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今回からハッピータイムズの表紙は、各
店より優秀なスタッフをご紹介します。
今回は千秋店（Part3）の鈴木飛香さん
です。

名　前：鈴木　飛香
勤務地：千秋店
信　条：想いを大事にすること。
TJ天気予報ってどんなところ？：
スタッフやお客様に恵まれていて、自分
自身も成長できる素敵な会社です。
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２　ハッピータイムズ

新年明けましておめでとうございます
日頃は、TJ 天気予報をご愛顧賜りまして、深く御礼申し上げます。
地域のお客様に、美しさ、若さ、健康を、真心とともに、ご提供させていただくのがわが社の使命でご
ざいますが、昨年も、実に多くのお客様にご来店頂き、綺麗のお手伝いをさせていただきましたこと、
社員一同心より感謝申し上げます。

時代とともに美容の技術・薬剤も進化しております。TJ 天気予報では、お客様お一人お一人のご要望
にお答えできる新しい技術メニューの広がりと、ご自宅でお手入れがしやすいためのアイテムも多くの
商品群の中から厳選し、情報をお届けしてまいりました。
また、教育面では、業界で催されるコンクールや研修に参加し、店舗における研修や、全社で取り組む
コンクールや研修など、技術の見直しと、レベルアップを図り、お客様のご要望にお答えできるよう活
動をしてまいりました。

昨年は、春日井店のリニューアルをさせて頂き、休業期間中は多くのお客様にご協力をいただきまして
ありがとうございました。また、天白店、各務原店のオープンに伴いまして、社員の移動がございまし
たが、ご協力を大変感謝いたしております。お客様のご意見の中に社員の移動に関して多くのご意見を
頂戴しておりますが、本当に心苦しい限りでございます。どうぞ、お近くに出来ました新しいコンセプ
トのTJ 天気予報の店舗をお楽しみいただき、手前勝手ではございますが、社員の成長をご支援いただ
けましたらと心より願っております。

また、昨年も、お客様アンケートから大変貴重なご意見をたくさんいただきまして、誠にありがとうご
ざいました。ご意見を頂けるたびに感動し、全社員で読ませていただきました。さらに、心を引き締め、
より多くのご満足が提供できるよう本年も改善項目をあげ取り組んでまいります。また、何なりとご意
見を賜りますようお願い申し上げます。

TJ 天気予報は、木にこだわり、美容技術と心からのおもてなしにこだわりながら、本年 30 周年を迎え
ます。これもひとえに、お客様のご支援の賜物と心より御礼申し上げます。本年、また、新たなスター
トの年と心し、創業の精神をもって、益々お客様のお役に立てますよう精進してまいります。
どうぞ、今後とも末永く、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

株式会社　TJ 天気予報　　　　　

代表取締役　大　前　陽　子

ＴＪ天気予報代表取締役　大前陽子よりご挨拶



ハッピータイムズ　３

最近、本の話ばかりで申し訳ないのですが、またまた、良
　　い本に出会っちゃったんですよね～。お店のスタッフが
その本を読んでいて、「女の人用に読みやすくしてあるもの
と、ビジネス向けのものと何冊か出ていていいよ。」と聞い
たのですぐに買いに行きました。私はビジネス向けを購入し
ました。両方読みましたが、書いてあることは同じなので、
パラパラとみて読みやすい方をご覧になると良いと思います。

「いま、あなたは毎日が充実していますか？」「いま、
あなたの部屋はきれいですか？」
実は、あなたの住んでいる部屋はあなた自身そのものをあら
わします。また、あなたの人生は、あなたの部屋そのものと
いえます。
　もし、あなたの部屋が汚いとしたら、残念ながら「幸運」
も「夢」も「ツキ」も、みーんな逃げてしまいます。しかも、
ただ逃げて行くだけではありません。放っておくと、悪運
を引き寄せてしまいます。
　そうです。恋愛がうまくいかないのも、仕事で失敗ばかり
なのも、ダイエットが続かないのも、貯金額が増えないの
も、なんだか最近つまらないのも……実は部屋が汚いからな
んです。汚い部屋が、どうして運を悪くし、あなたの人生に
まで影響するのでしょうか？　人の心からは想念というエネ
ルギーが発せられます。人が住む場所や、人々が集まる場所
には、そこにいる人達の想念が集まり一定の「磁場」がで
きるのです。心に悩み不安などマイナスのエネルギーがある
と、そのエネルギーが集まりマイナスの磁場ができます。人
の心が場所に反映されるのです。
　汚れた空間がマイナスを引き寄せることは、アメリカの心
理学、フィリップ・ジンバルド教授の実験でちゃんと証明さ
れています。
　ボンネットが開けっ放しの車でも、全く壊れていない車を
一週間放置しても荒らされません。しかし、これに窓ガラス
の割れを加えただけで、たった 10 分で盗難や破壊で廃車同
然になってしまうのです。これを、「ブロークンウィン
ドウ理論」といいます。
　つまり、小さなマイナスを放っておくと、様々
な大きなマイナスまで引き寄せてしまうという

 あけまして　おめでとうございます !! 早いもので 2007 年になりましたね。皆様、どのようなお正月をお過ごしでしたか？
　おかげさまで、ハッピータイムズも 30 号を迎えることができました。皆様がご愛読くださったおかげです !! ご愛読くださってると思い込んで
いますが…（笑）
　ありがとうございます !! 読みづらい点も多々あるとは思いますが、今年もよろしくお願いいたします。と、初めましての方もたくさんいらっしゃ
ると思いますので、いきなり郵送されてきた、この「ハッピータイムズ」のご説明をさせていただきますね。
　この「ハッピータイムズ」は、お客様お一人お一人のお声をお伺いし、よりご満足頂けるＴＪ天気予報になっていく為、ま
た、皆様に私たちのお店のこと・スタッフのこと・美に関するたくさんの情報をお届けしたいという想いから発行させていた
だく事になりました。度々、この冊子をお届けすると思いますが、どうぞお付き合いくださいませ !! 遅れましたが、私、ハッ
ピータイムズ編集長の神保といいます。簡単に自己紹介をさせていただきますね。

