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名　前：池田　沙織
勤務地：木曽川店
信　条：楽しい時間を大切にすること。
TJ天気予報ってどんなところ？：
たくさんの人と出逢えて自分を成長させ
る事が出来る大切な場所です。
今の私があるのはＴＪ天気予報のおかげ
です。
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２　ハッピータイムズ

先日、理念と経営というテーマの講演会に

行ってきました。久しぶりにそういったお話

を聞きに行ったので、はじまってから数分は、

場慣れできませんでしたが、徐々に講師の方

のお話が理解できてきて、そうだった！ 確

かに以前、学んだ事のあるお話だと、再度確

認できた、良いお話でした。

　理念と言うと難しい言葉のような気がしま

すが、「理念」とは、自分の事ばかり
じゃなく、お客様がどうしたら喜ん
でくださるか。を考えることと言ってみ

えました。

　また、経営というと自分は従業員だから関

係ないと思う人もいるかもしれませんが、そ

れは違っていて、誰もが皆、自分の人

　皆様こんにちは。またまたやってまいりました。ハッピータイムズです。この間、年を明
けたと思っていたら、もう 3 月。はやいですねぇ～。
　実は私、今年は大厄の年でして、充分に気をつけて、見て、聴いて、学びの年と考え、慎
ましく日々過ごして行きたいなと思っております。
　全く関係ないですが、最近といっても数ヶ月ですが「キムチ鍋」に、はまってまして、月
に何回食べるんだと言うくらい食しています。キムチは代謝も上げるし、中に入れる食材も
美容にいいものを入れて食べれば、肌にも良いので一石二鳥です！　後は、韓国の食材も好
きで、ゴマの葉やキムチ。キムチもイカの塩辛と数の子をキムチ風味にしてあるものとか本
当に美味しいです。いらぬ報告でしたが……
　では、VOL.31 スタートです。お付き合いくださいませ !!

生という経営者です。といってみえま

した。将来こうなりたい、こんな仕事をした

いなどいろいろな夢があると思います。しか

し、日々の生活・仕事の中でいろんな問題・

悩みにぶつかり、自分の人生で迷子になって

しまう時があります。その先生は、迷子には

３つの要素があると言われました。

①ゴールがわからない

②行き方がわからない

③今、どこにいるかわからない

①ゴールがわからない人……自分がどうなり

たいのか？ どんな仕事をしたいのか？そ

の目標を見失った人です。

②行き方がわからない人……ゴール（夢・目

標）に向けて、どのように進んでいいか？ 

何をしたらいいかわからない人です。

③今、どこにいるかわからない人……現実の

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

理 念 と 経 営
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自分が見えていない人です。自分の長所・

短所・能力などを理解していない人です。

胸にズキズキとささってきました…。確かに

どれか一つでもかけていると、ゴールに行く

事ができないし、行動力がわいてこないなと

感じました。苦があれば楽あり今やらな

くていつやるの？ 自分が楽をしたら、子供

が苦労する。そういう風にできていると。楽

はあるけど楽にあぐらをかいちゃだめだよ。

といってみえました。

　じゃあ、迷子にならない人とは、もちろん

先ほどの 3 つの事はできていて、プラス常

に「学ぶ」「お金を大切にする」「時
間の使い方が上手」「仕事に対する
考え方がしっかりしている」人です。

これは私の考えですが、世の中のためになら

ない「仕事」ってないと思うんです。

　仕事をすることで、物事に対する考え方、

取り組み方、人とのかかわり方を学び、人
として磨がれる場だと思っています。

　講師の方も同じことを言ってみえて、特に、

「人のいやがる仕事」「苦しい仕事」
を率先して行う。必ず磨かれるから
と言ってみえました。
　個人個人が高い志をもって、仕事に取り組

める事が素晴らしい事だと思います。思いや

考え方は十人十色で、温度差があることもあ

ります。その方向性を一緒にし、同じ夢に向っ

て進んでいくのがそれぞれの会社だと思いま

す。

　ベクトルをあわせていくとき、モノやお金で

モチベーションを上げようとするところが非常

に多い。モノではテンションは上がるけどモチ

ベーションは上がらない。ビジョンを明確
にする事が大切と言ってみえました。

　私もよく上司に言われるのが、やることを

伝えるんじゃない、どうする為に何故やるの

か、やる目的を伝えることだと…。ゴール、
現在地、行き方がしっかりわかれば、個々、

迷うことなく、ビジョンに向って一生懸命進

んでいけると思います。

　我社も 2010 年のビジョンが明確になって

いて、毎年、毎月、毎日、試行錯誤で前進し

て行っています。お客様お一人お一人が今ま

で以上にご満足していただけるよう、日々頑

張っていきます。

　今回お話を聞きに行って、再度、仕事につ

いて考える事ができ

ました。自分の人生

迷いのない経営をし

ていきたいなと強く

思いました。さっそ

く「理念と経営」と

いう本の年間購読を

申し込んでしまいま

した……

理念と経営　コスモ教育出版

編集長モジコのあいさつ



王子こと
堤　哲郎です。

皆さんこんにちは !!　２ヶ月ぶりの王子です !!
「あっ！」という間に今年も２ヶ月が過ぎましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか？ 2007 年のスター
トは順調にこれましたか？？ 僕は元旦の意気込みもむなしく‘ぼ～っ’としてる間に１月が終わり、「こ
れはいかん !!」と思ってバタついてるうちに２月も終わってしまった感じです。…って駄目じゃん！…。

なんて自分で突っ込んでしまいましたが、食欲には全く影響ないのでご安心を !!

