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編集長モジコのあいさつ
先月は、ハッピータイムズをお休みいただいたので、２ヶ月ぶりになりますか !?
皆様お元気でしょうか？

早いもので、あっという間に９月ですね。夏はいかがお過ごしになり

ましたか？長い休みでご旅行に行かれた方も多いのでは？

私は、毎年恒例１泊の小旅行でのん

びりしてきました…。花より団子派なので、お料理がおいしくて、大満足の旅でしたよ！暴飲暴
食しすぎてしまいましたが…ブヒ
あと、時代遅れの話かも知れませんが、やっとリリー・フランキーさんの「東京タワー」
を読みました。ベストセラーなのが良くわかりました。後半は本当に涙が止まりませんでした。
立ち読みでは読みきれないので、ぜひご購入してご覧になってみてください！
では、vol.28 スタートです。

編集長のモジコです

でビンが一杯になりました。そして 4 日目に

私らしさの方程式

母親と一緒に、その砂糖をマザー・テレサの
ところへ
『とても少ないけれど皆にあげたい』

幸せには３つの段階がある

先日、いつも商品などを持ってきてくださ
るミツイコーポレーション営業の田中さ

といって持っていったそうです。
」
この子は４歳にして『与える幸せ』を
行ったのです。
もう一つロサンゼルスで繁盛している日本

んにいいお話を聞いたので皆さんにお伝えし

料理店のキッチンに張られている言葉を紹介

ますね。

しますね。

ホスピタリティーとよく聞きますが、
どういうことだかわかりますか？
「幸せには、３つの段階があるんです。１
つ目は赤ちゃんが母親からいっぱいの愛情を
。２つ目が
注がれる『与えられる幸せ』
子供が成長して野球ができるようになるとい
。そして、３つ目が社
う『できる幸せ』
会に役に立つという『与える幸せ』
。あ
なたがお客様に向けた笑顔や挨拶、優しさは
実は『与える幸せ』なのです。」
こんなエピソードがあります。

「我々の仕事の目的と使命は、お客様に
喜んでいただくことにある」
「我々の喜びと幸せは、お客様に満足し
ていただくことから生まれる」
「お客様の満足が大きいほど、我々の幸
せはより大きくなる」
「お客様ありがとう。なぜならあなたは
我々に幸せを下さる存在だから」
「お客様に喜んで頂く仕事をしよう。そ
うすれば自分たちが幸せになるから」

「四歳のヒンズー教徒が、親のいない子供た
ちを預かるマザー・テレサの家にまったく砂

ホスピタリティーとは、お客様を幸せ

糖がないと言う話を両親から聞いたらしいの

にすることですが、同時に自分自身を幸せに

です。すると、その子はその晩から小さなビ

することでもあるんですよ。とお話ください

ンを用意して『ここにお砂糖を貯める』といっ

ました。

て自分が食べたい砂糖を貯め始めました。お

以前、あるセミナーでＣＳ顧客満足につい

やつや食事のときに一杯ずつ貯めて、3 日目

ての勉強をしました。そのときに講師の方が

２

ハッピータイムズ

編集長モジコのあいさつ
最後にいってらっしゃったのが、ＣＳはもち

ます。感謝の気持ちがあるということは、満

ろん大切で高めていくものです。ですが、Ｅ

たされた気持ちがあるということ。満たされ

Ｓも、とっても大切なんですよ。と…。 Ｅ

た気持ちがあるということは、不満がなく、

Ｓとはスタッフ満足のこと です。 ス
タッフが笑顔で、幸せを感じて働い
ていなければお客様を笑顔にするこ
とはできない。

恨みがなく、恐怖感がないということです。

確かにそうだなぁ～と感じました。幸せっ

できるので、
幸せな人生を送れると思います。

世の中を渡っていくのに、これは非常に快適
な状態です。なので、感謝できる人というの
は、自分も隣にいる人も、周りの人も幸せに

きて、幸せだと感じる人と、当たり前だと感

我社はお誕生日に 石川洋 さんの 31 日分
の言葉がつづられた、冊子がもらえます。そ

じる人と、とらえ方は色々ですよね。

の中の 17 日にこんな言葉がありました。

て自分の心が決めることで、同じ出来事がお

少し話がずれるかも知れませんが、会話の
中で「ありがとう」という言葉を聞く機
会が減っている気がしませんか？「ありがと
う」のかわりに「どうも」とか「すみません」
などという言葉が使われています。感謝と
いう感情は自分のしたことよりも相手にして
もらったことのほうが多いときに感じるもの
で、五分五分の時はあまり感じないかも知れ
ません。ギブ・アンド・テイクで言えば、テ
イクが多いとき。あまり自分はギブしていな
いときに、相手がそれ以上ギブしてくれた。
そんなときの感情かと思います。
世の中にはグズグズ文句ばかりいって、人
が何かしてくれてあたりまえ、してくれな
かったら腹を立てる人がいます。甘やかされ
て育った人は感謝の気持ちを持ちにくいと思
います。人に感謝できない人は、世間を自分
の力で生きていけると思っているタイプの人
だと思います。確かに一生懸命努力して、人
の世話にならず成功した人がいます。ですが、
人間が完全に自力で生きるということはない
のではないかと私は思っています。
人に世話をされることを許容できる人は、
世話をされたら、気持ちよく「ありがとう」
と言える人で、素直に感謝できる人だと思い