・名前 / 神保 愛子　・あだ名 / モジコ（ハッピータイムズ vol.2 で皆様につけていただきました）
・勤務地 / スパエステＣｏｃｏａ　・性別 / 女子
・年齢 / キャピキャピの 31 歳、独身です（深い意味はありません…）
・星人 / 木星人（-）霊合星
・血液型 / ＡＢ型　・好きな芸能人 / 山本太郎　・好物 / 焼肉

　と、その他美男子４名の５人で発行しています。美男子と言うか３名ほどはおっさんという噂もありますが…メンバーは追々
ご紹介させていただきますね。では、新年号 vol.30 スタートです。

事です。
　汚れている場所によって自分自身の問題点が見えてきた
り、掃除の仕方など、たくさん書いてありましたが、まさ
にあなたの神社……トイレについてお話しますね。
　気付いてみえないかも知れませんが、トイレが部屋の
中で一番えらいのです。トイレが朝一に「あまりにも
掃除してくれないので今日は休みます。」といったらどうで
しょうか？　トイレのスト。これは大変ですよ。
　「今日一日お願い」と他の場所に頼んでも、お風呂も、洗
面所も拒否します。代わりはいません。いちばんやりた
くない仕事を毎日やっていただいているのです。
　人間の身体の中で最も大切なのは排泄です。身体の不要物
を捨てられないと、つまり排泄できなくなれば死んでしまい
ます。だから一番ヨゴレやすく、いちばん大切な仕事をして
いる場所なのです。ここはあなたの環境や人にたいす
る感謝があらわれる場所です。その大切な場所にあ
なたの心がもっともあらわれるのです。トイレが汚
いという事は、感謝ができなくなる事を意味します。感謝す
る心がなくなると人は傲慢になり、自分中心になり、周囲に
いる人達のあらや欠点が許せなくなったり、見下したりする
ようになります。そうすると、人間関係がギクシャクして人
は徐々に離れていきます。人間関係が崩れると自然と運も逃
げていきます。繁盛していないお店はトイレが汚いと聞きま
す。自分本位のサービスしか提供できていないからだと思い
ます。換気扇や便座、床、一度、徹底的にマイナスを取り除
いてみてください。後は、定期的に５分～ 10 分の掃除で維
持できます。あと、もう１つ、何かにつまったとき、つまっ
ているとき、人間関係、仕事な
ど、排水溝を掃除してみてく
ださい。排水溝のつまりは、
身の回りのつまりといっても
過言ではありません。私の話だけ
では、伝わりきっていないと思い
ます。本当に良い本で、私の店の
スタッフは、それぞれが読んで実
践している最中です。良い方向に
向っている気はしますが…是非、
ご覧になっていただきたい一冊で
す。私も毎日、窓を開け換気し、
１日１箇所、少しずつ掃除してい
ます。なんだか、毎日とてもすが
すがしいですよ！ 舛田 光洋 著

夢をかなえる「そうじ力」
人 生 カ ン タ ン リ セ ッ ト !

編集長モジコのあいさつ

編集長の
モジコです

私らしさの方程式

「そうじ力」であなたが輝く！



王子こと
堤　哲郎です。

皆さんあけましておめでとうございます !!　２００７年食べ歩き開幕です !!
改めまして皆さん新年あけましておめでとうございます！ お正月に期待を裏切らずにガッツリ食べ過ぎた王子です。

皆さんはいかがお過ごしでしたか？ また新たな年を迎えて心機一転頑張っていこうと思いますよね！ あっという間に
過ぎてしまう１年、１日１日を大切に過ごして行こうと思います。「１年の計は元旦にあり」ということで元旦から

お餅を 12 個食べた僕はしっかり役目を果たしたと自負しております…。では今年もよろしくお願いします！

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!
新年１発目は「ラーメン」食べ歩いてきました!!

お待たせしました！やってきました「ラーメン」食べ歩き !! 色々食べ歩いてみて毎回毎回「こんなおいしいものがあるんだ～、今までの中
で一番だな」とか思っているんですが、結局ここに戻ってきちゃうんですよね！「ラーメン」不思議ですよね？ 世の中にはいろんな種類の
食べ物があり、おいしいものもたくさんあるのに何回食べてもまた次を探してしまう…そんな不思議な魅力のある「ラーメン」を今回も張
り切って食べてきましたよ！「えっ？」自分ばかりが盛り上がりすぎ？「またまた～、皆さんも大好きなはずですよ！」それではどうぞ !!

ということで、新年１発目は「ラーメン」からのスタートになりましたが、いかがでしたか？ 日頃から身近に食べれるものでありながら
極めたものを探せばきりが無いという、不思議な食べ物ですよね！いつもほんの一部のお店の紹介になってしまうのですが、それ以外で
も自分の‘ツボ’にはまるお店をどんどん探して食べ歩いてください。僕もこれからもお腹が壊れるか、クビになるまで食べ歩き続け
ていいお店をご紹介していきたいと思います。今後とも気ままに・わがままに・情熱を持って頑張りますのでよろしくお願いします。
　さて、次回の食べ歩きですが次回は前々からご紹介しようと思っていながらなかなかご紹介できなかった「エビフライ」をご紹介します。
もちろんただの「エビフライ」ではありません！ 乞うご期待 !! それではまた次回に…

今回は一宮市にある「ばりばり軒」
さんというラーメン屋さんに行ってき
ました。結構地元の方からお話をよく
来ていたのですが、行ったことが無かっ
たのでちょうど良い機会かなと思い
行って参りました！ ベースはとんこつ
でいわゆる‘博多ラーメン’が発祥
のラーメンです。とんこつなのにこて
こてではなく程よくこってりな感じで

