいてますか？　今まではスタイルの基本となるカットを見てきましたが、そろそろ
トータル的なスタイル全般を見ていこうと思っていますので、今後ともよろしくお願い
します。早速ですが、今回は以前出てきたカットスタイルをベースに‘パーマ’による
変化を見ていきましょう。まずは解りやすいように、ベースのカットは同じで、そこにパー
マをかけていったときの見え方の違いや、効果などを見ていきたいと思います。
　同じスタイルでもストレート＝直線のイメージとパーマ＝曲線のイメージとでは結構
変わります。また、パーマの中でもかける強さによってイメージは違うことが解っていただ
ければと思います。

★似合うスタイル見つけよう！！★

第５講　　～パーマ編～

　「パーマ」と一口に言っ
ても種類はさまざまです。

今回はまず大きく分けて

パーマをかけないナチュ
ラルなままのスタイルと、

‘カールスタイル’つ
まり毛先にカールをつけて

ブローしたときに自然な流

れと動きを出すスタイル、

そして波うつような曲線を

つけていく‘ウェーブス
タイル’についてみてい
きましょう。同じベースの

スタイルでも結構見た目の

印象が変わることがお解か

りいただけると思いますよ。

今回は基本的なパーマの違いについてお見せしてきましたが、いかがでしょうか？ 長さはそんなに変えたく
ないという方や、季節感のあるスタイルにしたい方などは是非挑戦してみてください。まだまだほんの一
部の例なのでイメージがつかみにくいかもしれませんが、巻き方もパーマ剤もどんどんバリエーションが増え
ていっています。「昔かけたけどパーマはちょっと…」とか「傷むから嫌だな…」なんて思う方も多い
かもしれませんが今はいろんなことを考慮してパーマをかけていくことができます。少しでも興味がわいた方は、
是非挑戦してみてください！最善の方法でパーマをかけれるよう我々も努力いたします！

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……

ナチュラルにブロー
をしたスタイル

毛先にカールパーマ
をかけたスタイル

ウェーブパーマをか
けたスタイルA B C

前から
見た感じ

横から
見た感じ

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　「いつも思うけど白髪って　　　　　　　

　　　もっと自然に染められないのかな？？」

★お客様からの素朴な疑問 　～カラー編（最終講）～

いよいよカラー編も最後になりましたが最近うちの親に

「白髪染めすると不自然な気がするんだけどなんかいい方法ないの？」
って言われたので今回はそこについてやって行こうと思います。

→少し前までは、真っ黒に染めたり、派手めな色を入れたりして髪全体を染めるのがグレイカラー（白髪染め）の主流
でした。しかし最近はだいぶ変わってきているんです、実は…。白髪と言うのは言ってみれば「白と黒のコントラスト」
と考えられます。それに対してどうアプローチするかが鍵になります。そこで白髪に対するカラーアレンジを３つに分類して
みて見ましょう。

かくす＝これまでの主流なやり方で、髪全体を均一に暗く染め、白髪をなかったことにする方法です。1

以上のように‘かくす’‘ぼかす’以外にも‘いかす’方法で白髪を隠すだけでなくそれをメリットとすること
によってもっともっと白髪染めは楽しんでいけます。実際白いベースの上には色味が一番綺麗に出ます。一回で染めてしまう
のではなく、２回に分けて色味を楽しんだり、ホイルワークなどで変化をつけたりして今までとは違った楽しみ方を是
非してください !! 季節に合わせた色を出しやすいのも特権なので、ただ苦にするのではなく前向きな発想でどんどん楽しみ
ましょう !! 我々も全力でお手伝いさせていただきます。

ぼかす＝白髪を完全に染めてしまうのではなく、明るい色でコントラストを弱めて目立たなくする方法です。
　　　　仕上がりもナチュラルです。

2

いかす＝ベースが‘白’と言うメリットをいかして色彩の美しさを楽しむ方法です。白髪を隠すだけ
　　　　でなく白髪をいかしておしゃれを楽しめます。

3

基本的に黒もしくは暗めのブラウンで地毛と同じ色に白髪を染めていきます。染め上がりが均一で綺麗なのがメリットで
あり、伸びてきたときに根元との差がははっきり出るのがデメリットになります。

白髪を完全に染めるわけではないので希望の明るさのブラウンで染められます。それによって黒髪の部分は明るくなり、白髪の部分は少し色が入るので、全
体的に明るくなり白い部分がぼかせます。おしゃれ染めの感覚で楽しめるのがメリットであり、白髪の部分の褪色が少し早めなのがデメリットになります。

