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編集長モジコのあいさつ
♪信じよう～２人～♪ご覧になりましたか？ そうです「海猿」です。号泣してしまいましたよ。
映画を見ながら、かんなチャンになったり大忙しでした…（笑）最近、加藤あいちゃんに似てき
たという噂もありますが……
ちょっと前に、ベスト FATHER 賞の授賞式がテレビでやっていました。柳葉敏郎さんなど受賞
していらっしゃいました。その中に、居酒屋チェーンのワタミの社長、渡邊美樹さんもおられま
した。
「サービスが感動に変わるとき」などの著者でも有名で、とても素晴らしい方です。「今日
は全てのお客様に出会い、ふれあい、安らぎを提供することができただろうか」といつもご自身
に問うそうです。自らが全てのお客様にって、凄い事ですよね。
ものすごく多くのお客様全てという、その想い、行動に共感しました。物事に対し、反省ならお
猿さんでもできると、一歩踏み出すことが大事だと。何においてもそうで、たとえば、ピアノの
弾き方という本を 100 万回読んだとしても、ピアノは弾けない、自転車の乗り方という本を読ん
でも、実際に乗るという行動をしなければ、できるようになりませんよね。私にとっては、その
一歩を踏み出すきっかけになった本といえます。お時間のある方は、読んで見てくださいね。で
は vol.27 スタートです。

編集長の
モジコです

私達の心の中を映し出す鏡である。
」という

私らしさの方程式
鏡の法則

法則。
「鏡の法則」という実際あった、ま
た誰でも思い当たる節があるお話です。
心の中で不満ばかり抱いていると、その心
を映しだすように、ますます不満を言いたく

今回もまた本の話をさせていただこうと思
います。年々、本を読んだり、テレビを

なるような出来事が現実に起きてきます。

見たりすると涙腺が緩みっぱなしで、何を見

らに感謝したくなるような出来事が起きてき

ても涙している気もしますが、この本は、涙

ます。
「人生は自分の心を映す鏡である」と

がどんどんあふれてきて、こころに深く訴え

言うことは、いいかえると、
「自分の心の波

かけてくるそんな本でした。

長にピッタリな出来事が起きる」ということ

人生のどんな問題も解決する魔法の
ルール

です。

逆に、心の中でいつも感謝していると、さ

「心の中の原因が、結果として現実化する」

今年 41 歳になる、お母様には、小学校５

ともいえます。私たちは鏡を見れば、自分の

年生になる息子が学校でいじめられている。

姿を知ることができます。例えば「髪型が

という悩みがありました。暴力を振るわれる

崩れてる！」とか「あれ？ 今日は私、顔色

ような事はないけれど、仲間はずれにされた

悪いな」って気づくことがあります。鏡が

り、何かあると悪者扱いされたりすることが

ないと自分の姿に気づくことができないです

多いそうです。

よね！？ 人生を鏡だと考えてみてください。

息子さんは、「いじめられているわけじゃ

人生という鏡のおかげで、私たちは自分の姿

ない」と言い張りますが、息子さんを見て

に気づき、自分を変えるきっかけを得ること

いると寂しそうなのでお母様は胸が痛いので

ができるのです。人生はどこまでも自分を成

す。

長させていけるようにできているのです。

息子さんのことで何の解決策もわからず悩
んでいたお母様のお話で、その問題を解決
するシンプルな法則。「私達の人生の現実は、
２
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人生に起きていることを見れば、自分の心
の中を知ることができるわけです。
このお母様に起きている出来事、つまり、

編集長モジコのあいさつ
「大切な息子さんが友達から責められている」

痛い」とぐずっていました。お母さんはなん

と言う出来事は「お母様自身、心の中で誰か

ていうのかな？ と聞いていると、
「足さんに

を責めている」ということに気づいたそうで

こんなに痛くなるまで歩いてくれてありがと

す。一番身近で、大切な人を。ご主人や、ご

ねって言わなくちゃ。
」って。あー、日ごろ

自分のお父様を…。ご主人を「教養のない人」

の会話からして違うなと思いましたね。自分

だとか、お子さんに対して「勉強しないとお

が子をもったとき、そういえる親でありたい

父さんのようになるわよ」だとか。心で思っ

とも思いました。あっ話がそれてしまいまし

たり、口に出したり、また、ご自分のお父様

た…。ところで、鏡に映った自分の姿が気に

に対しても、心を開かず、何十年とろくに口

入らないときはどうしますか？ 例えば、鏡

もきいていない。お父様が、実の娘が、心を

に映った自分を見たら、髪が乱れていたとし

開いてくれない事、ろくに口もきかないこと、

ます。そんなときはどうしますか？

どれだけ苦しく、親として何もしてあげれな

鏡のほうに手を伸ばして、鏡の中の自分を

いことを、辛く悲しんでおられるか、息子さ

さわろうとしてもできませんよね。おそらく、

んの姿、息子さんの自分に対する行動を通じ

自分自身の頭に手をやり、髪を整えるはずで

て、徐々に気付いていかれました。

す。すると結果として、鏡の中の自分の髪も

話は変わりますが、最近、小学校一年生

整うわけです。

になるいとこの子供と一緒に出かける事が

同様に、人生の問題を根本的に解決するに

重なりました。今年の４月入学したばかりの

は、自分の心の中の原因を解決する必要があ

女の子で、口も達者で、「亀梨君がかっこい

ります。心の中を変えることをしないで、ただ、

い」だとか「山下君がいい」だとかませた事

相手や状況が変わっていくことばかり期待し

ばかり言っています。そんなことは、どうで

てもなかなか思い通りにはならないのです。

もいいのですが、そのいとこの子は３月の卒

じつは、人生で起こるどんな問題も、何か

園式の日に、代表で挨拶を読む事になったそ

大切なことに気づかせてくれるために起こる

うで、親ながらに「上手にできてたぁ～」と

んです。つまり偶然起こるのではなくて、起

大絶賛していました。私が、「皆、上手にで
きたねっていってたよ。凄いね。」といった

こるべくして 必然的に起こるんです。
ということは、自分に解決できない問題は決

ら、その子はなんと、「うん。皆が祈ってく

して起こらないのです。起きる問題は、全て

れてたからね。だから失敗しないの」って。

自分が解決できるから起きるのであり、前向

えっ！ こんな小さい子が言う言葉かしら !!