『人はみとめられるところから心を
ひらく』
どういうことかというと、ちょっとしたこ
とで傷つきやすい人は人との比較に苦しんで
いる人。ささいなことで落ち込む人は 自分

に対して評価の定まらない人。
人を傷つけていることに、気づいていない
人は、人を愛することを忘れている人。

あなたの隣にいる人がしあわせで
あるかどうかに、あなたのしあわせ
がかかっている。
生きている限り、全てのことは自分の心が
決めているのだとつくづく感じました。
なぜ「不安」なのか。なぜ「苦しい」
のか。なぜ「充実感」がないのか。
それは「できるふり」をするから。背伸び
の嘘に疲れてしまったから。
そんな無理はやめることです。できない現
実を素直に見つめること。大切なことは、

まず基本にもどって、苦手な部分を
強くすること。上手に生きることを
覚えてはいけない。人間としての基
本を身につけ、素直な心を持つこと
です。
ハッピータイムズ

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！

２ヶ月ぶりの登場の王子です！

真夏は過ぎても残暑の厳しい今日この頃いかがお過ごしでしょうか？ 今年は梅雨が長く、
なんとな～くじめじめした嫌な暑さの日が続きましたね。夏風邪など引いて体調を崩された方も
多いのでは？？ 他人事じゃなく僕もバッチリひいてしまいましたが…。
‘食欲の秋’に向かってパワー全開でいきましょう !!
しかしそんな季節も過ぎていき、

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「イタメン」食べ歩いてきました !!

さて、いよいよなぞの「イタメン」をご紹介する時がやってきました！ 皆さん覚えてますか？ 中には知っている人や、勘の良い方で解っ
た人もいるかもしれませんが、全然何のことか知らされてなかった僕は張り切って行ってきました。丸１ヶ月という間があいたせいで胃
も心も期待値全開です！ ただでさえ食欲旺盛なのにいったいどこから来るんでしょう？ この更なる食欲 !!「ぐうぐう」なり続けるお腹
を必死になだめつつ、安全運転の範囲内で車を飛ばしてひとっ走り行ってきましたのでどうぞ !!

今回は我々ＴＪ天気予報にかかわりのあるミツイコーポレーションというディーラーさんの大石様からのご紹介です。
「名古屋の方にちょっと変わった面白いも
のを食べれるお店があるんですけど、「イ
千種公園前
都通１
タメン」てご存知ですか？」ある日とあ
るディーラーさんからのこの一言で今回
の行き先は決まりました。場所は名古屋
都通１南
千種公園
市千種区にあるその名も「itamen」
都通局 〒
さん。食べ物の名前とまったく同じです。
レッドバロン
都福祉会館
カウンターのみのこじんまりしたお店
Ｊ
内山保
Ｒ
ですが、オシャレなつくりで隠れ家っぽ
名古屋市立
内山小
中
東市民病院
央
いところが素敵なお店でした！ さっそくメニューを見ると…「あれっ？」
内山幼
都通２
線
パスタで聞いたような名前がずらり！ 結局パスタなのかなと思いきや、見
東市民病院西
キグナス
た目はラーメン！？ なんだか良くわからないままチーズの好きな僕は、と
内山町
ちくさ
りあえず「ゴルゴンゾーラ」を頼み、セットでごはんとデザートをつけま
さん
した。そして今か今かと待っていると…来ました !!「イタメン」。こってり
ニッセイ今池ビル
仲田２
今池北
したスープの中に麺が浸かっていて一見‘スープパスタ’みたいな感じ
です。でも中に入っている麺がラーメンみたいな感じで、いったいどうな
んだろうと思いながら食べてみると、うまい !! ほんとに純粋にうまい !! っ
名古屋市千種区神田町28-23
て感じです。こってりしたスープはゴルゴンゾーラのチーズの風味満点で
文句なし！ そして一見ラーメンのような麺も見事に‘アルデンテ’でベ
ストマッチ !! パスタでもないラーメンでもない、かといってスープパスタでもない、これぞ「イタメン」という感じでした！種類
も豊富で、パスタにありそうなものはほぼ揃ってます。さ・ら・になぜセットメニューにご飯がついているのかと思ったら、ありま
したよ！ 裏技的楽しみ方！ 麺を堪能した後のスープをご飯にかけて、チーズをのせるとご飯が‘リゾット’に早代わり !! これ
またまいうー！ 一度に二度おいしい目が見れて言うことナシです !! ご飯が抵抗ある方には、パンも用意されています。全種類制
覇するまで通い続けようと心に誓うほどはまりました。デザートも日替わりで今回はプリンでしたが、アイスやジェラートなど色々
あるそうです。ほんとに不思議な話ですが、すべてがアンバランスに見えてベストマッチした食べ物「イタメン」皆さんにも是非味
わって欲しいです！ いしだ壱成さんはじめ芸能人の方も多数訪れているみたいですよ！ 知る人ぞ知る「イタメン」もしかしたらこ
れからどんどんブームになるかも…。乗り遅れる前にぜひ要チェックですよ !!
＊ TEL 052-722-8999 月曜日定休
火曜日～金曜日 AM11:30 ～ PM2:00 PM6:00 ～ PM11:00
土曜日 AM12:00 ～ PM2:00 PM6:00 ～ PM11:00 日曜日 AM12:00 ～ PM2:30 PM6:00 ～ PM10:00

itamen

なぞの「イタメン」いかがだったでしょうか？ 色んなもの食べ歩いてても出会ったことのないものってあるもんですね～、これだから食
べ歩きはやめられない！ ますます気合を入れて東西南北食べ歩こうと思った今回の食べ歩きでした。次回はいよいよ‘食欲の秋’真っ
盛りの時期ということで、「秋」をテーマに‘旬のもの’を探して食べ歩きたいと思います。「これぞ秋の代表格でしょ！」って言う食
べ物を是非教えてください！僕自身日々アンテナを張って、探したいと思います。季節を感じるものということで、和食なイメージです
が何が出てくるかはお楽しみということで…。皆さんからの情報を元に、「これ！」というものを探したいと思います。勢いに乗りすぎて
食べ過ぎないように、‘スポーツの秋’も意識しつつ食べ歩きたいと思いますのでよろしくお願いします。
ではまた次回にお会いしましょう…。