す…微妙な表現ですいません（笑）。麺が 5 種類の中から選べて、柔らか・
普通・かため・バリかた・はりがねとあり、後者になるほどこしの強い硬
さになっていきます。僕は硬めが好きなのでバリかたを選びました！ やっ
ぱり麺はこしがあるのが一番！ 熱々のスープに絡めて食べると最高です！ 
見た目は細麺なのにこしが強いってところがポイントです。因みにこちら
のお店では裏メニューとして柔らかよりさらにやわらかい麺や、はりがね
よりさらに硬い麺もあるので是非挑戦してみてください！ 一気に一杯平ら
げた後はもちろん‘替え玉’でもう一杯、今度はかためでいきました！
そしてスープを平らげて終了です。「えっ？ いつもより食べて無い？？」
そうそう忘れてました！ もちろん食べたのはこれだけではありません。
ラーメンのサイドメニューとして‘チャーシュー丼’を食べました。こちらは、ご飯の上にマヨネーズを絡めたチャーシューがのっ
ているものでこれまた普通においしいです！ その他にもチャーハンや餃子さらにはめんたいこ丼もありすべてラーメンとセットメ
ニューに出来てお得です。是非お試しを！ すべてを食べ終えて大満足！ やっぱり冬はラーメンだなって思いながら、幸せな気分で
帰りました。皆さんも是非お近くにいかれましたらこだわりのラーメンを自分なりのこだわりの組み合わせで食に行って見てください！
　今回最後におまけですが、こちらの「ばりばり軒」さんの近くの牛野通りという道沿いに「りょうま」さんというラーメン屋さん
があり、こちらもスープが黒・白・赤とあり結構おいしくて人気なので是非チェックしてみてください。因みに僕のお勧めは白です！
　という訳で贅沢にも 2 件も食べ歩いてご紹介してしまいました。寒い冬アツアツのうまいラーメンを食べてしっかり乗り切りま
しょう！それ以外にも今回は多くの情報を頂いたので 1 件残らずチェックしてきますね !!
　住　　所／〒 491-0847　愛知県一宮市大和町宮地花池字高見 10 　　電　話／ 0586-25-1270
　営業時間／ AM11:30 ～ PM2:00　PM6:00 ～深夜 0:00　　　　　　 定休日／お問い合わせ下さい

今回は一宮市にお住まいの M・M 様からのご紹介です。

エビフライ

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き

一宮市大和町宮地花池字高見10

４　ハッピータイムズ

ばりばり軒さん



今年もこれが届いちゃいましたね !!
このハッピータイムズという怪しげな本は･･･
また、ＴＪ天気予報から変なのが届いたと思った方もいらっしゃいますので少し説明させて下さい。
このハッピータイムズという怪しげな本は、2003 年３月に第一号を発行し、定期的（無理やり？）にお客様のお
手元に届くようにお送りしております。
今回の VOL.30 号は、2005 年 12 月 16 日　～　2006 年 12 月 15 日までの１年間の技術ご利用金額・
ご来店回数が TJ 天気予報が定めた基準以上の方に、お送りさせていただきました。

（この案内が届かなかったお客様、誠に申し訳ございません。）

今、このハッピータイムズがお手元にある方は、大変ラッキーです !!
まず、この本の名前がハッピータイムズというとてもラッキーな名前です。（笑）
そして、これが届いたお客様には、いろいろな特典が待っています。楽しみにしてくださいね !!
またハッピータイムズでは、お客様にとってお得な情報・くだらない情報をたくさんお伝えしますから我慢
して見て下さいね !!

楽しい企画が
いっぱいですよ !!

1 幸運のパスポート
同封のパスポートを確認して下さい。またダイヤモンドパスポートをスタッフからお受け取りの方の特典です。

2 パ ス ポ ー ト 特 典
このパスポートをお持ちの方は、ＴＪ天気予報でさまざまな特典が受けれます。
＊詳しくは、７ページをご覧下さい。

3 スパリゾートココアで綺麗になっちゃおう。

2007 年１月 10 日（水）～２月 28 日（水）の期間中、ＴＪ天気予報にご来店されパスポートをスタッフにご掲示下さい。
すると、幸運のおみくじを引くことが出来ます。（幸運のおみくじなので、ハズレがないです。）

今年もよい年でありますように cocoa からの Big なお年玉もご用意いたしました。
お正月疲れちゃった方、食べ過ぎた方、必見です !!
お得になっていますのでぜひご体験下さい。

癒しのリゾート cocoa から素敵なプレゼントがあります。
※詳しくは、９・10 ページをご覧下さい。

２００７年ハッピータイムズ

２ ０ ０ ７ 年 第 １ 弾

優良顧客様特別企画
2007年１月10日(水)　