きで愛ある取り組みさえすれば後で必ず「あ

とびっくりしました。特に、子育てって、ど

の問題が起きてよかった。そのおかげで…」

んなことを、お子さんに伝えているのか、ど

と言えるような恩恵をもた

んなことで褒めるのかで全く人間性が変わっ

らすのです。

てきますよね。テストで良い点を取って褒め

毎日の生活の中でいろんな

られる子、ごみを拾ったら褒められる子、と

出来事があると思いますが、

では、両方大切ですが、違いますね。社風と

今、ここに居ることに意味が

いった風土も何を大切にするかで変わってき

あると私は思っています。大

ますよね。また、いとこの子の話ですが、珍

切な時間の積み重ねで鏡を磨

しく歩きすぎで疲れていたみたいで、「足が

いていきたいです。

『鏡の法則』
野口 嘉則 著
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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！冬生まれなのになぜか夏っぽいイメージに見られる王子です。
暑くなってきましたね～！ 日に日に日差しが痛くなってきますよね！ クーラー病や夏ばては
大丈夫ですか？ 暑くて外に出たくない今こそどんどん外に出ないといけないですよ !!
どんなに暑い日でも海や川は最高ですし、日焼けが苦手な方でも山や高原に行ってみると
空気も綺麗で涼しいですよ！ ＵＶ対策を万全にして Let’s Go!!

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「かき揚げ」食べ歩いてきました !!

夏！ですね !! とはいっても昼間はずっとクーラーの中で仕事をして夜はかえるの鳴き声を聞きながら癒されているんですが…。「いいな
～」って思われるかもしれないですが、実は意外とクーラーが苦手で仕事をしながら外を見ていると「どこか出かけたいな～」なんて思っ
てしまいます。（けしてよそ見ばかりしてるわけではありませんよ…）。夏バテとは無縁なんでいっこうに食欲が衰えることはなく、時間
通りにチャンとお腹がすいてしまうので今回もこってりしたイメージの「かき揚げ」にもかかわらず張り切って行ってきました！

☆北区にお住まいの中川様からのご紹介です !!
今回ご紹介するのは名古屋市北区にある
天ぷら屋さんの「光村」 さんです。
清水４
天ぷら全般を扱ってるお店ですが、特に
「かき揚げ」に力を入れているお店です。
国道 41 号線沿いにあり場所もわかりやす
解脱寺
41
く、都心なのに駐車場も結構あり平日の
ユアサ電気
夜でも満席の状態でした。いかにも老舗っ
清水３
ぽい暖簾をくぐりカウンターに座ると、
岐阜信金
中日信用金庫本店
目の前で熱々の天ぷらが次々に揚げられ
ているのが見えて思わずお腹が鳴りそうになるくらい期待をしてメニュー
を開きました。すると…！ メニューの多いこと !! 丼物や定食はもちろん
さん
モービル
単品の天ぷらの数が 10 種類以上あり片っ端から全部食べたくなるようなメ
藤本病院
エネオス
ニューがずらり！ 思わず目移りしそうになるのをぐっとこらえ「ミックス
かき揚げ丼」と大好きな「キス」の天ぷらを頼みました。さっそく目の前
三ツ輪
タクシー
で揚げられているのを見て期待値はマックスです !! まず始めに単品で頼ん
だ「キス」の天ぷらが出てきてアツアツのところをつゆにつけてがぶり！
名鉄瀬戸線
清水
うまい !! そして次に塩をふってがぶり！ これまたうまい !! そこですか
さずビールをキュッ！ うまいんだな～これが !!! 仕事の後には特に最高で
す！ これだけでも来た価値あったな～と思ってるところにやってきました
「かき揚げ丼」！ でかい !! どんぶりも結構でかいのですが、何よりかき揚げ！ ご飯が見えないくらいびっしりのってるんです！
しかも普段目にするかき揚げは海老といっても桜海老が混ざってるイメージですが違うんです、プリップリの海老とイカがそのまま
ごろごろ入ってるんです！ いい意味で想像を裏切られてしまい、理性の吹き飛んだ僕は思いっきりがっついてしまいました。たれ
と絡んだアツアツのかき揚げはもちろんご飯ともベストマッチ、どんどん食べれます。しかもそんなに大きなかき揚げなのに衣が軽
くてさくさくで、ぜんぜんくどくないんです！ せっかく友達とかとご飯に行っても、おいしいものを食べていると思わず無言になっ
‘満足’
てしまうことってありませんか？ まさにそんな状態で黙々と食べてしまいました。一気に食べてお茶を飲みやっと一息・・・
以外の何でもありません。おいしいものに出会った時の幸せを噛みしめつつお店をあとにしました。毎回のように言ってますがほん
とだまされたと思って食べてみてください、上には上がいるモンですね。人気のお店をどんどんチェックしていくので皆さんのリス
トに加えてもらえれば幸いです。
＊ TEL 052-911-3512 AM11:00 ～ PM2:00 PM5:00 ～ PM9:00 営業 水曜定休です。