旬のもの

４

ハッピータイムズ

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
かわいい
リッチ
ＨＡＩＲ

ＴＪ天気予報 秋冬ニューヘアライン
[BOB CURL]
長い間、人気のレイヤースタイルから発信された、毛先の軽いシャギースタイル
ウルフスタイルなどが、巷にあふれ巻き髪などが大流行しました。
しかし 2006 年頃から、脱レイヤースタイルを目指す傾向が多くなり
ＢＯＢベースで毛先に厚みがありレイヤーをあまりたくさんつけないスタイルが、
流行の兆しを見せています。ＴＪ天気予報が 2006 年秋冬提案する

［BOB CURL］

は、大人の女性をイメージする、深みのダークブラウンカラーに、毛先に厚みを残し
カール感を生かすパーマをかけることにより、かわいらしさにリッチ感をプラスしました。
人とは違う秋のオシャレを楽しみたい方、トップのレイヤーを伸ばして、
［BOB CURL］に挑戦しよう。

トップの長さを長めにし、アゴのラインを綺麗に見せる
ショートボブスタイルに動きと厚みをつけるようにパーマ
をかけ単調になりやすい、ストレートボブに可愛らしさを
プラスしました。
カール感をつけすぎないのが point ！

耳から肩にかけて、大きめなカール感と奥行きのあるエレ
ガントボブスタイルは、大人の女性の必須アイテム
毛先の厚みと空気感のバランスが重要 !!
前髪のアレンジの仕方で、大きくイメージが変わりますの
でファッションに合わせていろいろ楽しめます。

ハッピータイムズ

５

秋のアンケート

アンケートに答えて TJ 天気予報チケットをゲットしよう !!
ＴＪ天気予報では、お客様のお声を財産と考え、定期的にアンケートのご協力をお願いしております。
お客様よりいただきましたアンケートを基に改革・改善し、私達が提供する技術・サービスがよりよいものとなり、
「笑顔」と「満足」がいっぱいいただける美容師・美容室になりたいと考えております。
御手数ですが、ご協力御願い申上げます。

1 ９月１日(金)～９月30

日(土)の間、ご来店のお
客様にアンケートのお
願いをしております。

2 アンケートに答えて、ポ
スト・FAXで10月15日
(日)までにお送り下さい。

3 抽選結果は、11月初旬
頃に発表させていただ
きます。

アンケートの
ご協力お願い
します。

やったー

＊各店にて、用紙をお配りしております。

＊10月15日(日)消印まで有効

＊FAX 0586-81-1488

250
名
当た 様に
る!!
2006年10月15日（日）消印まで有効

アンケートにお答えいただいた方の特典
金

賞

全店で５名様 TJ天気予報技術料金10,000円券
銀

賞

全店で20名様 ＴＪ天気予報技術料金5,000円券
銅

賞

今話題の自然派製品「

全店で20名様にプレゼント

アヴェダ」をプレゼント

ＴＪ賞

ＴＪ天気予報トリートメント無料券

全店で50名様にトリートメント無料券をプレゼント

ココア賞

cocoa人気のストーンスパを無料で体験できる！
50名様

▲ストーンスパ

ハッピータイムズ賞

厳正なる抽選のうえ、当選結果は、ＴＪ天気予報各店にて発表させていただきます。
当選の方は、書類・チケットなどの郵送をもって発表にかえさせていただきます。

６

ハッピータイムズ

オリジナル本

▲

ＴＪ天気予報オリジナル本 105名様

お中元チケット有効活用講座

ハッピータイムズ

７

お店の一番お勧めメニューは？と聞かれたら

お店の一番お勧めメニューは？と聞かれたら
私はスリークスリム・ボリュームダウンと答えるでしょう !!
初めて入る飲食店で、店員の方にお店のお勧めメニューは何ですかと聞いたことありませんか？
おすすめは
何ですか？

よく聞く！ え～聞いたことない！ といろいろな方がいると思いますが私はよく聞きます。
そして、店員さんがお勧めするメニューを食べるようにしています。
時々、これは…と思う時もありますが、結構、満足することが多いのも事実です。
もし、私が皆さんに、お店の一番お勧めメニューは？と聞かれたら

私はスリークスリム・ボリュームダウンと答えるでしょう。
それは、なぜかと言うと、髪質・要望によっていろいろありますが日本人の 50％近くの方はクセ毛で悩んでいるというデーター
があり、実際にボリュームが出ている方・毛先のおさまりが悪い方・大きなうねりがありブローに苦労されている方が大変多
いです。
そんな悩みを簡単に解消でき、しかも短時間で、ダメージも最小限に抑えることができるのがこのスリークスリム・ボリュー
ムダウンです。