２月28日(水)まで
期間

限定

その幸運のおみくじの内容を一部紹介します。 ※詳しくは６ページをご覧下さい。

～

大　吉…464名の方に、技術10,000円券
中　吉…929名の方に、商品券3,000円分
小　吉…1,857名の方に、福袋プレゼント

　吉　…2,321名の方に、クリームPPTトリートメント120gプレゼント
諭　吉…2,786名の方に、技術料金1,000円OFF券
ピョン吉…アメのつかみ取り

今年もこれが届いちゃいましたね！

ダイヤモンドパスポート プラチナパスポート ゴールドパスポート

ハッピータイムズ　５

これが届いた方は、
2007 年はラッキーな

年になります。



幸運のおみくじ
2007年

幸運になって
もらう為に
ハズレは
ありません

Ｔ Ｊ 天 気 予 報 神 社

～パスポートをお持ちの方、期間中2007年1月10日（水）～２月28日（水）までのご来店で幸運のおみくじが引けます～

幸運度 ★★★★★

大吉

幸運度 ★★★★

464名の方に
技術 10,000円券
技術料金にお使いできます。

幸運度 ★★★

中吉

幸運度 ★★★

929名の方に
商品券 3,000円分

ＴＪ天気予報の人気の商品が購入出来ます。

幸運度 ★★

小吉

幸運度 ……

1,857名の方に

福袋プレゼント
何が入っているかわからない。お楽しみ福袋

吉 2,321名の方に
クリームPPTトリートメント

120ｇプレゼント
ＴＪ天気予報一番人気のトリートメントをプレゼント

諭吉 2,786名の方に
技術料金 1,000円OFF券

次回ご来店の時に、ご利用下さい。

ピョン吉 アメのつかみ取り
ピョンっと、アメをつかんで下さい。

幸運のおみくじ

６　ハッピータイムズ

今年の幸運は
間違いなし!!

プロお勧めの
アイテムで
キレイ髪
作ります。

前向きに
考えましょう。
小吉です！

おみくじで
吉ってちょっと
微妙ですが…

福沢諭吉から
つけましたが
なぜか1000円
です。

ごめんなさい！
あの

ピョン吉です。



TJのおトク
CUSTOMER
SATISFACTION.
お客様満足主義でいこう。 パスポート特典

優 良 顧 客 様 特 別 特 典

～ダイヤモンド・プラチナ・ゴールドパスポート～

＊この内容は、auさんのパクリではありません……auさんによく似ているだけです。（笑）

ダイヤモンドパスポート
→前回来店日より60日以内で、技術料金10％OFF

プラチナパスポート
→前回来店日より45日以内で、技術料金10％OFF

ゴールドパスポート
→前回来店日より45日以内で、技術料金  5％OFF

パスポートをお持ちの方、
期間中2007年1月10日（水）
～2月28日（水）まで幸運の
おみくじが引けます。

＊ハズレが無いので、ドンドン
お宝をゲットして下さい。

前回来店日から、期限内のご来店で割引 あなたの家族・友達と一緒にご来店すると、
2人とも30％OFFになります。

＊この特典が使えるのは、ＴＪ天気予報にご
来店されたことがない高校生以上の家族・お
友達に限ります。

ＴＪ天気予報が、お勧めする企画・
商品・サービスなどの案内を特別に
お届けします。
いろいろな楽しい
企画・お得な情報
いっぱい皆さんに
お届けしますので
期待してください。

パスポートをお持ちの方、ＴＪ天気予報のメンバーズカードが変わり
ます。

パスポートをお持ちのお客様は、いつでもきれいなヘアスタイルを楽
しんでいただく為に、シャンプー・トリートメントが2007年1年間
定額割引きで購入出来ます。

１月、２月、５月、９月、10月の期間、ＴＪ天気予報ストレート会員価格より3,000円OFF
でストレート、縮毛矯正が楽しめます。

目 次

ＴＪ天気予報代表取締役　大前陽子よりご挨拶 …………… ２

2006年編集長　モジコのご挨拶 ……………………………… ３

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!（ラーメン） … ４

今年もこれが届いちゃいましたね！ ………………………… ５

幸運のおみくじ ………………………………………………… ６

パスポート特典 ………………………………………………… ７

美しく・健康でいるための秘訣 ………………………… ８～９

デジタルパーマ特集 …………………………………………… 10

似合うスタイルを見つけよう。 ……………………………… 11

お客様からのＱ＆Ａ …………………………………………… 12

カラー特集 ……………………………………………………… 13

ＴＪ天気予報　2006年優秀スタッフの紹介 ………………… 14

スタッフ紹介　ＴＪ天気予報滝の水店 ……………………… 15

編集部からのお知らせ！（各務原店OPENしました。）……… 16

ダイヤモンド・プラチナ・ゴールド会員様限定の情報誌

今回からハッピータイムズの表紙は、各店より優秀なスタッフをご紹介します。今回は千秋店（Part3）の鈴木飛香さんです。

名　前：鈴木　飛香勤務地：千秋店信　条：思いを大事にすることTJ天気予報ってどんなところ？：スタッフやお客様に恵まれていて、自分自身も成長できるすてきな会社です。

VOL.30
2007年1月号

～OFFシーズンの月はストレートメニューがお得に～

１　月 2　月 5　月 9　月 １0　月

パスポート特典

ハッピータイムズ　７

ノーマルカード
60ポイントで3,000円割引

プラチナカード
30ポイントで
2,000円割引

ダイヤモンド・
プラチナ
パスポート

ゴールドカード
40ポイントで
2,000円割引

ゴールド
パスポート

早 割 家 族 割

←こちらの
　チケットを
　ご持参下さい。

有 効 期 限
2007年2月
28日（水）まで

2 31

4 5

6 7
特 別 割

ポ イ ント割 商 品 定額割

シャンプー
トリートメント

１本
10％OFF
＊スタイリング剤は含まれません。

ストレート特割

おみくじ
引き

エクセレントストレート　18,500円（税込）（シャンプー・カット込み）
しなやかストレート　　　17,500円（税込）（シャンプー・カット込み）
スーパーＤライナー　　　16,500円（税込）（シャンプー・カット込み）
ナチュラルストレート　　13,500円（税込）（シャンプー・カット込み）
スリムパーマ　　　　　　11,550円（税込）（シャンプー・カット込み）

ス ト レ ー ト 会 員 価 格



美しく・健康でいるための秘訣

８　ハッピータイムズ



美しく・健康でいるための秘訣

ハッピータイムズ　９



緊急
取材

10　ハッピータイムズ

今、巷で話題のデジタルパーマの特徴を詳しくお伝えします。

～だから、人気があるんです。デジタルパーマは !! ～

雑誌などで、今話題になっているデジタルパーマって何？？ 私は、デジタル
派ではなく、アナログ派なんだけど…と言わずに、なかなか優れもののデジタ
ルパーマ１回試してみる価値がありますよ !!