光村

「おいしいものは季節を越える」なんて格言を創ってしまいたくなる今回でしたが、いかがだったでしょうか？ 伝わりましたか？ ホント
おいしいものっていつどこで食べてもおいしいですよね。やっぱりこれからも興味のあるものを我がままにどんどん食べて行こうと思い
ました。
さて、次回なんですがちょっと特別に面白い食べ物を見つけたのでそちらを紹介しますね！ 名前は「イタメン」。？？…って感じですよね？
その正体は次回のお楽しみと言うことで…。色んなものを想像して楽しみにしていてください。「あっ！ 知ってる！」って思ったそこの
あなた、内緒ですよ！ せっかくなんで僕が紹介するまでお友達には黙っておいてください。知る人ぞ知る独特の食べ物で結構人気らしい
です。僕もまだ食べたことないんで楽しみにしています。それではまた次回…。

イタメン

４
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ＴＪ天気予報2006年かわいいリッチ

ＴＪ天気予報お得意のヘアスタイル
大人のオシャレを
楽しむ季節

2006年 かわいいリッチ
女性はいつまでも、かわいくありたいもの。
その女性の要望にお応えするのが
TJ 天気予報お得意のかわいいリッチ計画です。
いろいろなメニューを組み合わせた
トクトクセットメニューや人気のストレート企画など
盛りだくさんで 2006 年夏のヘアスタイルをバックアップします。
皆さんのなりたいヘアスタイルをスタイリストに相談して
『かわいいリッチ』を手にいれよう !!

2006 年 ＴＪ天気予報夏ニューヘアライン
#01

クール
ストレート
#06

スパイラル
カール

#02

フェミニン
カール
#07

マッシュルーム
ウルフ

#03

エレガント
カール
#08

スウィート
ストレート

#04

#05

ロマンティック
ストレート

スウィングボブ

#09

#10

フレッシュ
ストレート

ストレート
マッシュ
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ドーンとやりましょう !!

ド～ンとやりましょう !!
え～ホントですか？？ それはちょっと…。
会議に参加したメンバーは全員反対しました。
それは企画会議の出来事 で、７月のキャンペーンでどんなことをしたら
お客様に喜んでいただけるかを話している時、あるスタッフが
こんなことを言い出しました。
よくスーパーでポイント２倍DAYってあるじゃないですか？
うちも、期間中ポイント２倍で、ドーンとやりましょう!!
と大きなことを言い出しました。（彼はよくこんな発言をします。
）
なぜこれに 全員反対 したかと言うと、ＴＪ天気予報のポイントカードは色々ありますが例えばプラチナカードは、

30 ポイント貯まると 2000 円 OFF になります。

1000 円で１つハンコを押し、お客様の技術料金の平均金額が約 8000 円ぐらいになりますのでそれが倍と言うことは、16 個
ハンコを押すことになります。１回で半分以上のハンコになり、今までの累積のポイントを考えると、今回でいっぱいにな
る方がたくさんいらっしゃいます。また今回はトクトクセットメニュー、ストレートなど 10000 円以上ご利用になられる方も
多いので１回で３分の２ぐらい貯まります。
＊なかなかポイントが貯まらないカードが多い中、ＴＪのカードは１回で半分以上になります。
お客様にとっては大変うれしいことだと思いますが、ＴＪ天気予報としては、ちょっと売上げに…という感じになります。

しかし彼の暴走はこれで止まりませんでした。
７月と言えば、祭りじゃないですか？ ポイント２倍だけでは、祭りじゃないですよ～

祭りらしく、もっとドーンとやり
ましょうと言い出したのです。彼の調子に乗せられ、メンバーであれこれいろいろな考え、出来たのが今回の企画です。
ここ最近ではないくらい、すごくお得な企画を考えました。

2006年

夏祭り
平

ここまでやります。トクトクキャンペーン
～ＴＪ天気予報 １年に１回の大イベント～

日

ご来店で
お得 !!

期間限定 ７月１日(土)～８月13日(日)まで

平日（火～金）限定
夏祭

１

ポイントスタンプ２倍
～ＴＪ天気予報のメンバーズカードをお持ちの方～

＊ご来店３回目ま
でのメンバーズ
カードは対象外
になります。

Ｊ
ＴＪ Ｔ

※高校生以下の方は対象外とさせていただきます。
人気の
セットメニュー

夏祭

２

トクトクセットメニュー
更にバージョン UP させました。

次回使える
お楽しみチケット

夏祭

３

極上のお中元
～選んでうれしい・使ってうれしい～

やっぱり
延長します。

夏祭

４

期間中ご来店の
お客様（高校生以上）に
２枚プレゼント

ストレートキャンペーン
多くのお客様のご要望により、期間延長します。

使って満足
いただける
自慢の商品
夏休み
応援企画

夏祭

５

全商品20％OFF

＊一部
除外品あり

ドラッグストアーでもう迷わなくて大丈夫。
夏祭

６

中高生カット20％OFF
平日に限り、カット料金から 20％ OFF させていただきます。

６
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➡

7ページ

➡

8ページ

➡

9ページ

➡

10ページ

➡

10ページ

2006 年トクトクセットメニュー
夏祭

２

お待たせ
しました!!

2006年 夏のトクトクセットメニュー
７月１日（土）～８月13日（日）まで

5,250円コース
６つのコース
からお好きな
コースを選んで
下さい!!