ここでスリークスリム・ボリュームダウンの特徴の一部をご紹介します。
・縮毛矯正するまでも無いが、クセ・広がりが気になる方に最適。
・短時間で、弱いクセ・ボリュームを抑えることが出来ます。
・化粧品ジャンルの優しいお薬なので、ダメージを最小限に抑えることが出来ます。
・毛先がハネて落ち着きが悪い方におすすめ。
・縮毛矯正後、数ヶ月してボリュームが気になりだした方におすすめ。
などの多くの特徴があり、実際試された多くのお客様にも喜んでいただいているメニューでまた一度された方が、またお願い
されることも多いので、こちらも自信をもってお勧めすることが出来ます。クセについてお悩みの方、この機会に是非お試し
下さい。

厚生省認可
化粧品登録

スリークスリム・ボリュームダウン はこんな施術です。
弱い
クセの方

一度余分な
薬を流します

ウン

ムダ

ュー

放置タイム
約 分

シャンプー

ボリ

中間水洗

ファーストク
リームを塗布し
ます。

ドライ

スト

リー

10

Before

仕上がりを
イメージして
ブローします

クス

リム

ヒートコンディ
ションを塗布す 強い
る こ と に よ り、 クセの方
ダメージを最小
限にします。
アイロンブロー

アイロン
を使用し
ボリューム
を抑えます

After
２回目のお薬を
塗布して 10 分
間放置して終り

約 １ 時 間
広がる・はねる・うねる・おてんば髪を扱いやすく。

ボリュームダウン
弱 い ク セ、 毛 先 の お さ ま り が 悪 い 方 に お す す め で す。

カット込み
８

ハッピータイムズ

8,400円（税込）

広がる・はねる・うねる・おてんば髪を扱いやすく。

スリークスリム
少し強いクセ、髪の広がりが気になる方におすすめです。

カット込み

9,800円（税込）

美しく・健康でいるための秘訣

～ココアからのご提案～

「ひと夏を過ごした肌は３歳老ける」という言葉があるように、強さを増していく紫外線に、冷房、大量の汗による塩分、皮
脂、大気汚染などで日本の夏はとても過酷。
紫外線がシミやシワなど肌老化の誘因となるのは周知の事実。つまり紫外線照射量が増す夏は、肌老化に加速がかかると
きといえます。しかし、肌老化を促進させるのはそれだけではなかった！ たとえば過剰な皮脂。肌の上で乳化すること
でくすみやごわつきの原因に。さらに大量の汗。塩分が含まれているために肌はガサガサ。それに追い討ちをかけるのが
冷房による乾燥…。これが毎日続けば、夜眠っても肌は回復しきれず、その機能は徐々にダウン。結果肌はエイジングして
いくというワケなのです。だから、夏の疲れ肌を今、しっかりケアして艶肌を取り戻しましょう!!

艶肌フェイシャル〈9/30まで〉
1.クレンジング

2.肌分析

ALLハンドテクニックで念入りにクレンジング。

4.マッサージ

3.角質除

お顔の肌を14分割してしっかり診断します。

5.パック

が
透明感
お肌に だよぉ
ん
でる

ザラザラが 、
て
なくなるっ
楽しみ～

お米のパウダーで優しく、古い角質を除きます。

6.仕上げ

あぁ……
眠っ
しまいそ て
う…
お肌にあわせたオイルで顔面の筋肉を
ほぐします。

2種類のパックの中からお肌に
あわせたものをセレクト。

化粧水＋クリームでお仕上げします。

艶肌フェイシャル〈90分〉
30分込
（プチストーンスパ
）¥8,300→ ¥5,800 ※9月30日迄
毛穴のつまりの原因になるものは一切使わず、肌本来の健康と美を取り戻します。
肌の艶を目で見て触って感じて下さい。

艶肌フェイシャル

あなたの肌は潤いをほしがっている!!

こんな方、
超オススメです
●日本の夏を過ごした方 ●顔バテしてる方
●冷房の部屋にずっといる方
●肌の乾燥が気になる方 ●肌のくすみが気になる方

スパ
エステ

※１日にさせていただける人数が限られています！
潤いを取り戻して艶肌をゲットしよう!!
９月30日までの限定メニューです。

今すぐお電話でご予約を

身近なリゾート

ココア

～がんばった頭（こころ）と体にちょっぴりご褒美～
［要予約］
〒509�0203 可児市下恵土字中土居807�1番地 ●携帯・PHSからはご利用できませんのでご了承下さい。
受付時間／平
日 11：00～20：00
土・日・祝 10：00～19：00
定 休 日／月曜

※メニューによって受付時間が
異なりますのでご予約の際に
おたずね下さい。

0800�900�8668
0574�61�2808

ハッピータイムズ

９

カラー特集

～やっぱりファーストカラーにして良かった !! ～
少しお久しぶりになります。夏の名残があってまだまだ暑い時期ですが、体調を崩さないように
気をつけてくださいね。渡邊は少し前に崩してしまい、大変ご迷惑おかけしました。
いろいろと人のありがたさや、やさしさをより実感しました。皆さんも気をつけてくださいね。
さて、話は変わり、題名にもありますが少し前にファーストカラーについてお話を載せました。
より多くの方が体験をされて、実感してもらえたのがすごくうれしいです。また、美容師としても、