今までのパターンと違い白髪をただ染めるだけではなく、白いベースを生かしてそこに色味をのせていったりわざとベースとの差
をつけて色や動きを楽しむ方法です。２度に分けて塗ったり、ホイルワークを使ったりしてただ染めるだけとは違った質感が出せ
ます。おしゃれに色味を楽しめ、色持ちが良いのがメリットであり、褪色したときの色味が鮮やかなのがデメリットになります。

before after

before after

before after

自然なブラウンに
染めた場合

色がとれた所は
色味を入れ、

全体にキレイな色
にした場合

ホイルワークを使い
明るさを出した後
カラーをしたもの
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カラーリスト
渡邊英一です。

ワンランク上の上質なナチュラルカラー

よりよいカラーを求める大人のカラー
綺麗で上品な
大人のカラー

（※シャンプー・ブロー別）

7,800円
（税込）

S
ショート 8,800円

（税込）
M

ミディアム 9,800円
（税込）

L
ロング

もっと綺麗に！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

カラー特集

さて、今回は【とっておき渡邊情報】をお届けします !! ６月といえば梅雨と思い浮かぶ人も多
いですが、その他はどうでしょう？　渡邊としてはジメっとした時期なので、いろんなものを変えたり、
ある意味新生活って感じがします。また年が明けて半年の部分なので、いろいろと振り返ったり、残り

の半年を考えたりもする時期でもあります。何か６月に関して、幸せになるような話や、感動するよう

な話があればお聞かせくださいね。

こんにちは。カラーリストの渡邊です。皆さんお元気でしょうか？

梅雨時期にさしかかり気温の変化がありますので、体調に気をつけていきましょう。

最後にとっておき情報ですが、まだ明かしていないものがあります。その部分に関しては是非 !! 担当者や、スタッフまで
お気軽に声をおかけください。

キーワードは【ファーストカラーのヒ・ミ・ツ】です。
お客様に合わせた、またお客様がなりたいイメージにあわせて仕上がりも変わってきます。

是非、秘密を聞いてみてください !!

髪に必要な【水分】、【脂質】を最初に補う
カラーの持ち、発色に必要な【栄養分】をしっかり入れます。
カラーの持ち、髪の負担に関わってくる【後処理】が全然違います。
また、カラー後にも【保湿効果】の高い【脂質】をつけていきます。

～やっぱりファーストカラーがいい !! ～

【とっておき情報】とは？
皆さん【ファーストカラー】ってご存知でしょうか？　このメニューを考えて１年ほどがたつのですが、

一度体験した方の多くは、また再び体験をしていただけるメニューとなりました。

何が普通のカラーと違うのかといいますと…

ということをしっかりしていきます。なぜならば、この【ファーストカラー】を考えたきっかけは

【より上品に】、【より上質に】がテーマでした。そこでテーマに関していろいろ考え、答えが出たのは

【痛ませない】、【続けられる】、【輝き】が思い浮かびました。ヘアカラーをすることで、髪が良くなり、お客様も髪
も輝くという想いで、いろいろな処理剤、工程に結びつきました。

そこできちんと【栄養分】を補い、髪を【健康な状態】に近づけることにより、

髪とカラー本来の綺麗さ、色持ちの良さ、ツヤ、輝きを生むことが出来ます。

お客様の声でこのような言葉をいただくときがあります。

【ツヤが全然違う、色持ちが前よりもいい、手触りがすごくいい】
と言われるとすごくうれしくなります。

ちなみになぜファーストカラーかというと【ファーストクラス】からきています。ベタでスミマセン

メイクで例えれば、化粧水、美容液、乳液とつけていくわけですが、髪も同様に、用途や、仕上
がりにあわせて、【土台】をしっかりさせることで仕上がりの出来や今後の持ちにつながります。
もしそれがなければ、カラーもメイクもなんでもそうですがくずれやすいということになります。

【ダメージのある部分はカラーの発色や色持ちが悪くなってしまいます。】
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本部の伊藤です。

私の秘密のテクニック教えます。

こんな方法があるなんて !!!
ハッピータイムズ４月号に同封しました「私の秘密のテクニック」（写真参照）にたくさんの

情報をいただきまして、大変感謝いたしております。ありがとうございました。

私達美容師もすげ～と思うテクニックがありビックリ仰天 !　その中でも、すごわざ師さんの

テクニック大公開。

試してみる価値あり。でも、無理しすぎないように……

多治見市在住　　Ｙ・Ｔ様
以前、ＴＪさんで購入した「ストレートアイロン」今までは、雨の日とかストレートにするだけに使っていま
したが、ある日ふと、巻き髪がしたいと思いました。でも、コテはもっていない……
そんな時、目に入ったのが「ストレートアイロン」恐る恐るアイロンをひねりながら巻き髪風を目指していた
ところ、思っていた以上にカールがつきました。
それ以来、ストレートにするよりも巻き髪に……コテいらずでカール具合も日々上達しています。
これからは湿気が多くなってくるから、根元だけストレートにして毛先は巻き髪にしようかな～って思ってい
ます。アイロン一本で二役かなり助かります。