9,800円コース

カット
＋
選べるオプション１
＋
お中元券２枚

11,550円コース

15,800円コース

カット
＋
パーマor
カラー
＋
選べるオプション２
＋
お中元券２枚

選べるオプション １
クレンジングトリートメント

カット
＋
パーマor
カラー
＋
選べるオプション１
＋
お中元券２枚

カット
＋
パーマ
＋
カラー
＋
選べるオプション２
＋
お中元券２枚

12,600円コース
年
2006
夏
ス
タ
ッ
フ
お
す
す
め
コ
ー
ス

カット
＋
コスメカールor
ファーストカラー
＋
システムトリートメント
＋
お中元券２枚
＋
ストラクチュアトリートメント

18,800円コース
カット
＋
コスメカール
＋
ファーストカラー
＋
システムトリートメント
＋
お中元券２枚
＋

ストラクチュアトリートメント

お好みに合わせ１品お選び下さい

（きれいな髪を育てます）

トナーオン

（簡単カラー）

ＵＶトリートメント

SPトリートメント

カラーケアトリートメント

【抜け毛・薄毛が気になる方はコレ！】

【髪に艶・色味が欲しい方はコレ！】

【ダメージが気になる方はコレ！】

【パーマヘアーの集中ケアはコレ！】

【カラーヘアーの集中ケアはコレ！】

シャンプーでは落ちない毛穴に詰
まった汚れを特殊オイルでマッサ
ージしながら取り除きます。

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る。
カラーとプラスするとさらに効果
がＵＰします。

髪の痛む原因の紫外線を90％カット
するコーティングトリートメント。
ボンドトリートメントとの組み合
わせで、艶とさらさら度ＵＰ。

パーマ・カラー後の1週間以内が髪
のダメージに強く影響します。SP
トリートメントをすることにより、
最適なコンディションにします。

残留アルカリや、残留物を取り除き、髪に
必要な水分・油分・脂質を補給します。更
に毛質を補強し、皮膜を張ります。色持ち
アップとダメージ修復に効果あり。

むちゃくちゃ
気持ちい～

（紫外線カット）

上品な
ツヤツヤ
カラー

選べるオプション ２

（泡のトリートメント）

パーマの
後は
コレ!

Wトリートメントが
ツヤとサラサラの
秘密です

スーパートリートメント

クリアートリートメント

ホイルワークカラー

【ダメージが気になる方はコレ！】

【ボリュームが気になる方にはコレ！】

【髪にハリコシがほしい方はコレ！】

【カラーを魅力的にしたい方はコレ】

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
ントです。パーマ・カラー・ダメ
ージすべての髪に対応します。

カラーの
後は
コレ!

お好みに合わせ１品お選び下さい

ボンドトリートメント
（スタッフお勧めマルチトリートメント）

（色持ちUP）

（しっとりトリートメント）

（髪コーティング）

クリームバス（ショートコース）

（筋状カラー）

（心の休暇）

【癒されたい方はコレ！】

ボリューム・広がりやすい髪に髪 髪の外部にクリアーな膜をコーテ スジ状にカラーリングを入れること 天然精油のアロマオイルと頭皮の
の内部に栄養を補給し、外部に皮 ィングすることにより、
手触りがUP により、ペッチャンコに見えやすい マッサージで、深いリラクゼーシ
膜することにより、落ちつきのある し、
ツヤのある髪質に変わります。 カラースタイルに立体感と動きをプ ョン効果。ちょっとお疲れの方に
ラスします。
まとまりやすい髪に仕上げます。
おすすめです。
カラーリストお勧めのアイテムです。

スタッフ
一押しの
トリートメント

おさまりが
いい！

ツヤツヤ
ヘアスタイル

これからの
カラースタイルの
定番です

大きめのカール感が手に入る

よりよいカラーを求める大人のカラー

～本物を求める、大人の良質なウェーブ・カールスタイル～

～ワンランク上の上質なナチュラルカラー～

カット＋コスメカール

マッサージが
気持ちい～

（※シャンプー・ブロー別）

ハッピータイムズ

７

極上のお中元
夏祭

３

2006 年夏のお楽しみ

極 上 の お 中 元

配布期間
～８月13日（日）

またまたやってきましたよ～!! あの極上チケットシリーズが…
期間中ご来店のお客様（高校生以上）に９種類の中から２枚選べて、次回のご来店 ［有効期間
８月18日
（金）
～９月30日
（土）
］の時に使えるチケットが更にバージョンＵＰしました。
パーマ・カラーの技術系チケットやマッサージなどの癒し系、それに今回はお笑い系が１枚と不
思議系が１枚あります。
選んで楽しい！ 使ってうれしい！ ＴＪ天気予報ならではの企画です。
私個人的には、お笑い系のチケットがおすすめですが…

じゃんけん編

▲
スタッフとじゃんけんで勝ったら500円オフします。

ポイントパーマ編

クレンジング編

▲

▲
毛穴の汚れを取り除きスッキリします。

動き・ボリュームを出したり、抑えたりします。

トナーオンカラー編

▲

▲

分間
マッサージ編

10

色あせた髪に色味とツヤを与えます。

極楽の10分間が味わえます。

手品編

オリジナル
トリートメント編

▲

▲
栄養補給をして、健康毛に戻します。

前髪・眉カット編

胴上げ編

▲

▲
あなたのためにスタッフが心を込めて胴上げをします。

８

T ICKの世界に案内します。

ハッピータイムズ

いつでも気になった時に期間中無料で前髪カット・眉カットをします。

やっぱりやります！ ストレート企画
夏祭

４

ストレートキャンペーン

期間延長!!