デジタルパーマ特集

ＴＪ天気予報のデジタルパーマの特徴

デジタルパーマの技術工程

デジタルパーマでこんなイメージに！

１・巻き髪風のカールが綺麗に出来る。

＊いろいろなデザインが楽しめます。スタッフにご相談下さい。

＊基本的には、普通のパーマの工程と変わりませんが、デジタルパーマはロットに中から熱を加えることが大きな特徴です。
施術時間 終了まで、約３時間

カウンセリング

シャンプー

カット
トリート
メント

２・お手入れが楽である。 ３・パーマのもちがいいので ４・ダメージも最小限にします。

デジタルパーマ特集

デジタルパーマ
　　カット＋デジタルパーマ＋トリートメント

17,640円（税込）

ふんわり
上品な !

コテ・カーラー
を巻いたような
カールが綺麗に
作れる。

薬液１剤
（約10～15分時間）

１剤をシャンプー台で
流します

ワインディング
（熱を20～30分かけます）

ブロー

形状記憶パーマ
とも言われるデ
ジタルパーマは
ハンドブローで
簡単にカールが
作れる

パーマのロット
に熱をかけるこ
とにより、通常
のパーマよりも
1.5～2倍もち
がUP、あきら
かにカールが長
持ち！

一緒に、トリー
トメントがつい
ているのでダ
メージを最小限
にし綺麗なヘア
スタイルが楽し
めます。

今年人気のボブスタイルに厚み
のある毛先の質感がオシャレの
上級者。

根強い人気の巻き髪スタイル、
お手入れ簡単なフェミニンスタ
イル。

ラフなクシュクシュカールのゆ
る巻きは、可愛いスタイルの定
番アイテム。

リッジのきいたウェーブは大人
の女性に欠かせません。作りす
ぎない空気感がPOINTです。

ボブカール 巻き髪カール ゆる巻きカール エレガントカール

これからのパーマメニューの定番です！
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＊前回は秋から冬に向けて伸ばしてきた髪への「パーマ」について的を絞ってみていきました。
「パーマのことはなんとなくわかったけどまだ長さが足りなくてかけれそうにないし…でも巻
き髪とかしてみたい！？」
なんて思っている方もいるかもしれません。そんな方に朗報です !!　今回は今すぐにでもパー
マをかけたみたいなスタイルにできる方法として、「エクステンション」の話をしようと思います。

「ナンカよく聞くけど実際はどうなの？ めんどくさそうだし…」って思うかもしれませんが
実際最近のエクステは、独特なものではなく自然なスタイルチェンジとして使えるんです。
ちょっと見てみましょう。

★似合うスタイル見つけよう！！★

第９講　　～エクステンション編～

＊今回は解りやすくエクステンションを実際につけた姿をみていきましょう

いかがですか？ 結構所要時間も短く大きく変身が出来ますよ！ しかもただ派手なイメージではなく大人なエレ
ガントスタイルからカジュアルなスタイルまで楽しめます。人毛を使用しているのでお手入れも地毛と同じよう
にしていただければ OK です！ サロンに行って髪が長くなって帰るというのも不思議な感じですが、お気軽なス
タイルチェンジにオススメです。ちょっと周りの人を驚かせつつ、この冬は今までに無い変身をしてみては…？
詳しいことはスタッフが全力でご相談に乗りますので、少しでも興味のある方は是非ご相談ください !!

～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……

エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
を

つ
け
る
前

エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
装
着
後

（
30
本
）

エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
装
着
後

（
30
本
）

エクステンションの種類
（TJ天気予報では超音波エクステを使用）

接合部分が
小さいので

自然な仕上がりに
なります。

超 音 波 エ ク ス テ
～ ＴＪ天気予報だから出来る、この品質でこの価格 ～

多くのご希望の髪質・髪色に合わせてご提案出来るように取り揃えていましたが、ご希望に添えな
い場合をございますので、一度スタッフにご相談下さい。

１本 500円（税込）

お待たせしました！
11 月１日より

販売を開始しました。

※2007年１月17日  RayヘアカタログでＴＪ天気予報のエクステのヘアスタイルが掲載されます。是非そちらも見て下さい。

ストレートスタイル

巻き髪スタイル

似合うスタイルを見つけよう。

千秋店　店長
堤　哲郎です。

エクステは
年齢に関係なく
楽しめます。

約１時間弱で
髪がこんなにも
長くなります。

これからは簡単に
ロングヘアが

楽しめる時代です。

いろいろな
ヘアスタイルに

アレンジ出来ます。
スタッフにどんどん

ご相談下さい。

ホットカラー・コテ
などを使用し、
ヘアアレンジが

いろいろ楽しめます。
人毛を使っているので、
仕上がりが自然です。



千秋店 店長
堤　哲郎です。

12　ハッピータイムズ

Q1　「サロンのトリートメントって特別なの？

　　　　自宅でするのとは何が違うのかな？？」

★お客様からの素朴な疑問 　～アフターケア編～

「パーマやカラーの後のトリートメントってサロンでした方がいいのかな？
いつも家でもしているし…。わざわざする必要はあるのかな～？？」
って思っている方は多いと思います。もちろん自宅でのトリートメントはすご～く重要です !!
でもわざわざサロンでしていただくからにはそれなりの理由があるんです。それは…

パーマやカラーの後は、髪はかなりお疲れモードです。色んな薬剤を使うので、髪に欠かせない脂質やたんぱく質が、どう
しても不足気味になります。その不足した分をきっちり補ってあげることがダメージ防止への近道です。