ストレートアイロンをコテ代わりに使われているとは、スゴイ !!
私達、美容師も思いつかなかった。脱帽。。。

四日市市在住　吉田　真由美様
某薬局に売っている“不思議なブラシＴＲＵＥ”というブラシはとってもスゴイんです。
朝、寝ぐせがひどい髪でも、ゴムで結んでいた髪でもこのブラシでさっと梳くだけで、一瞬でキレイなストレー
トヘアに戻ります。
矯正ストレートをよくしている私にとってもかなりビックリなアイテムです。
注 )くせ毛をストレートにするものではありませんので……

私も見たことあります。ブルブル振動するブラシですよね。
実は私の友人も使っていて、絶賛でした。

当店では扱っておりませんのであしからず……でも、どうしてもって言われれば……

金　賞　　一宮市在住　　Ｍ・Ｍ様
銀　賞　　多治見市在住　Ｙ・Ｔ様　　　　　　江南市在住　　志高　佳代様
銅　賞　　四日市市在住　吉田　真由美様　　　岩倉市在住　　Ｔ・Ｔ様　　　　大口町在住　丹羽　明日香様
特別賞　　西区在住　　　大町　裕美様　　　　尾張旭市在住　Ｙｏｕ様　　　　大府市在住　飯田　聡子様
　　　　　一宮市在住　　鈴木　としゑ様　　　稲沢市在住　　匿名希望様

以上 11 名の方には、素敵なプレゼントをお送りいたします。

どの意見もとても参考になり、選ぶのにとても迷い、すごい意見にとてもびっくりしました。
ご自宅でいろいろ工夫をされているんだな～と感心したのと同時に美容師顔負けのテクニックに青ざめました。

これからも良い意見がありましたらどんどん送って下さい。お待ちしています。私達も負けないよう頑張ります。
貴重なご意見ありがとうございました。

一宮市在住　　Ｍ・Ｍ様
私の髪はてっぺんにボリュームが出にくく横に広がる髪で、丸顔がさらに丸顔にみえます。
ですが以前、仕事の都合で髪を上でおだんごにまとめることになり１ヶ月くらいすぎた頃、休日に髪をおろし
てビックリです。毎日結んでいたせいで結びぐせがついていたのですが、結んだ位置のせいかふんわり自然な
ボリュームが !!　今までドライヤーで必死にがんばっていたのがうそのよう !!
１ヶ月弱はもった気がします。今では毎晩前髪もまとめて結んで寝てます。
ボリュームがほしい人はぜったいオススメです。

結びぐせって良い事も悪い事もありますが、今回は大成功ですね！
自然にボリュームアップができて、髪も痛まない。これはスタイリングの構造改革や～！

こんな方法があるなんて !!!

イナバウアー金

イナバウアー銀

イナバウアー銅
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道シリーズ　～アシスタント編～

突撃訪問 ! !
新人美容師も入社して早２ヶ月。早いものですね～。今回は新人美容師勉強会に突撃取材 !!
毛髪の勉強をしたり、カラーの知識を勉強したり、実習を交えて勉強したり…。勉強三昧の一日でした。睡魔との格闘もあり
ました !? そういえばこんな時期もあったなぁ～（笑）

突撃訪問 ! !

AＭ10:00
名古屋のウエラスタジオに全員集合。
勉強会のスタートです。

今日学んだ知識をフルに活かして、明日からのサロンワークにつなげて行きます。
何でもどんどん聞いて下さい。スラスラ答えますよ。（笑）

永遠に続く勉強。一人前のスタイリストになるまでの道は険しい…

新人美容師の勉強会に

まずは毛髪理論から 毛髪理論の講師
木村マネージャー

そういうこと
だったのか

薄いなお互いの髪の
太さ・硬さを
調べます

しっかり
メモっています

そして、次にカラー知識
カラーについては
やっぱり
カラーリストだね

思い通りの
色が出せま
せん。

豊富なカラー剤の中から実際に染めて色の出方を研究します。

実際の染め上がりです↓

実技も交えて、勉強、勉強。

歩く毛髪大百科こと木
村マネージャー。詳し
くわかりやすくお話を
して頂きました。

髪の太さ・硬さは10
人10色。
見ただけではわから
ないけどさわると全
然違いました。

板書事項はもちろ
ん、言葉ひとつひと
つも聞き逃さずメモ
していきます。

カラーというのは、
本当に奥が深いのです。
極めれば極めるほど
オモシロイ。
一人前になるために
がんばるぞー。

絵の具３色を
使って12色相
環を作ってい
きます。
むずかしかっ
たぁ～

カラーを使って実際に毛
束を染めてみました。毛
束のベースの色、使う
カラー剤によって色の出
方が全然ちがいます。
カラーを洗い流しドライ
ヤーで乾かして完成！
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第３回スポーツ大会　小牧パークアリーナ