多 く の お 客 様 の ご 要 望 に よ り 、期 間 延 長 し ま す 。

8/13(日)まで

施術時間

1

2

日頃
気になること
をお気軽に
ご相談下さい。

髪質に合わせ、
ケラチン・コラーゲン
などを補給します。

カウンセリング

5

根元を中心に
ストレートアイロンで
伸ばします。

アイロンの温度は140～
180度の中で設定します。
温度を変えることにより自
然なストレートを作ります。

お客様とのカウンセリン
グの中から、ベストなメ
ニューを提案します。

前処理（栄養補給）

6

２回目の薬の前にも
栄養を補給します。

ストレートをする前に毛
先に栄養を補給すること
が大切。仕上がりに違い
が出ます。

3

根元からつけることに
より、ダメージを
最小限にします。

薬液塗布

薬液を
きれいに
全部流します。

お流し
薬液が浸透したら、一度
キレイに流します。この
時髪を傷めないようにす
るのがコツです。

2回目の薬液塗布
アイロン後ストレートに
なった髪を固定し、長い
間楽しめるように２回目
の薬液をつけます。

7

ストレートで失われた
栄養分を補います。

髪質・クセに合わせ、塗布
する順番を変えます。
根元からつけるのが
POINT。

4

アイロンストレート

トリートメント
最後にトリートメントを
することにより、サラサ
ラのストレートを実現し
ます。

8
手ぐしで
簡単にブローが
出来ますから

仕上げ
最後は手で乾かして、簡
単にお手入れが出来るス
トレートの出来上がりで
す。

ハッピータイムズ

９

プチセレブなゆる巻きカール・中高生企画

巻き髪カールを
楽しみたい方は
コレがお勧め！

プチセレブなゆる巻きカール
～巻き髪スタイルが簡単に。ゆる巻きカールがまたまたお得な値段に～

ふんわり上品な !

ゆる巻きカール
カット＋ゆる巻きカール＋トリートメント

14,490円
女性らしいロングスタイルのゆる巻きカールは
毛先の軽さとトップのボリューム感が POINT。
お手入れが簡単なセレブなイメージの質感は、
根強い人気のスタイルです。

根元のクセをストレート
にしながらゆる巻きを楽
しみたい方はこれ！

ゆる巻きカールもカラー
の一緒に楽しみたいアナ
タにはこれ！

夏祭

５

2006 年

夏のモテ髪セット

カット＋ゆる巻きカール＋トリートメント＋根元ストレート

夏のお勧めプチセレブセット
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＋トナーオン）

期間限定

7/1
～(土)
8/13(日)

全商品

夏祭

一年に一度の
平日に限り、 大イベント
カット料金から20％OFF

中高生カット
（※一部除外品あり）

ハッピータイムズ

18,900 円

６ 夏休み応援企画

させていただきます。

10

17,600 円

期間限定

7/1
～(土)
8/13(日)

美しく・健康でいるための秘訣

！！
っ
い
あ

～ココアからのご提案～

cocoaオリジナル

れ

足き

～足の冷え・むくみ・疲れこのままじゃ夏をのりきれない～

限定

期間

日
3で1
月
7 ま
3つセットで
+

5,000円

+

(税込)

1日限定6名様限定
ストーンスパ（30分）

角質除去スラクブ（10分）

オイルマッサージ（50分）

※お一人様1日1コースのみとさせていただきます。

１人１人のお客様を丁寧に施術させて頂いておりますので、申し訳ございませんが１日限定６名様とさせて頂きます。
１ ストーンスパ
●
（30分）

２ スチームタオル
●

３ フットスクラブ
●

ガウンに着替え30分間体を芯
からあたためます

ホットタオルで足を
温めていきます

クリーミなスクラブで
肌をなめらかにします

４ スクラブふきとり
●

５ フットマッサージ
●
（表）

６ フットマッサージ
●
（裏）

田中艶美が
案内します

cocoaでは、足をきれいに見せる3つ
の特徴�つやがある�
�血色が良い�
�むくみがない�の3つのPOINTにし
ぼり、それぞれの相乗効果によりきれ
いな足を作り、夏のオシャレが楽しく
なるメニューを開発しました。

cocoaオリジナル
ストーンスパ（30分）

1
ホットタオルで
丁寧にスクラブをふきます

体質に合わせたオイルでもも～
指先までマッサージします

もも～足裏までしっかりマッサ
ージします

遠赤外線・マイナスイオンの力で全身の新陳代
謝を活発に血流を良くします。

７ ふきとり
●

2

角質除去スクラブ（10分）

古い角質を取り除くことにより、ザラつきのな
い透明感のある足をつくります

3
ホットタオルでふきとります。

パウダールーム

スパ
エステ

ハーブティ

身近なリゾート

●携帯・PHSからはご利用できませんのでご了承下さい。
［要予約］

0800�900�8668
0574�61�2808

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
ココア
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
～がんばった頭（こころ）と体にちょっぴりご褒美～
を排出します。また「細胞の活
〒509�0203 可児市下恵土字中土居807�1番地
性化」
「免疫力アップ」にも効果
受付時間／平
日 10：00～18：00 ※メニューによって
受付時間が異なります
があり、各業界が注目するまっ
土・日・祝 9：00～17：00
のでご予約の際に
たく新しいリラクゼーション
定 休 日／月曜
おたずね下さい。
スペースです。
7月より営業時間が変更になります
〈60分〉￥2,300