つまり、サロンでのトリートメントは栄養補給の役割だけでなく、最重要であるアルカリ性に傾いた髪の毛をその日のうちに
元に戻すということをきっちりとしてくれる大切な役目があるのです！どんなに栄養補給をしてもアルカリ性になったままの
髪ではせっかく補給した栄養分が早くぬけてしまいます。トリートメントに限らずどんなときもそうですが一番大切なのは髪
そのもののベースをしっかりと整えることが大切です。それをしてくれるのがサロンでのトリートメントになります。

以上のことをまとめていくと「サロンでのトリートメント」＋「自宅でのトリートメントの継続」これが一番重要であり、髪
の毛をいたわる最善の方法といえます。トリートメントはすぐに結果が出るわけではありませんが、続けていくのとやめてし
まうのでは歴然の差が生まれます！何事も「継続は力なり！」ということですね！しっかりとしたケアーをしてより長く
より良い状態でスタイルを楽しんでください !!

以前お話をした髪の毛の PH（酸性やアルカリ性をあらわす単位）のことを思い出してみてください。

酸性 髪のベスト
な状態

中性 パーマやカラー
をした髪の状態

アルカリ性

髪の毛のベストな状態は PH4.5 ～ 5.5 の弱酸性になります。パーマやカラーをした場合それがアルカ性のほうに傾
いてしまいます。それを、時間をかけて修復していくのが自宅でのトリートメントになりとても重要です。

そして
それよりも重要になってくるのがサロンでのトリートメントなんです！ その理由は…

１．サロンでのトリートメントはアルカリ性に傾いた髪の毛をその場で元の弱酸性に近い状態に戻してくれます。
２．その状態の髪にたんぱく質や、脂質など髪に必要な栄養分を補給します。
３．さらに髪の表面に幕を張り保護をすると共に髪の中に入った栄養分の流出をしにくくします。

そこで

PH1 PH4.5～5.5 PH7 PH11以上 PH14

パーマ・カラーをすることにより、アルカリ性になります。

サロン
～状態に応じて最も適したトリートメント～

自　宅
～しっかりもみこみ毎日継続～

日　常
～ベストコンディション～

ダブルトリートメント（サロン + 自宅）

お客様からのＱ＆Ａ　日頃の疑問にお答えします !!

アルカリ性に
傾いた髪を
もとの状態
に戻し、栄養を
補給します。

リンスではなく
毎日トリート
メントを使用
して下さい。

この２つを
心掛けるだけで
髪質がすごく
きれいに
なります。



ハッピータイムズ　13

綺麗なヘアカラーを継続するコツは…

カラーリスト
渡邊英一です。

いよいよ２００７年になりましたね。今年はどんな年になるでしょうか？
皆様にとって良い年でありますように、心よりお祈り申し上げます。
さて、話は変わりますが、皆さんは今年のなりたいヘアスタイルや、イメージってありますか？

ここで、渡邊からの提案は…

2007 年は綺麗なヘアカラーを継続することをオススメします !!

皆さんお久しぶりです。こんにちは。　カラーリストの渡邊です。お元気でしたでしょうか？
初めての方は、これからもよろしくお願いします。

髪は手間をかけるほど綺麗になっていきますし、違いが分かってきますので、どんどん髪にいいことをしていきましょう。
また、今年１年の自分のイメージを膨らませてみて、何月頃にちょっと冒険してみるとか、伸ばしてパーマをかけるとか、春
はメイクにあわせてこんな感じにいきたいとか、いろいろと考えてみて、どんどんご相談してみてください !!
それにあわせた方法やイメージを一緒に考えていきます。

根元は黒く伸びてきて分かりやす
いのですが、注目したいのは毛先
の色や全体の色を注意しておきま
しょう。色味がとれてくると、ど
うしてもパサついた印象になって
しまいがちです、カラーで綺麗に
していきましょう !!

定期的にカラーをするように心がける
髪の何処に重視していくかによって、
考えていくとよいですが、オススメ
はカラー用のシャンプーやダメージ
を修復できるものがよいです。
洗浄力が弱く髪を正常に戻していく
ので、シャンプー剤などによる褪色
を防いでくれます。

ヘアケア（シャンプー剤など）を気をつける

カラーをするとアルカリ性に髪が傾く
ので、そのままにしておくとダメージ
を与えるきっかけになってしまいま
す。そこで美容院でのトリートメント
メニューをすることにより、アルカリ
を緩和させ、なおかつ、髪に必要な油
分、脂質、栄養分を補ってくれます。

ヘアケア（美容院でのトリートメント）
１年を通して見てみても、季節や
流行、またはお客様に似合いやす
い色味があります。どういう方向
にしていきたいか？で、ご提案す
る色味も変わってくるので、どん
どん聞いてみましょう。新しい発
見もまた楽しいものです。

オ ス ス メ を 聞 い て み る

美容院でカラーをした後は、色持
ちや髪の安定を考えると、約 2
日はシャンプーを避けると髪も安
定をしやすいです。どうしてもと
いう場合はしっかりすすぎをし、
トリートメントだけにして、しっ
かり乾かしましょう。

シ ャ ン プ ー の 時 期
ヘアカラー直後の染料は熱に弱い
色味もあるので、特にコテで巻か
れる方は、温度をいつもより低く
して巻くと色持ちがよくなります
よ。

アイロンやコテの使用について

カラー特集



受賞者代表
コ メ ン ト
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お
客
様
第
一
賞

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。

なにもここに載せなくても～
毎年、一年間を通して、優秀なスタッフを発表し、表彰していますが、今回もまた発表します。
各店、５つの項目に最もふさわしいスタッフを投票で選びました。
聞いた・見たことのあるスタッフなら、どうぞ一声かけてあげて下さい。

人
間
を
つ
く
る

　
　
　

学
校
賞

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。

三
原
則
賞

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であり
みんなの手本になるようなスタッフを選びました。

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

　