５月 15 日（月）に小牧市にあるパークアリーナ小牧で、ＴＪ天気予報スポーツ大会を行いました。
綱引き・大縄跳び・10 人 11 脚・障害物リレーなどいろいろな競技を店舗対抗戦で楽しみました。
かなり、まじめに取り組んだので、筋肉痛になり大変でした。（笑）
高校生の時は、軽やかに動けていたのですが、年を取るとダメですね。
オヤジ連中は、リレーの時に転んでいましたよ～！　あ～年はとりたくない。

Ｔ Ｊ 天 気 予 報 ス ポ ー ツ 大 会
遊 び も 仕 事 も 一 生 懸 命！

第３回

恒例の体操のお兄
さんは日進店の池
田が担当します。

各店対抗の綱引き
は３本勝負で行い
ました。
優勝したのは尾張
旭店でした。

大縄とび３分間
チャレンジ
３分間で何回飛べ
るのか？競い合い
ました。

多治見店の男軍団
１人だけ女性がいます

わかります？？

なぜか？？ パンツ姿
ＴＪ天気予報に入社す
るとこんなこともしな
ければいけません！

スポーツ大会最下位のお店には、罰と
して会場全体の罰掃除が待っています。
ちなみに今回は木曽川店でした。

10 人 11 脚
タイムを競い合います。

優勝は江南店です。

パンツからクジを
引きそこに書かれ
ている服装をしな
ければいけません。
これは水着です！

開会式
体操の
お兄さん 綱引き

赤組・白組対決

最後の記念撮影 表 彰 式

障害物リレー

子供も
参加します。
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スタッフ紹介　ＴＪ天気予報津島店スタッフ

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木村　聖之
② 31 歳③愛知県④スーパー
サロンマネージャー⑤マサ⑥
小銭集め⑦理念を語る⑧今
日はとことん飲もうぜ !! ⑨
2010 年 6 月 18 日家を建てる

①吉田　行衣
② 30 歳③愛知県④チーフ⑤
よっしー⑥ビデオ⑦ DS で脳
を鍛える⑧自分らしく⑨世界
を見たい

①小西　研次
② 25 歳③愛知県④チーフ⑤
コニ chan ⑥雑貨の買い物⑦
モコといちゃいちゃ⑧そっす
ね !! ⑨自分の子供と買い物
する。

①古川　信江
② 28 歳③愛知県④スタイリ
スト⑤のぶ chan ⑥子育て⑦
子供と遊ぶ⑧トーマス⑨幸せ
になる。

①嶋崎　亜希子
② 26 歳③愛知県④スタイ
リスト⑤にゃん chan ⑥料理
⑦ラテ⑧人生は選択だ !! ⑨
いっぱい旅行する。

①川田　加奈子
② 26 歳③愛知県④スタイリ
スト⑤かわ chan ⑥足ツボ⑦
チョコレート⑧挑戦⑨身長
158cm の小柄な人になりた
い。

①堀　秀紀
② 25 歳③愛知県④スタイリ
スト⑤堀 san ⑥読書⑦ドック
イヤー⑧ボーイズビーアンビ
シャス⑨旅

①木下　茂
② 26 歳③愛知県④スタイリ
スト⑤きのピー⑥韓流⑦ネク
タイ⑧人に優しく！⑨幸せな
家庭。

ＴＪ天気予報 津島店 スタッフ大特集!!
みなさ～ん。お元気ですか？じめじめの季節がやってきましたね。

でも、ＴＪ天気予報はカラッと元気に営業中。今回は１ｔ津島店の皆さんです。

個性豊かな面々が創り出す雰囲気。一度味わう価値アリ !
ＴＪ天気予報 １ｔ 津島店

①阿部　薫
② 22 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤あべこ⑥食べ歩き⑦ミ
ント味⑧ありがとう⑨自然に
囲まれて過ごすこと。

①直江　麻美
② 21 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤あ -たん⑥お菓子食べ
る⑦アトムとちゅー⑧かわい
い⑨ピンクのお家に住む。