受付時間／平
日 11：00～19：00
土・日・祝 10：00～18：00

オイルマッサージ（50分）

冷房などむくみがちな足をオイルマッサージ
ですっきりさせます。このマッサージは大変気
持ちよく癒されます。

美濃加茂
市役所

御門町

21

太田橋
中濃大橋

サークルKさん

木曽川

住吉
今渡

中濃大橋南

アピタ
美濃加茂店さん

川合大橋

新太田橋

エネオスさん

ヒマラヤさん

中恵土

にほんラインしまわたり

41

エネオスさん

J
R
太
多
線

cocoa
今渡南小

名
鉄
広
見
線
か
に
が
わ

コックスさん
ひのき坂

サークルKさん

ローソンさん
イエロー
ハットさん

可児市役所 ユニーさん

※スパエステcocoaではお客様との信頼関係を大切にしております。必要以上なコース商品の売り込みは一切いたしません。ご安心してご来店ください。創業29年 株式会社TJ天気予報 cocoa事業部

ハッピータイムズ
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形と印象 ～ポイントパーマ編～

自分に似合うスタイルってどんなの？
そんなあなたに……

★似合うスタイル見つけよう！！★

僕と一緒に
勉強
しましょう！

皆さんこんにちは、最近季節のせいかスタイルを変える方が多くなってきました。皆さん
の中にも変えられた方が見えるのではないでしょうか？ もしくはそろそろ変えようと思っ
ていたり…。そんな時に大体の方がヘアカタログなどを参考にスタイルを考えると思います。
そして、
「あ、このスタイルいいかも！」と言うスタイルを見つけた後にふと、
「でも
これって私に似合うのかな？」なんて思ったりしますよね。もちろん、カタログのモデ
ルさんとは違う部分が多々あることは事実です。でもそんな違う部分をカバーしたり、自分
に似合うバランスにしたりすることは可能なんです。人にはそれぞれ似合うバランスがあり
個性があります。それを最大限に生かせる方法を少しずつ見ていきましょう！

第６講

千秋店 店長
堤 哲郎です。

～ポイントパーマ編～

※１つのカットスタイルに部分的にパーマをかけました。
前回は全体に「パーマ」を
かけるスタイルで、パーマ
のかけ方による違いを見て
きました。今回は、骨格や
バランスの補正を考えた
「部分的なパーマ」 につ
いて見ていこうと思います。
「 え っ、 部 分 的？」 っ て
思うかもしれませんが、パー
マって意外と全体にかけて
ガラッとイメージを変える
ためだけのものではないん
です。 欲しいところに欲
しいボリュームや動きを
出したりしてニュアンスを
つけたり骨格の補正などを
行うのに有効です。例えば
こんな感じで…。

※パーマがかかっていません。

※トップにパーマをかけました。

※トップ、前髪にパーマをかけました。

前から
見た感じ

A

ナチュラルにブロー
をしたスタイル

B

トップにパーマを
かけたスタイル

C

前髪とトップに
パーマをかけたスタイル

横から
見た感じ

A

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。このままでも
スタイルにはなり、簡単なブローで仕上がります。髪のクセや頭の形などがそのままでる自然な仕上がりです。

B

どうしてもつぶれたり分かれてしまいやすいトップにパーマをかけたスタイルです。スタイルは前から見ても横から見てもひし形
をつくることが一番バランスがよく見えます。なので、トップがつぶれると四角に見えてバランスが悪くなります。ここにパーマ
をかけるだけでもだいぶシルエットがよく見えます。スタイルにメリハリをつけ、黄金のバランスを手に入れたい方にお勧めです。

C

Ｂでトップに動きやボリュームは出たけど前がつぶれてみえてしまうという方や、少し前髪を流しやすくしたい人、前髪に分かれ癖がある方はぜひ前
髪にもかけて下さい。黄金のひし形シルエットを手に入れるための一番重要な部分がこめかみから上の部分になるので、効果の高いポイントパーマです。

～まとめ～
ちょっと視点を変えてパーマを見てみた今回、いかがでしたか？「パーマ」のイメージを少し変えてスタイルを
作っていく手段の一つとして考えてもらえればと思います。結構スタイルの似合わせってちょっとしたことで大
きく変わるんです。
‘必要なところに必要なだけ’がこれからのパーマの考え方のひとつになってきます。
前回にも言いましたが「パーマはちょっと苦手…」なんて思っている方も、まずはこのポイントパーマから試し
てみてください。お手入れやブローも簡単で、自然にスタイルに変化をつけられます。悩みを解決して理想のス
タイルをより多くの方が楽しんでいただければ幸いです。

12
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カラー特集

～夏に向けてはハイライトカラーが熱い～
カラーリストのワタナベです。前回の【ファーストカラー】で多くのお客様から
お褒めの言葉を頂き、本当にうれしく思います。カラーで髪が艶やかになったとか、
手触りが違うとか、色持ちが良くなったなど、本当にありがとうございます。

～似合わせの話～
最近は更に暑さが増してきて、肌の露出が増えてきています。また、季節に合わせて、洋服の色も変わっ
てきたり、素材がかわったりします。鏡の前で、洋服をいろいろと照らし合わせると肌の色が明るくなっ
たり、暗くなったり、くすんだり、綺麗に見えたりします。不思議に思うかも知れませんがやってみる
とわかりやすいです。当然、ヘアカラーの色でも同じことが言えますので、よりお客様に合わせたヘア
カラーができるように心がけていきたいです。

カラーリスト
渡邊英一です。

さて、題名に【ハイライトカラーが熱い】とありますが、最近では明るくしたいお客様が多くなってきています。ただ
明るくするのもいいのですが、ハイライトカラーだとこんなことができます。