リ
ー
ダ
ー
賞

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。

縁
の
下
の
力
持
ち
賞

在庫や店の修理、ポップなどで、この人がいなくなったら、お店が大変というスタッフを選びました。

４

１

２

３

５

昨年お客様・お店・スタッフに対していろいろ頑張ったことがみんなに認められてうれしいです。

ＴＪ天気予報　2006 年優秀スタッフの紹介

Part3
千秋店 鈴木　飛香 ３㎜

尾西店 山田　有美 ３ｔ
日進店 池田　　紘 ３コ

豊明店 伊藤　美香
Part5

木曽川店 池田　沙織 ５㎜
春日井店 大地明日香 ５ｔ

多治見店 喜屋武アントニオ ５コ
天白店 平尾　好江

Part7
稲沢店 水野　鶴子 ７㎜

師勝店 西岡　千佳 ７ｔ
滝の水店 米田つかさ ７コ

各務原店 若松　美樹
Part9
末広店 福島　咲子 ９㎜

尾張旭店 久保　大介 ９ｔ
大府店 中村　洋子 Cocoa

スパエステ 中村　徳美
１㎜

江南店 西村さゆり １ｔ
津島店 吉田　行衣 １コ

可児店 永井　里依 本　部 水谷めぐみ

Part3
千秋店 石田　紘子 ３㎜

尾西店 前田　利博 ３ｔ
日進店 田中　達也 ３コ

豊明店 廣田　恭子
Part5

木曽川店 林　　菜美 ５㎜
春日井店 山田　賢治 ５ｔ

多治見店 江田　典二 ５コ
天白店 今枝　庸平

Part7
稲沢店 横原　竜司 ７㎜

師勝店 西岡　千佳 ７ｔ
滝の水店 伊藤　大規 ７コ

各務原店 福本　真弓
Part9
末広店 大原　秀之 ９㎜

尾張旭店 久保　大介 ９ｔ
大府店 河内　　環 Cocoa

スパエステ 可児　未来
１㎜

江南店 西村　昌敏 １ｔ
津島店 庄内　　望 １コ

可児店 稲葉　幸代 本　部 加納　幸代

Part3
千秋店 植松江梨子 ３㎜

尾西店 武山　恭子 ３ｔ
日進店 本宮加奈子 ３コ

豊明店 永島自由理
Part5

木曽川店 渡邊真奈美 ５㎜
春日井店 大地明日香 ５ｔ

多治見店 喜屋武アントニオ ５コ
天白店 登野城麻弥

Part7
稲沢店 松野　　愛 ７㎜

師勝店 小泉　貴寛 ７ｔ
滝の水店 近藤　　蘭 ７コ

各務原店 若松　美樹
Part9
末広店 津久井　恵 ９㎜

尾張旭店 犬飼　英樹 ９ｔ
大府店 矢野　裕子 Cocoa

スパエステ 田中　艶美
１㎜

江南店 中村　幸代 １ｔ
津島店 西川　美幸 １コ

可児店 竹中　　舞 本　部 竹内　　舞

Part3
千秋店 木村　圭一 ３㎜

尾西店 兼清美由紀 ３ｔ
日進店 坂田　久美 ３コ

豊明店 高井　　瞳
Part5

木曽川店 今井三香子 ５㎜
春日井店 渡邊　英一 ５ｔ

多治見店 玉野ひとみ ５コ
天白店 山田はるか

Part7
稲沢店 穴見　法子 ７㎜

師勝店 樋上　玲子 ７ｔ
滝の水店 飯田　恭子 ７コ

各務原店 佐々木麻衣
Part9
末広店 鎌田　公介 ９㎜

尾張旭店 伊藤　祐子 ９ｔ
大府店 吉岡由香里 Cocoa

スパエステ 北澤　千絵
１㎜

江南店 池田　裕子 １ｔ
津島店 若松由希子 １コ

可児店 三好　明梨 本　部 和田　知子

Part3
千秋店 森田　広志 ３㎜

尾西店 小松木磨奈美 ３ｔ
日進店 中島　　弘 ３コ

豊明店 五十住嘉宏
Part5

木曽川店 田上　正人 ５㎜
春日井店 財津　英之 ５ｔ

多治見店 後藤　圭子 ５コ
天白店 勝田　由美

Part7
稲沢店 髙木　大造 ７㎜

師勝店 松本　佳美 ７ｔ
滝の水店 林　　敬子 ７コ

各務原店 寺澤　俊樹
Part9
末広店 佐藤　及之 ９㎜

尾張旭店 谷口　幸弘 ９ｔ
大府店 西森　寛也 Cocoa

スパエステ 藤井サオリ
１㎜

江南店 菅原理恵子 １ｔ
津島店 永田　寛文 １コ

可児店 佐藤　雅俊 本　部 佐藤美歩子
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①西尾 俊子

② 29 才③愛知県④店長⑤と

ぴこ⑥健康⑦エレガントバイ

ク⑧捨万求一⑨アートディレ

クター

①米田　つかさ

② 25 才③愛知県④チーフ⑤

よね⑥化粧品あさり⑦美白と

毛穴ケア⑧自分に負けんな⑨

ビルが欲しい

①國村　優
② 24 才③山口県④スタイリ

スト⑤ゆう、侍⑥バスケ⑦春

瑠（娘）⑧努力に勝る天才な

し⑨ヘアデザイナー

①熊野　有祐

② 24 才③三重県④スタイリ

スト⑤くーｍ a ｎ⑥毛束染

め・サーフィン⑦ルービック

キューブ⑧キラッと光って死

んだらええ⑨長いので一言で

は言えない

①林　敬子

② 24 才③富山県④スタイリ

スト⑤のりさん⑥ DS、海で

昼寝⑦パスタ⑧はっぴぃ⑨お

嫁ちゃん

①河邊　健太朗

② 25 才③愛知県④スタイリ

ＴＪ天気予報 滝の水店 スタッフ大特集!!
あけましておめでとうございます。
お久しぶりです。こんにちは。今回は７ｔ滝の水店のスタッフを紹介します。
おせち・お雑煮…と食べ過ぎてしまい、ぷくぷくになりました。増量分の体重を何とかし
ようと日々、葛藤中です。決意は固く『明日から…』頑張ります。それでは、どうぞ…