①西川　美幸
② 25 歳③岐阜県④アシスタ
ント⑤ブル⑥体重計にのる⑦
体重計にのる⑧腹八分目⑨
43 ㎏になりたい。

①庄内　望
② 22 歳③北海道④アシスタ
ント⑤ぞの chan ⑥漫画喫茶
⑦ヨガ⑧そうだべさー⑨夢の
国をつくる。

①戸村　真利
② 23 歳③宮崎県④アシスタ
ント⑤トム⑥いびり⑦ヨガ⑧
肉⑨もっと丸くなる。

①永田　寛文
② 22 歳③長崎県④アシスタ
ント⑤口びるおばけ⑥読書⑦
本⑧大丈夫⑨親と友達の髪を
切ること。

①春日　辰夫
② 22 歳③宮崎県④アシスタ
ント⑤メキシコ⑥映画⑦ミン
ミンダハ⑧休み⑨かっこいい
おじいちゃん。

①伊藤　友美
② 21 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤肩幅⑥食す⑦パンを
食す⑧おちるきしない⑨車
（4WD）を乗りこなす。

①永合　瞳
② 21 歳③三重県④アシスタ
ント⑤ひー chan ⑥マンガ⑦
カフェオレ⑧マイペース⑨海
外にいっぱい行きたい。

①渡邉　明日香
② 21 歳③三重県④アシスタ
ント⑤あっ chan ⑥食べる⑦
食べる⑧自由⑨のんびり暮ら
す。

①高木　ひろみ
② 21 歳③北海道④アシス
タント⑤ BOO ⑥ラーメン⑦
バレーボール⑧でっかいど
う !!! ⑨たまのこし

①若松　由希子
② 21 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤わかちゃん⑥買い物⑦
チョコ、木村さんチェック⑧
やればできる !! ⑨信頼され
る人になる !!

①小室　由美子
② 21 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤コム⑥ 500 円玉貯金⑦
かわいい靴さがし⑧イチロー
⑨ネコとお話する !!

①岡本　妙美
② 20 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤もっちゃん⑥買い物⑦
マッサージ⑧スマイル⑨素敵
な大人になる。

①涌井　誠
② 20 歳③北海道④アシスタ
ント⑤まこちゃん⑥ドライブ
⑦四葉のクローバを育てる⑧
愛、笑顔、思いやり⑨人に優
しく、心の広い大人になる。

①浅井　麻由
② 20 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤まゆ⑥買い物⑦豆乳⑧
素直⑨人を幸せにしちゃう
人。

①橋本　陽子
② 28 歳③愛知県④レセプ
ション⑤たもっちゃん⑥買い
物⑦ガーデニング⑧リレー
ション⑨犬を、好きになる。

　こんにちは。１ｔ ( 津島店 ) です。平成 21 年４月まで近くの日光
橋が工事で通行止のため、お客様には大変ご迷惑をお掛けいたして
おります。みなさまの笑顔が私達のパワー源です。たくさんの笑顔
がいただけるお店・スタッフを目指していきます。これからもよろ
しくお願いします。

1ｔ心
ゴコロ

ＴＪ天気予報　津島店　木村　聖之
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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頂きありがとうございます。

私達ＴＪ天気予報も、愛知県の一宮市にＯＰＥＮして２９年が経ちました。

美容室ＴＪ１店舗から始まり、皆様のおかげで今では１８店舗まで成長することが出来ました。

創業者・大前夫妻がどのような想いで、この株式会社ＴＪ天気予報を設立したか、その精神を記した

[ 会社設立の精神 ]というものがあります。

社員一同、もう一度原点に戻る意味を込めまして、皆様に [ 会社設立の精神 ]を発表させていただきます。

われわれは , 貧しい山間部の貧しい家庭に育ちました。

学歴のない貧しい家庭の人達が集団就職や手に職をつける為に

住み込みで働いた時代でした。

その当時、この美容の仕事は、長時間労働、お正月・お盆も休みはなく、

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たちに誇りのもてない業界でした。

家内工業的な域を脱していない業界だったのです。

われわれはこの業界のそれまでの慣習を抜け出すべく

脱美容室の近代経営を目指したのです。

多くの社員の人たちが不満・不安に感じていたこと、認めてもらえてなかったことを改革し

近代経営をしたいと思ったのです。

この職業に誇りをもってもらいたい。

またこの会社に誇りを持って働いてもらいたい。

私たちについてきてくれる社員の人たちに絶対後悔をさせたくない。

そんな一心で、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

会社経営をしなければいけないと決意しました。

社員の人たちが自己の持つ可能性にチャレンジできる会社を目指し

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、また社員の人たちから

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決意し

経営理念を定め会社を設立したのです。

ＯＰＥＮ当時のＴＪ天気予報本店

〔 会 社 設 立 の 精 神 〕
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食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き

琉打さん

王子こと
堤　哲郎です。

皆さんこんにちは！ アウトドアの季節がやってきてテンション高い王子です !!
今年は寒くなったり暑くなったりが激しいですね～、体調など崩されてないですか？

まさか‘梅雨’なんかに負けてはいないですよね？　ちょうどいい暖かさになってきて
体を動かすには最高の季節です。もし「最近なんだかテンション上がんないな～」なんて方は
是非外で体動かしてみてください。気持ちいい汗をかいて身も心もリフレッシュできますよ !!