〔ハイライトカラー効果〕
・動き、立体感が出せる
・パーマがより綺麗に見える
・ストレートだと毛束感が出る

・軽さや透け感が表現できる
・コテ、カーラーで巻いたときの仕上がりに差が出る
・全体にカラーするよりも痛まず、今後のカラーも綺麗にできる

などの特徴があります。
【ふんわりやさしく】
、
【真珠のようなツヤ感】にしたい方は寒色系のカラーがオススメで、
普段オレンジ系や、ピンク系をされている方は【元気な潤い】
、
【透明感のあるツヤ】が出やすくなります。

〔全体のカラーリングになじむようにハイライトカラーが入っています〕

スタイルにもよりますが、トップ中心のハイライトカラーをすると、全体にふんわり感や、明るさ、動きがでやすくツヤ感な
どの質感がＵＰします。白髪染めで明るくしたい人にもかなりオススメです。
ハイライトカラーはところどころカラーをするので髪の負担も少なく、ダメージが軽減できます。
また、毛先中心のハイライトカラーは、スタイルの華やかさ、動き、顔の印象も変えてくれます。
特に巻き髪の方にかなりオススメになります。本当に綺麗な動きがでます。
話がそれますが、なぜホイルワークについて何度もご紹介するのか？と言いますと、やはり、一色で綺麗なカラーよりも、綺
麗になれ、かわいく、上品に仕上がります。
カラーによっていろいろな綺麗がより多くのお客様から支持されるようにご提案させていただきます。

ホ イ ル ワ ー ク コ ン テ ス ト

号外
!!

先日、ホイルワークのコンテスト（すじ状にカラーを入れる）があり、本当に努
力して、妥協せずにやった結果、カラーチームの、７ｔ熊野君、５㎜山田君が見
事準優勝に輝きました。
一晩中練習している姿を見てきたので、思わずうるっときちゃいました。
また、応援してくださったお客様も本当にありがとうございます。
▲ミルボンホイルワークコンテスト風景

ハッピータイムズ
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お客様からのＱ＆Ａ

～どうしてパーマはかかるの？～

★お客様からの素朴な疑問

～パーマ編～

Q1 「どうしてパーマってかかるのかな？？」
さて今回からは‘パーマ’についての疑問にお答えしたいと思います。

「パーマ液をつけただけで髪の形が変わるのって不思議だよね」
なんて思ったことありますか？

千秋店 店長
堤 哲郎です。

まずはそんな不思議なパーマのかかる仕組みについてみていきましょう。
まず一番大まかな仕組みとして髪の毛の中には‘間充物質’と呼ばれるものと‘繊維質’と呼ばれるものがあります。
それが髪の中で手をつなぐように結合しているんです。パーマと言うのはその結合をいったんはずして形をつけまた元通り結
合させることによって髪の形を変えていくという仕組みです。なんとなくお分かりですか？
ではもう少し掘り下げて行きましょう。パーマをかけられた事のある方は「何でパーマ液は２種類あるんだろう？」って思っ
たことはないですか？ パーマ液には１液と２液がありそれぞれ役目が違います。

→まずパーマ液の１
液が髪の中の結合

いったん結合が外れます。

しっかり結合しています。
間充物質

繊維質

を切り、髪の毛の

１液塗布

中がトロトロした
やわらかい状態に
なります。
（元の状態の髪）

（結合が外れる）
もう一度結合する準備ができます。

→やわらかい状態に
なった髪の毛に
ロット（パーマの
ときに頭に巻く棒
みたいなもので
す）を巻き、形を
つくります。

ロットを巻く
( ストレートの時は
ここでアイロンを
します )

（やわらかくなった髪）

ロット

（形をつくります）
２液をつけることによって
70％結合が元に戻ります。

→そして２液をつけ
て、一度切れた結
合を元に戻しま
す。

ロット

（形がつくられた髪）

２液塗布

（パーマがかかった状態）

簡単ではありますが、以上がパーマのかかる仕組みです。髪の中にある物質の形を変える事によってかかるものであり、
溶かした材料を型に入れて固める、デザート作りのようなイメージになります。１液をつけることによって本来弱酸性の髪が
アルカリ性に傾き、結合が外れます。この時に傷まないようにするのが前処理のトリートメントです。そして、ロット（又は
アイロン）でしたい形に髪をつくります。その後２液をつけて、結合を戻すのですが、実際は２液をつけても 70％しか結合が
戻らず、少しアルカリ性に傾き、残りの 30％は空気中の酸素によって徐々に結合していきます。なので１週間くらいのアフター
ケアが必要不可欠になってきます。そのためにもＴＪ天気予報ではアフター処理やトリートメントにもこだわっています。あ
とは、ご自宅でもしっかりとしたお手入れをして、より長くスタイルを楽しんで下さい。
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スタッフ紹介

ＴＪ天気予報日進店スタッフ

ＴＪ天気予報 日進店 スタッフ大特集!!
こんにちは～。相変わらず、元気です。夏バテしていませんか？バーベキューが楽しい時
期がやってきました。海もそろそろですね。
雷も多くなるので、かみなりさんにおへそを取られないように隠しておいてくださいね。
今回は３ｔ日進店の皆さんです。店長も変わり、気分一新。頑張ってますよ～。

①堀

春生

①池田

ＴＪ天気予報 ３ｔ 日進店

①本宮 加奈子

紘

② 33 歳 ③ 東 京 都 ④ 店 長 ⑤

② 26 歳③愛知県④スタイリ

② 22 歳③愛知県④アシスタ

はっちゃん⑥くねくね⑦ポ

スト⑤いけやん⑥笑い⑦やま

ント⑤もとみー⑥変人探し⑦

カリスエット⑧大和魂⑨結

との湯⑧時間と経験⑨夢を与

小顔⑧リフトアップ⑨女の勝

婚 !!