より綺麗に、より艶やかに、より長持ちできるのがうれしいです。
カラーリスト
渡邊英一です。

夏の紫外線で、髪はダメージを受けやすく、ツヤがなくなりやすいです。
そこでオススメなのは、やはりファーストカラーがいいなぁと思います。

ファーストカラーの特徴を一部紹介します

・なくなった栄養分をしっかり補充できる
・カラーの負担をなくせる

・カラー後にも栄養分をいれ、より艶やかにできる
・栄養分が入ることによって、持ちも良くなる
・秋に向けて綺麗な深みのあるカラーもできる

などなどです。

ファーストカラーを体験された方の多くは、
・持ちが良くなった
・ツヤが出る
・手触りが良くなった
・やっぱり違うね
といううれしいお言葉をいただいています。
夏のダメージを綺麗に見せるのもカラーの役割になります。色落ちして、褪色してしまった髪は痛んで見えやすく、パサつい
た印象になります。また、肌の色にも影響をしてしまいます。
カラーが綺麗になる為には、土台となる髪も大事ですし、工程の中で、栄養分を補充していくのも大切です。お家のヘアケア
で手間をかければかけるほど、髪もカラーも綺麗になります。

【綺麗なカラー＝髪も綺麗＝肌も綺麗に】
渡邊おすすめカラーアイテム

更にツヤや、手触りを求める方は、
【ヘアマニキュア】
がオススメです。
【ヘアマニキュア】自体は、色を明るくすること
はできませんが、髪の表面に色をつける感じになりま
す。髪をコートする働きがあるので、ツヤ感や手触り
が良くなります。
カラーした後に、ほんのりだけ色をのせるぐらいがベ
スト !! です。
いろいろ注意点があるので、詳しくはスタッフまでお
尋ねください。
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綺麗で上品な
大人のカラー

よりよいカラーを求める大人のカラー
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

ワンランク上の上質なナチュラルカラー

（※シャンプー・ブロー別）

S

ショート

7,800円 M 8,800円 L 9,800円
（税込）

（税込）

ミディアム

（税込）

ロング

形と印象 ～ホイルワーク編～

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！！★

今年は梅雨も長く続き残暑の厳しい日が続きそうですね。急激な暑さに耐えられずバッサ
リなんて方も多かったのではないでしょうか？
大きく変化をさせた方はもちろん、アレンジの利く長さをキープしてきた方もそろそろ季
節に合わせて少し変化をつけていきたいところですよね？ そこで今回は「ベースを変え
ずに変化をつける」ということに目を向けて、カラーについてお話しようと思います。秋
冬に向けてやりたいスタイルがあるから伸ばしてる方や、とりあえずなんか変えたいなんて
方は必見ですよ！ 今回はカラーの中でもワンランク上の仕上がりを目指し、人と差をつける
「めんどくさそうなものはお断り！」なんて
ことが可能な「ホイルワーク」のお話です。
言わないで、最後まで見て下さいね。

第７講

～ホイルワーク編～
スタイル
全体像は
こんな感じ

さて今回は最近良く耳にす
る 「ホイルワーク」 を活
かした似合わせをみていきま
しょう。我々も何度かこの
‘ハッピータイムズ’の中で
触れてきましたが、今回は
特に頻度の高いものに的を
絞ってみていきます。「ホイ
ルワーク」と聞くと何枚も
のホイルを頭に貼り付ける

‘難しくて時間のかかる
作業’と言うイメージかもし

千秋店 店長
堤 哲郎です。

A

巻き髪を活かすホイ
ルワーク

B

ストレートスタイルに
艶を与えるホイルワーク

C

パーマスタイルを活か
すホイルワーク

れません…。しかし、何も頭
全体にホイルを入れなくても
スタイルに変化はつけれるの
です。今回はその中で

ピンポイント
で見ると
こんな感じ

‘巻き髪’
‘ストレート’
‘パーマスタイル’

と大きく３パターンに分けて
みていきましょう！

A

人気のある巻き髪スタイルは一番動きの出るトップと襟足に明るい色と暗い色
を交互にホイルワークで入れた状態です。スタイルに動きや立体感が出て毛先
のカールがきれいに見えます。

B

「やっぱり私はストレート」と言う方にお勧めのホイルワーク。Ａと同じくトッ
プと襟足を中心に、ベースと違う色みのホイルワークを入れて艶や深みを出し
ます。例：オレンジのベースに赤をホイルワークで入れて深みを出す

C

パーマスタイルの方はトップにホイルワークを入れるだけでもかなり動きを出
したり質感をコントロールできますが、やはり毛先のパーマの部分にホイルワー
クを入れることにより立体的なウェーブになります。

明・暗色を交互に
入れます

赤色を入れます 明or暗色のどちらかを
入れます

ベースより明・暗色を ベースはオレンジ 一番動く部分を狙って
交互に入れます
のカラーリング

Ａ

Ｂ

Ｃ

～まとめ～
前回のパーマ同様、カラーもホイルを使うと欲しいところに動きを出したり、ちょっとしたアクセントをつけて
スタイルに変化をつけれることがお解りいただけたでしょうか？ 今回ご紹介したのもほんの一部のホイルの使
い方であり、ホイルワークにはまだまだ幅広い可能性がたくさんあります。パーマは苦手と言う方や、ワンラン
ク上の大人の艶髪を目指したい方は是非挑戦してみてください。美容の技術は日々進化します、今まで‘メッ
シュ’のイメージで抵抗のあった方も是非！ 概念を消し去ってチャレンジすることをお勧めします。あなたに
はあなたの似合う色が、方法がきっとありますよ！