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!
今回は「アジア料理」食べ歩いてきました!!

初夏の匂いを感じる今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうか？‘ジューンブライド’などのロマンチックな言葉とは裏腹に、日
本では‘梅雨’のイメージが先行してあんまり好まれない傾向の６月ですが、見方によっては風情があっていいですよね！ 物事って不
思議なもので見方ひとつ、捉え方ひとつでぜんぜんイメージが変わりますよね？ 常に前向きな姿勢で物事を見ていけるように僕も心がけ
ています！ まぁ、悩みがないと言われてしまえばそれまでですが…。とにかくテンションあげて今月も行ってきましたよ !!

　「やっぱり夏は‘アジア料理’だな～」と思ってしまった今回、季節ごとのイメージって大切ですよね。中には独特なものもあり「ちょっ
と苦手…」なんて方もみえるとは思いますが、必ず好きなものは見つかると思います。暑い季節に暑い地方の料理をビール片手に楽しむ！
なんて最高じゃないですか！
　そうそう、イメージと言えば季節にあったイメージで食べ物を選ぶのも楽しいですが、あえてギャップを楽しむのもよいのではないで
しょうか？ もともとてんぷらも大好きな僕ですが、先日かき揚げを食べて改めてそのおいしさに気付かされました。「え～暑い夏に揚げ
物なんて…」って思いますよね？ 違うんです、夏だからこそホントにおいしいものが感じられるんです！（独断と偏見ですが…）と言う
ことで次回は「かき揚げ」の食べ歩きをします。ちょっとマニアックですがおいしいお店教えてください！ お願いします !!

今回は扶桑町にある「琉打」（ルーツ）
さん。アジアン厨房と言う名の通り、韓
国、ベトナム、タイなどのアジアの代表
料理がズラリと並ぶお店です。結構マニ
アックな場所にあって「こんなところに
飲食店なんかあるのかな～？」なんて思っ
ていたら着きました！中に入って見ると、
アジアン雑貨や、家具に囲まれた癒され
る空間でした。結構こじんまりしたお

店に見えたのですが、意外と席の数は多くちょっとしたパーティーなんか
もできそうな感じでした。早速メニューを開いてみると聞き覚えのある名
前から聞き覚えのない名前までがズラリ！「いったい何がどんな料理なん
だ？」って感じでしたが良く見ると下にすべて料理の解説が付いていてと
ても解りやすかったです。
　とりあえず、興味のわいたものを片っ端から頼んでみました！まず‘ヤ
ム・ウン・セン’と言うベトナムのサラダ。色とりどりの野菜と春雨の上
に香草がのっていて独特な味わいでした。僕は平気でしたがちょっと癖が
あるので苦手な人にはきついかもしれないですね。そして、同じくベトナ
ムの‘ジャージャー麺’。きしめんのような麺にそぼろと味噌がかかって
いる冷麺であっさりしていて夏にぴったりです！次にタイ料理を３品ほど頼んだのですが、その中にあった‘ガイトート’と言う
名の鶏のから揚げが最高においしいです !! ちょっとピリカラなソースがかかっていて絶品です !! これは是非食べてみてください。
そのほかのものもおいしかったのですが、タイ料理は基本的にちょっと辛いものが多いのでメニューをよく見てから頼んでください。
そうそう、辛いと言えば韓国風の‘チャーハン’もキムチと卵の絡みが絶妙でおいしかったですよ !! こちらのお店の№１人気み
たいです。これも是非食べてみてください。「辛いものばっかじゃん！」って言われてしまいそうですが、そうじゃないものもたく
さんあるのでご安心を…。ちなみに、こちらのお店のスウィーツの‘マンゴープリン’は果肉が入っていてとってもおいしかった
ですよ！その他にもバナナやイチゴなど果物を使ったスウィーツは食べる価値ありです。いつも通り前菜からデザートまでフルに食
べつくして大満足です！！ほんとにハズレのないお店って感じで、お店の方のこだわりと腕前が伝わってきます。そんなこだわりの

「アジア料理」を是非一度召し上がれ !!
＊ TEL 0587-93-9010　PM5:00 ～ PM11:00 営業　月曜定休です。

☆犬山市にお住まいの谷川様からのご紹介です !!

かき揚げ
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スリークスリム

髪の広がりが気になる方

Sleek  Sl im

ボリュームダウン

毛先のおさまりが悪い方

（ハッピータイムズ５ページ）

Volume  Down

やっぱり夏はストレートでしょ !!