える人になります !!!

ち組になる !!

①阿部

寛之

①中島

弘

①麻生

恵梨子

② 26 歳③愛知県④チーフ⑤

② 26 歳③三重県④アシスタ

② 21 歳③大分県④アシスタ

あべちー⑥リフティング⑦

ント⑤なかぢ⑥音楽⑦たまに

ント⑤えりこ⑥恋人探し⑦ダ

ｂ B 洗車⑧謙虚⑨どでかい

筋トレ⑧ PEACE ⑨独立経営 !!

イエット⑧お菓子⑨名古屋嬢

ホールでヘアショー !!

リエ

①浅井

になること !!

①水谷 寛太

翔子

② 22 歳③三重県④アシスタ

①森田

② 25 歳③愛知県④スタイリ

ント⑤かんちゃん⑥ DVD ⑦部

② 20 歳③三重県④アシスタ

スト⑤りりー⑥化粧品⑦パッ

屋の掃除⑧誠実⑨実家拡張計

ント⑤もりたくん⑥ビール⑦

ク⑧充実⑨★

画 !!

彼とデート⑧一期一会⑨スタ

久美

①坂田

①伊藤

イリストになる

千絵

麻衣

② 27 歳③愛知県④スタイリ

② 22 歳③愛知県④アシスタ

①法月

スト⑤さかたさん⑥暴飲暴食

ント⑤ちーこ⑥岩盤浴⑦プー

② 20 歳③愛知県④アシスタ

⑦洗顔⑧あ～満腹⑨ガリガリ

ル⑧ピンクちゃん⑨お姫様

ント⑤まいまい⑥犬⑦野菜

になる !!

①鈴木

①田中
奨司

ジュース⑧わんだふぉー⑨一

達也

人前になる

② 21 歳③愛知県④アシスタ

② 24 歳③愛知県④スタイリ

ント⑤みすた⑥頑固⑦ﾁｮﾒﾁｮﾒ

①加藤

スト⑤ RR ⑥うんちく⑦減量

⑧天才⑨天才になること !!

② 20 歳③愛知県④アシスタ

⑧ 120% ⑨宝くじ一億円当た
りたい、ぜひ !!

①森山

茜

①山田

夕貴

ント⑤ゆーき⑥いたずら⑦

雄大

たまにウソつく⑧にゃんだ

② 21 歳③福岡県④アシスタ

ふぉー⑨あこがれられる美容

ント⑤ゆーだい⑥酒⑦光合成

師になる

② 22 歳③愛知県④スタイリ

⑧フレラン⑨世界チャンピオ

スト⑤もりお⑥サーフィン⑦

ン !!

①山本

磨由子

ホワイトニング⑧自由⑨親孝

② 20 歳③愛知県④アシスタ

行 !!

ント⑤まゆこ⑥外食⑦すっき
りする事⑧元気いっぱい⑨素

ゴコロ

3ｔ心

敵な美容師になる

こんにちは。はじめまして。店長の堀です。ハイテンションで頑張っ
ています。
私をはじめ、元気いっぱいのスタッフが皆様のご来店をお待ちして
おります！

ＴＪ天気予報

日進店

堀

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

春生
ハッピータイムズ
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編集部からのお知らせ！（ヘアショー行います。）
編集部からのお知らせ

2006.07.31(mon)
Open
18:00-18:30(Start 18:30)
Hair Show 19:00-20:00

DJ Time
18:30-19:00
Afterhours 20:00-20:30

SUMMER VENUS
in Zepp Nagoya

７月 31 日（月）に名古屋 ZEPP NAGOYA で愛知県の有力サロン
４社が SUMMER VENUS と題し、[ 夏の女神達 ] を作り上げるヘ
アショーを行います。
今回のヘアショーは、ＴＪ天気予報テクニカルチームのＴ４メンバー
が担当し青をイメージカラーにオリジナルの世界観を作り上げます。
JR セントラル
タワーズ

名古屋

ビック
カメラ

牧野小

TURBO -GTS-

名古屋
名古屋ビル

高島屋

名鉄
笹島中

近鉄

名古屋

JR 東海バス
JR 東海
総合病院
牧野神明神
パレス名古屋

センチュリー
豊田ビル

名鉄メルサ
名鉄セブン
名鉄
レジャック

三井ビル

日本生命
ビル

交番
住友生命
ビル
昭和
シェル
日本通運

米野
JR各線
あおなみ線
近鉄

ささしまライブ
名鉄
地下鉄

名古屋高速
国道

名古屋
出雲殿
オンワード
樫山

名古屋 MID
スポーツ
センター

トヨタ
レンタリース

’
84 年にＤＪデビュー
後、GEE と 共 に Ｄ Ｊ
プロデュースユニット
として活動を開始し、
都内有名クラブのワ
ンナイトＤＪとして活
躍。Hard House を中心としたソウルフルで、
アッ
プリフティングな選曲で多くのハウスフリーク達
の人気を集め、国内を問わず世界各国でプレイ。
また、メジャーアーティスト REMIX、CLUB RE:
EDIT を手掛けるなど各方面で活躍中である。

Zepp Nagoya

愛知県名古屋市中村区平池町 4-60-7
主催：ホーユー株式会社
入場料金：2,000 円（１ドリンク付）
チケットのお求めは各店スタッフまで

ＴＪ天気予報では、美容業界向けに情報発信としてヘアショー・セミナーなどを積極的に行っています。ここでどのような活
動をしているか紹介します。
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