ハッピータイムズ
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お客様からのＱ＆Ａ
★お客様からの素朴な疑問

日頃の疑問にお答えします !!
～パーマ編～

Q1 「パーマってどのくらいもつの？
何でとれちゃうの？？」
「パーマって色々種類があるけどもちは皆一緒なのかな？」
とか

千秋店 店長
堤 哲郎です。

「あんなにフワフワだったのに日が経つとパーマが伸びちゃうのはなぜ？」
なんて思ったことないですか？
一度かけたパーマのウェーブは、Ｓ→Ｃ→Ｊ→Ｉへと変化していきます。

（Ｃ）

（Ｓ）

（Ｊ）

（Ｉ）

・しっかりしたパーマはＳ字を描くカールで、それが伸びていくとＩ字になるという流れです。ウェーブをかけたことがある
方ならお分かりかもしれませんが、大体Ｓカールで２ヶ月、Ｃカールで１ヶ月のもちくらいが目安になります。もちろん個人
差はありますが、今までの平均でいくとそんな感じです。
では、なぜパーマはとれてしまうのでしょうか？
・パーマが髪の中にある間充物質に作用して、ウェーブをつくる…というのを以前勉強しましたよね？ これだけでウェーブを
出すことはできるのですが、盲点があります！ それは…髪の表面の‘キューティクル’なんです！
・キューティクルがうろこみたいに重なっていることは皆さんご存知だと思います。このキューティクルは髪の中がどれだけ
変化してもそれに沿って変化するわけではないのです！ びっくりですよね !!
つまり髪の中の間充物質はやわらかくなりウェーブを出そうとしても、髪の表面のキューティクルは まっすぐに戻ろう
とするんです。
パ
ー
マ
液

間充物質

ロット

パーマ液により髪の中の間充物質が
やわらかくなり形が変わります。

キ
ュ
ー
テ
ィ
ク
ル

戻せ
戻せ
●

●

●

。

フー
だい ！
戻っ ぶ
たね
！

このまま
でいいよ

表面のキューティクルはまっす
ぐになろうとがんばります。

結果として徐々に髪はまっすぐ
になっていきます。

以上のようにパーマのもちはかかる強さによって変わり、そのパーマもキューティクルの力によって徐々に戻ってしまうとい
うことがお分かりいただけましたか？「パーマ」とはもともと「パーマネントウェーブ」という言葉の略ですが、い
くら「パーマネント＝永久」と言っても、永久にもつパーマはないということです。だからこそ色々なスタイルチェン
ジができるという発想でどんどんいろんなパーマスタイルに挑戦してみてください！

堤 哲郎のワンポイントアドバイス

～少しでもパーマの持ちを良くするために～

１

必ずお家でのトリートメントを欠かさない。髪の中にタンパク質を入れて芯をつくるとキューティクルの力にすぐには負けません！

２

乾かす時に伸ばさないように握って乾かす。必要以上に引っ張ったり、乾かしすぎるとパーマは早く伸びてしまいます。

３

乾かす前に必ずベース剤をつける。髪の中に必要な水分・油分を飛ばさないのでパーマの形がきれいに保てます。
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全体会・ヘアショー

2 0 0 6 年

全 体 会 ・ ヘ ア シ ョ ー

2006 年 7 月 31 日（月）一宮市民会館にて、TJ 天気予報全社員を集めた全体会が開かれました。
AM10:00 から、GIGA スピリッツ代表 五十嵐 郁雄様を講師としてお招きし、接客、ファッション、美意識について、大変
勉強になるお話を聞かせて頂きました。
午後からは、アシスタントやスタイリスト、レセプションなど、各グループに分かれての分科会を行い、各代表者が、日頃の
仕事の考え方・取り組み姿勢などを語り、刺激の多い会議になりました。
そして、PM7：00 ～名古屋の Zepp NAGOYA で、株式会社ホーユーさん主催のヘアショーが行われ、TJ 天気予報も出演
させていただきました。

講演を聴き、会議に出席して、ヘアショーと長く熱い一日でした !!

美意識セミナー

AM10：00～

一宮市民会館

課題に対して
真剣に考える
スタッフ

全社員が、一同に集まり
勉強しました。

今回の講習会は、私達美容師にとって一番大切な美の
意識について勉強しました。
良い写真が、
なぜそのように
見えるのかが
明確にわかり
ました。

美意識セミナー

講師の先生から、課題が出されスタッフそれぞれが写真を見ながら、自分なりに
答えを出します。

美容師の
ファッション傾向に
ついて熱く語って
いただきました。

写真の中にあるハーモニー・コントラストを
意識することにより、見る幅が広がりました。

分 科 会

講師：GIGA スピリッツ
五十嵐 郁雄先生

PM2：00～

一宮市民会館

各グループに分かれて、テーマを基に話合います。

お客様に喜んでいただ
くサービスについてグ
ループディスカッショ
ンしました。

入社２年目スタッフの分科会

新人研修で決
めた、自分達
の取り組み対
して、再度確
認しました。
入社１年目スタッフの分科会

ＴＪ天気予報ヘアショー

スタイリストの分科会
もっともお客様から支持されている２人の
スタイリストに話をしてもらいました。

PM7：00 ～ Zepp NAGOYA
TJ 天気予報テクニカルチーム（Ｔ４）によるヘアショー
1000人入る会場
は、満員で熱気
いっぱいのス
テージでした。