2006年６月！　お待たせしました。今年もＴＪ　天気予報のストレートがお得になっていますよ！
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本部の伊藤です。

私の秘密のテクニック教えます。

こんな方法があるなんて !!!
ハッピータイムズ４月号に同封しました「私の秘密のテクニック」（写真参照）にたくさんの

情報をいただきまして、大変感謝いたしております。ありがとうございました。

私達美容師もすげ～と思うテクニックがありビックリ仰天 !　その中でも、すごわざ師さんの

テクニック大公開。

試してみる価値あり。でも、無理しすぎないように……

多治見市在住　　Ｙ・Ｔ様
以前、ＴＪさんで購入した「ストレートアイロン」今までは、雨の日とかストレートにするだけに使っていま
したが、ある日ふと、巻き髪がしたいと思いました。でも、コテはもっていない……
そんな時、目に入ったのが「ストレートアイロン」恐る恐るアイロンをひねりながら巻き髪風を目指していた
ところ、思っていた以上にカールがつきました。
それ以来、ストレートにするよりも巻き髪に……コテいらずでカール具合も日々上達しています。
これからは湿気が多くなってくるから、根元だけストレートにして毛先は巻き髪にしようかな～って思ってい
ます。アイロン一本で二役かなり助かります。

ストレートアイロンをコテ代わりに使われているとは、スゴイ !!
私達、美容師も思いつかなかった。脱帽。。。

四日市市在住　吉田　真由美様
某薬局に売っている“不思議なブラシＴＲＵＥ”というブラシはとってもスゴイんです。
朝、寝ぐせがひどい髪でも、ゴムで結んでいた髪でもこのブラシでさっと梳くだけで、一瞬でキレイなストレー
トヘアに戻ります。
矯正ストレートをよくしている私にとってもかなりビックリなアイテムです。
注 )くせ毛をストレートにするものではありませんので……

私も見たことあります。ブルブル振動するブラシですよね。
実は私の友人も使っていて、絶賛でした。

当店では扱っておりませんのであしからず……でも、どうしてもって言われれば……

金　賞　　一宮市在住　　Ｍ・Ｍ様
銀　賞　　多治見市在住　Ｙ・Ｔ様　　　　　　江南市在住　　志高　佳代様
銅　賞　　四日市市在住　吉田　真由美様　　　岩倉市在住　　Ｔ・Ｔ様　　　　大口町在住　丹羽　明日香様
特別賞　　西区在住　　　大町　裕美様　　　　尾張旭市在住　Ｙｏｕ様　　　　大府市在住　飯田　聡子様
　　　　　一宮市在住　　鈴木　としゑ様　　　稲沢市在住　　匿名希望様

以上 11 名の方には、素敵なプレゼントをお送りいたします。

どの意見もとても参考になり、選ぶのにとても迷い、すごい意見にとてもびっくりしました。
ご自宅でいろいろ工夫をされているんだな～と感心したのと同時に美容師顔負けのテクニックに青ざめました。
これからも良い意見がありましたらどんどん送って下さい。お待ちしています。私達も負けないよう頑張ります。

貴重なご意見ありがとうございました。

一宮市在住　　Ｍ・Ｍ様
私の髪はてっぺんにボリュームが出にくく横に広がる髪で、丸顔がさらに丸顔にみえます。
ですが以前、仕事の都合で髪を上でおだんごにまとめることになり１ヶ月くらいすぎた頃、休日に髪をおろし
てビックリです。毎日結んでいたせいで結びぐせがついていたのですが、結んだ位置のせいかふんわり自然な
ボリュームが !!　今までドライヤーで必死にがんばっていたのがうそのよう !!
１ヶ月弱はもった気がします。今では毎晩前髪もまとめて結んで寝てます。
ボリュームがほしい人はぜったいオススメです。

結びぐせって良い事も悪い事もありますが、今回は大成功ですね！
自然にボリュームアップができて、髪も痛まない。これはスタイリングの構造改革や～！

こんな方法があるなんて !!!

イナバウアー金

イナバウアー銀

イナバウアー銅



ハッピータイムズ　15

スタッフ紹介　ＴＪ天気予報津島店スタッフ

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木村　聖之
② 31 歳③愛知県④スーパー
サロンマネージャー⑤マサ⑥
小銭集め⑦理念を語る⑧今
日はとことん飲もうぜ !! ⑨
2010 年 6 月 18 日家を建てる