ＴＪ天気予報 ７ｔ 滝の水店

スト⑤健太朗お兄さんだよ

⑥ＤＳ（ひとの）⑦トップバ

リュー⑧火曜市⑨一家団らん

①山下　有紀
②２●才③愛知県④スタイリ

スト⑤ぽん⑥スキンケア⑦コ

エンザイムＱ 10 ⑧マイペー

ス⑨市バスにおっきい絵をか

く

①後藤　里恵

②ひみつ③愛知県④スタイリ

スト⑤ゴリエ⑥開放感⑦ごっ

つええ感じ⑧今を生きる⑨筋

肉とスリムボディ

①山西　敏嗣

② 22 才③愛知県④アシスタ

ント⑤にっしぃ⑥バスケ⑦車

いじり⑧『バイ』⑨億万長者

①近藤　蘭

② 23 才③愛知県④アシスタ

ント⑤らんらん⑥ピアノを奏

でる⑦どうぶつの森⑧美白⑨

超ロン毛

①川口　未貴

② 23 才③三重県④アシスタ

ント⑤みきてぃ⑥ジグソーパ

ズル⑦ラブ★コン⑧ガチャピ

ン⑨空を飛ぶ

①内藤　まどか

② 22 才③岐阜県④アシスタ

ント⑤まどちゃん⑥マリン

ちゃんとラブラブする⑦納豆

うどん⑧しゅくしゅ～っく⑨

ハワイ挙式移住

①後藤　亜由美

② 22 才③愛知県④アシスタ

ント⑤ごっちん⑥巻き髪⑦冷

やし中華⑧ムック⑨玉の輿

①鈴木　陽子

② 20 才③愛知県④アシスタ

ント⑤よぉちゃん⑥スポンジ

ボブ集め⑦有線 MD 作り⑧ス

ポンジ⑨おネエ系

①伊藤　大規
② 20 才③愛知県④アシスタ

ント⑤Ｄ (ディ )⑥カンバッ

チ集め⑦少年ジャンプ⑧ポイ

ズン⑨海賊王

①杉江　枝里子

② 20 才③愛知県④アシスタ

ント⑤えりっく⑥空想⑦岩盤

浴⑧ハッピー⑨ゆる巻きパー

マ

①飯田　恭子

② 21 才③北海道④アシスタ

ント⑤いーちゃん⑥ポルガ⑦

1 人で映画⑧ラッキー⑨聞き

たい方は滝の水店まで

　あけましておめでとうございます。昨年はたくさんのお客様にご来店いただき、
ありがとうございました。やっと出番がやってきました。いつでも明るく楽しく元
気にをモットーに奮闘しています。お客様から頂いたお言葉を活かし、もっともっ
とすばらしいお店にしていきます。今年もよろしくお願いします。

7ｔ心
ゴコロ

ＴＪ天気予報　滝の水店　西尾俊子

スタッフ紹介　ＴＪ天気予報滝の水店

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
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１月　１日（月）～５日（金） 年始休業
　　　６日（土） 通常営業　９時から19時

　　　７日（日）・８日（月） 成人式の為、特別時間営業
※営業時間が各店異なります。お問い合わせ下さい。

　　　９日（火） 振替休業

年 始 の
営 業 時 間

の
お知らせ

編集部からのお知らせ
2006 年 11 月 11 日に OPEN いたしましたＴＪ天気予報各務原店は、
おかげさまで多くのお客様にご利用していただいております。ありがとうございます。

各務原店は、ＴＪ天気予報のメインイメージ
の学校の店舗です。
板張り・格子の窓・時計・吹き抜けの店内と
なかなか気持ちのいい空間になっています。
どこか懐かしく、親しみやすいお店で最新の
ヘアデザインをお楽しみ下さい。

ＴＪ天気予報　各務原店

こんにちは、ＴＪ天気予報
各務原店スタッフです。
ご来店いただけたお客様を
一生涯お付き合いできるよ
うな技術・サービスに心が
けています。皆さんのご来
店お待ちしております。

オープニングスタッフ

2006 年秋に、皆様にお願いしましたアンケートは、各店でご意見ごとに
まとめられて、自店の強み・問題点として明確にしました。
各店でまとめられた、シートを持ち寄り、意見を交換を行いました。

ＫＪ法を使い、お客様
のご意見を分類ごとに
まとめていきました。

各店で作成された用紙を持ち寄りグ
ループセッションでお店でどんなご
意見が多かったか発表します。
その中から問題点を明確にします。

本当にいろいろなご意見をいただきまして、誠にありがとうご
ざいます。
時間を頂かないと解決出来ない問題点もありますがすぐに出来
ることが、いっぱいあり、お店を見つめ直すきっかけになりま
した。お客様にとって価値ある美容室・美容師になるようご意
見を基に改善していき、御満足いただけるように努力しますの
で、今後もＴＪ天気予報をよろしくお願いします。

お客様のご意見を基に作成された用紙

お客様のお声が私達の財産です。

グループ内で話をするスタッフ

●住所 / 岐阜県各務原市那加前洞新町４丁目 195 番地
● TEL/058-389-2558　　　0120-936-288

編集部からのお知らせ！（各務原店 OPEN しました。）

私達、
19 番の

仲間です。

アンケートのご協力
誠にありがとう
ございました !! お客様のお声が私達の財産です。