ＴＪ天気予報は青をテーマに
海で楽しく過ごす [ 夏の女神 ]
を作りました。
モデル・衣装
演出など可愛ら
しい感じにまと
まりました。

ステージに立つ
渡邊カラーリ
スト

ハッピータイムズ
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新規ご来店のお客様のアンケート結果

お客様のお声が私達の財産です。
TJ 天気予報では、初めて御来店頂けるお客様に、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。2006 年 1 月～ 6 月までの 6 ヶ月間で、1,154 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なご意見を伺うことにより、私たちが提供している
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。
一部ではありますが、お客様から頂いたアンケートの集計結果をご紹介いたします。

受付の対応はどうでしたか？

初めてご来店される方に
お渡ししているアンケート用紙

～ 2006 年 新規アンケート結果 ～

電話の対応はどうでしたか？

受付の対応で「少し悪い・悪い」 と感じた方がいらっしゃいますので、

業務的に感じたというご意見を多く頂きました。スタッフ一人一人がお

数多くある美容院の中からＴＪ天気予報を選んで御来店された全ての方

客様のご要望にお伺いできるように、声の笑顔を心がけていきます。

に気持ち良い時間をお過ごし頂けるよう努力していきます。

2 週間保証システムはご存知ですか？

シャンプーはどうでしたか？

TJ 天気予報には、お客様がヘアスタイルをお気に召さなかった場合、

アンケートに答えてくださった方全員が良かったと言ってくださるお店

2 週間以内は無料でお直しさせて頂くというシステムがあります。

もあれば、悪いというご意見を頂いたお店も何店舗かあります。

安心して御来店していただくために、新規の方には 2 週間保証の説明

全員の方に気持ち良いシャンプーだったと思って頂けるよう心をこめて

をするようにとスタッフには伝えてありますが、まだまだお伝えできて

一生懸命努力していきます！

ない部分がありますので改善していきます。
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スタッフ紹介

ＴＪ天気予報多治見店スタッフ

ＴＪ天気予報 多治見店 スタッフ大特集!!
お久しぶりですね。お元気でしたか？ 待ちわびた方も多いのでは？
「暑さ寒さも彼岸まで」っていいますから、もう少しの辛抱ですね。
今回は５ｔ多治見店スタッフです。ユニークなスタッフ満載です。

①小川

浩

② 28 歳③愛知県④サロンマ
ネージャー⑤店長⑥子供と遊
ぶ⑦子供と遊ぶ⑧ローマは 1
日にしてならず⑨全員が人に
必要と思ってもらえること

①伊藤

靖恵

②？歳③愛知県④チーフ⑤
チーフ⑥ライブ⑦ゼッペキ隠
し⑧やれば出来る！⑨自分の
お店を持つこと

①林

建臣

② 24 歳③岐阜県④チーフ⑤
たけちゃん⑥ダーツ⑦頭皮ケ
ア⑧日進月歩⑨薄くない人生

①長江

真琴

② 22 歳③岐阜県④スタイリ
スト⑤長江君⑥睡眠⑦黒髪⑧
ＰＤＣＡ⑨温泉を満喫する

①岡崎

友美

② 23 歳③愛知県④スタイリ
スト⑤トミー⑥ドライブ⑦座
談会⑧みんなの幸せは自分の
幸せ⑨幸せな老後を過ごす

①嶋野

仁美

②？歳③愛知県④スタイリス
ト⑤嶋さん⑥料理⑦花嫁修業
⑧さしすせそ⑨いい奥さんに
なりたい

①玉野

ひとみ

② 21 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤たま⑥映画鑑賞⑦柚子
⑧みんなの幸せは自分の幸せ
⑨幸せな老後を過ごす

①伊藤

浩明

② 24 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤イトポン⑥音楽鑑賞⑦
ＲＡＤＷＩＭＰＳ⑧諦めたら
そこで試合終了ですよ。⑨孫
にお年玉。

①富樫 絵美
② 25 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤ガッシィ⑥健康⑦豆
乳・玄米⑧健康第一・一期一
会⑨子供を３人産む。

知也

①近藤

② 23 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤近ちゃん⑥車⑦新型ア
コード⑧悪戦苦闘⑨サロンマ
ネージャーになること

①水野

徳子

② 22 歳③岐阜県④アシスタ
ント⑤のり P ⑥園芸⑦花の苗
作り⑧早く大きくなれよ。⑨
自給自足生活

①後藤

圭子

② 23 歳③岐阜県④アシスタ
ント⑤ゴチ子⑥弓道⑦ダイ
エット⑧∞（無限大）⑨バイ
リンガル

①波多野

浩行

② 21 歳③北海道④アシスタ
ント⑤はたっち⑥ダーツ⑦腹
筋⑧楽しい⑨お父さんにベン
ツを買ってあげたい

①加藤

美若

② 23 歳③岐阜県④アシスタ
ント⑤ドリー⑥掃除・洗濯⑦
北斗の拳⑧退かぬ、媚ぬ、省
みぬ。⑨巨乳

①加藤

香

② 22 歳③岐阜県④アシスタ
ント⑤カオリン⑥ショッピン
グ⑦ TOKIO の追っかけ⑧青い
空、蒼い海⑨可愛い子供を産
む

①下本 由香里

ＴＪ天気予報 ５ｔ 多治見店

になりたい⑨幸せな家庭

①喜屋武 アントニオ
② 22 歳③ペルー④アシスタ
ント⑤キャン⑥いたずら⑦モ
ルモット⑧なんくるないさぁ
～⑨世界１周

宏祐

①魚住

② 22 歳③福岡県④アシスタ
ント⑤さかな⑥ごろごろ⑦
LongHair ⑧ Ｊ Ａ Ｐ Ａ ～ ～ Ｎ
⑨素敵なお婿さん

真奈美

①宮川

② 21 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤みや⑥写真を撮る⑦姿
勢改善⑧がんばる⑨カラーリ
スト