①吉田　行衣
② 30 歳③愛知県④チーフ⑤
よっしー⑥ビデオ⑦ DS で脳
を鍛える⑧自分らしく⑨世界
を見たい

①小西　研次
② 25 歳③愛知県④チーフ⑤
コニ chan ⑥雑貨の買い物⑦
モコといちゃいちゃ⑧そっす
ね !! ⑨自分の子供と買い物
する。

①古川　信江
② 28 歳③愛知県④スタイリ
スト⑤のぶ chan ⑥子育て⑦
子供と遊ぶ⑧トーマス⑨幸せ
になる。

①嶋崎　亜希子
② 26 歳③愛知県④スタイ
リスト⑤にゃん chan ⑥料理
⑦ラテ⑧人生は選択だ !! ⑨
いっぱい旅行する。

①川田　加奈子
② 26 歳③愛知県④スタイリ
スト⑤かわ chan ⑥足ツボ⑦
チョコレート⑧挑戦⑨身長
158cm の小柄な人になりた
い。

①堀　秀紀
② 25 歳③愛知県④スタイリ
スト⑤堀 san ⑥読書⑦ドック
イヤー⑧ボーイズビーアンビ
シャス⑨旅

①木下　茂
② 26 歳③愛知県④スタイリ
スト⑤きのピー⑥韓流⑦ネク
タイ⑧人に優しく！⑨幸せな
家庭。

ＴＪ天気予報 津島店 スタッフ大特集!!
みなさ～ん。お元気ですか？じめじめの季節がやってきましたね。

でも、ＴＪ天気予報はカラッと元気に営業中。今回は１ｔ津島店の皆さんです。

個性豊かな面々が創り出す雰囲気。一度味わう価値アリ !
ＴＪ天気予報 １ｔ 津島店

①阿部　薫
② 22 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤あべこ⑥食べ歩き⑦ミ
ント味⑧ありがとう⑨自然に
囲まれて過ごすこと。

①直江　麻美
② 21 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤あ -たん⑥お菓子食べ
る⑦アトムとちゅー⑧かわい
い⑨ピンクのお家に住む。

①西川　美幸
② 25 歳③岐阜県④アシスタ
ント⑤ブル⑥体重計にのる⑦
体重計にのる⑧腹八分目⑨
43 ㎏になりたい。

①庄内　望
② 22 歳③北海道④アシスタ
ント⑤ぞの chan ⑥漫画喫茶
⑦ヨガ⑧そうだべさー⑨夢の
国をつくる。

①戸村　真利
② 23 歳③宮崎県④アシスタ
ント⑤トム⑥いびり⑦ヨガ⑧
肉⑨もっと丸くなる。

①永田　寛文
② 22 歳③長崎県④アシスタ
ント⑤口びるおばけ⑥読書⑦
本⑧大丈夫⑨親と友達の髪を
切ること。

①春日　辰夫
② 22 歳③宮崎県④アシスタ
ント⑤メキシコ⑥映画⑦ミン
ミンダハ⑧休み⑨かっこいい
おじいちゃん。

①伊藤　友美
② 21 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤肩幅⑥食す⑦パンを
食す⑧おちるきしない⑨車
（4WD）を乗りこなす。

①永合　瞳
② 21 歳③三重県④アシスタ
ント⑤ひー chan ⑥マンガ⑦
カフェオレ⑧マイペース⑨海
外にいっぱい行きたい。

①渡邉　明日香
② 21 歳③三重県④アシスタ
ント⑤あっ chan ⑥食べる⑦
食べる⑧自由⑨のんびり暮ら
す。

①高木　ひろみ
② 21 歳③北海道④アシス
タント⑤ BOO ⑥ラーメン⑦
バレーボール⑧でっかいど
う !!! ⑨たまのこし

①若松　由希子
② 21 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤わかちゃん⑥買い物⑦
チョコ、木村さんチェック⑧
やればできる !! ⑨信頼され
る人になる !!

①小室　由美子
② 21 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤コム⑥ 500 円玉貯金⑦
かわいい靴さがし⑧イチロー
⑨ネコとお話する !!

①岡本　妙美
② 20 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤もっちゃん⑥買い物⑦
マッサージ⑧スマイル⑨素敵
な大人になる。

①涌井　誠
② 20 歳③北海道④アシスタ
ント⑤まこちゃん⑥ドライブ
⑦四葉のクローバを育てる⑧
愛、笑顔、思いやり⑨人に優
しく、心の広い大人になる。

①浅井　麻由
② 20 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤まゆ⑥買い物⑦豆乳⑧
素直⑨人を幸せにしちゃう
人。

①橋本　陽子
② 28 歳③愛知県④レセプ
ション⑤たもっちゃん⑥買い
物⑦ガーデニング⑧リレー
ション⑨犬を、好きになる。

　こんにちは。１ｔ ( 津島店 ) です。平成 21 年４月まで近くの日光
橋が工事で通行止のため、お客様には大変ご迷惑をお掛けいたして
おります。みなさまの笑顔が私達のパワー源です。たくさんの笑顔
がいただけるお店・スタッフを目指していきます。これからもよろ
しくお願いします。

1ｔ心
ゴコロ

ＴＪ天気予報　津島店　木村　聖之
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