慶太郎

①井手

② 20 歳③長崎県④アシスタ
ント⑤いでっち⑥ウサギ⑦飼
育⑧どうにかなる⑨スタイリ
スト

①江田

典二

② 21 歳③福岡県④アシスタ
ント⑤エダ⑥食う寝る太る⑦
コアラのマーチ⑧ダイエット
⑨オーロラを見ること

咲子

①後藤

② 21 歳③岐阜県④アシスタ
ント⑤さっこ⑥お出かけ⑦大
きいスタイル⑧Ｅｎｊｏｙ⑨
キラキラオーラがある人

①笠原

亜矢

② 24 歳 ③ 岐 阜 県 ④ レ セ プ
ション⑤姉さん⑥将来設計⑦
ボンジョヴィ⑧痩せたね⑨
ニュージャージ州に住むこと

② 21 歳③岐阜県④アシスタ
ント⑤しもやん⑥スーパー銭
湯⑦オクラの栽培⑧あ～幸せ
ゴコロ

5ｔ心
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

こんにちは。５ｔ多治見店です。私たちは、お客様の笑顔をたくさん頂く
為に、毎日がんばっています。今以上に満足いただき、多くの笑顔がいただ
けるよう努力してまいります。是非、ご来店下さい。お待ち致しております。

ＴＪ天気予報

多治見店

小川

浩

ハッピータイムズ
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編集部からのお知らせ！
こんなモノ
作りました。

編集部からのお知らせ

皆さんの小学校でも、こんなものがありませんでした？
小学生の時、プルーで泳げた距離によってバッチがもらえ、その色で何メートル泳げるのかが、わかるようになっていません
でした？？
うちの小学校では、50 ｍ泳げると赤のバッチがもらえました。
そのバッチをつけることが、誇りになり、赤いバッチをつけている私は、ちょっぴり自慢していました。

そんなバッチをＴＪ天気予報も作っちゃいました。
３つほど作りましたが、今度お店に行ったら、誰がつけているか注目して下さい。
このバッチがつけている人は、ＴＪ天気予報を代表する優秀なスタッフです。
見かけたら、一言声をかけてやって下さい！
すごいね～って………お客様のその一言で、元気 100 倍です。
ちょっと子供ぽいですが、ＴＪ天気予報のバッチはこんな感じです。

年間ＭＶＰ

その年もっとも輝いた
スタッフに贈られるバッチ

四半期ＭＶＰ

エリアでもっとも輝いた
スタッフに贈られるバッチ

「ブラックバッチ」

私が小学校の頃に
つけていたバッチ

月間ＭＶＰ

お店でもっとも輝いた
スタッフに贈られるバッチ

「ゴールドバッチ」

ＴＪ天気予報全社
で１人

「シルバーバッチ」

各エリアで１人
（４つのエリアが
あります）

各店で１人

今 回 の バ ッ チ の 受 賞 者
年間ＭＶＰ
上田代

私は、美容師が大好きです。今までカットで満足出来
なかった方もお手入れのしやすさ、スタイルのもちに
満足していただけるように努力しています。
お客様の笑顔を励みに、今日も皆さんのオンリーワン
になれるように尾張旭店でお待ちしております。

由香

９㎜(尾張旭店)

四半期ＭＶＰ

鈴木

飛香

第二エリア

第一エリア

素晴らしい賞をいただき、本当にあ
りがとうございます。頑張って、頑
張っていろいろなことがありました
が全ていい思い出です。
また、明日から頑張ります！
レッツ エンジョイ ハッピータイムズ

突然の表彰にビックリしています。
ありがとうございました。
もっともっとお客様に喜んでいただ
けるように今まで以上に頑張りま
す。

根上

Part３(千秋店)

喜屋武 アントニオ

第四エリア

第三エリア

四半期ＭＶＰに選ばれてうれしく思
います。今後も、このような賞をい
ただけるように努力していきます。
今後とも多治見店スタッフ一同、笑
顔と明るさいっぱいで頑張っていき
ます。

明日香

５㎜(春日井店)

感激です。僕を信頼してくれるお客様やいつ
も力を貸してくれている可児店のスタッフが
いてくれたからこそだと思います。最高のお
客様とサイコーの仲間に出会えて幸せです。
一人でも多くのお客様やスタッフとの出会い
を大切にしていきます。
みんなさん本当にありがとうございました。

田口

５ｔ(多治見店)

豊和

１コ(可児店)

月間ＭＶＰ 今月もっとも輝いていたスタッフ
Ｐ３
Ｐ５
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馬場菜津子
田上 正人

Ｐ７
Ｐ９
１㎜

ハッピータイムズ

松野 愛
福島 咲子
地辺瑠美子

３㎜
５㎜
７㎜

津曲 由衣
根上明日香
花井 大地

９㎜
１ｔ
３ｔ

大崎
涌井
鈴木

静
誠
奨司

５ｔ
７ｔ
９ｔ

喜屋武アントニオ
伊藤 大規
河内 環

１コ
３コ
５コ

竹中 舞
犬飼まどか
山田はるか