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!
今回は「エビフライ」食べ歩いてきました!!

　３月といえば卒業や転勤などが多く４月からの新しい生活に向けての節目ですよね。特別そういった事情が無くてもやはり新春を迎え
るということは新たなスタートを切るいいきっかけだと思います。そこで今回は門出を祝うのにふさわしい「ジャンボエビフライ」をご
紹介します！「エビフライ」ではなく「ジャンボエビフライ」ですからね !! どうせ新たなことに挑戦するなら小さくまとまらずにビッグ
にいきましょう !! ってことでなんとなく縁起もよさそうな気になってきましたよね？？ 無理やりっぽい気もしますが…（笑）ま、気にせ
ずにいきましょう、ではどうぞ !!

　いかがでしたか？ 今回はちょっと今までと違って変り種でいきましたが、どうでしょう興味わきましたか？ たまにはこんなのもいいかなっ
て思って気軽に食べに行ってもらえれば幸いです。ちょっとした話題づくりやサプライズにもいいと思います。もし今回のようなジャンボシリー
ズや大きさだけにこだわらず‘変り種ネタ’を知っている方が見えましたら是非教えてください！ 結構こういうのも嫌いじゃないので…。
　さて、次回はどうしましょうかね～？ あ、そうだ……この前あるお客様に聞いた「串」のおいしい店なんていかがでしょう？ この先暖かくなっ
てきてお酒を飲む機会も多くなってくると思うのでバッチリではないでしょうか！ しかも「串」といっても居酒屋さんとはまた少し違った雰囲
気のお店だということなので是非楽しみにしていてください！では、また次回…。

　今回行ってきたのは千種区にある
「キッチン欧味」（オーミ）

さんです。一見遠いように見えますが高
速を使えば非常にアクセスの簡単な場所
にある洋食屋さんです。パッと見普通の
外観ですが、看板にも‘ジャンボエビ
フライとハヤシライスのお店’と書いて
あり興味をそそられます。夜の９時くら
いに行ったのですが、結構満席で人気の

お店でした。さっそく中に入りメニューを見てみるとおいしそうな洋食メニュー
がずらり！ そしてその中にありました !! 思いっきり目を引く飛び切りジャンボ
サイズのエビフライ !! ２人同時に「でかっ !! 」といって笑ってしまうほどの大
きさです。しかもジャンボエビフライだけにとどまらずジャンボジャンボエビ
フライというのがあり非常に気になったのでもちろんそちらを頼みました。運
ばれてきた実物を見てまたまたびっくり！ 何と直径 30 センチのエビフライが
２匹 !! そして通常の２倍の大きさの茶碗にご飯が山盛りです !! 思わず「え？こ
れで普通のサイズですか？？」と聞いてしまいました。欲張りな人のためにご
飯の大盛りもあるのですが、いったい誰が食べるのでしょう…。でもご安心く
ださい女性のお客様には女性サイズが用意される親切なお店ですから！
　びっくりづくしのなかとにかくエビフライをほおばりました、これがまたうまい !! ほんとにおいしいです。しかも伊勢海老以外でこん
なサイズの海老がいるもんだと感動するくらい身が詰まった大きな海老でプリプリの食感に感動です !! お腹をすかして行ったので無言で
食べ続けてだいぶ満足をしたところでやっと３分の２が終了…さらに気合を入れ全部食べ終わった頃にはお腹がはちきれそうでした !! も
う１人のスタッフが食べたハンバーグもおいしく大満足です！ さすがに今回はデザートまで食べる余裕はなかったですが本当においしく
て、しかも一見の価値ありです。女性二人で行った場合はひとつのエビフライを２人で食べてもいいですし、もちろん普通のサイズのエ
ビフライもあるのでそちらでもいいと思います。話のネタにもなり、味もお腹も満足できる洋食屋さんは要チェックですよ！はちきれん
ばかりのお腹を抱え満足感に浸りながらお店をあとにしました。夜食べに行く方は帰りの居眠り運転に注意してください…（笑）
　住　　所／〒 464-0858　名古屋市千種区千種 1-9-23　千種ビル１Ｆ　　　電　話／ 052-734-0345
　営業時間／ 11:00 ～ 15:00　17:00 ～ 23:00　　　　　　　　　　　　　　定休日／第１月曜日

今回は名古屋市にお住まいの N・S 様からのご紹介です。

串

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き

名古屋市千種区千種1-9-23　千種ビル１Ｆ

４　ハッピータイムズ

キッチン欧味さん



2007年春夏ＴＪ天気予報ニューヘアライン
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６　ハッピータイムズ

2007年春夏ＴＪ天気予報ニューヘアライン



2007年春のキャンペーン
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ストレートキャンペーン

８　ハッピータイムズ



お手入れ簡単でカール・ウェーブが綺麗に出来る。
デジタルパーマの特徴を一言で言うと、ブロー・お手入れが楽になると言うことです。朝は、時間が
なく、なかなかお手入れに時間がかけれない人が多い中デジタルパーマをかけ、ブローの時に簡単な
コツで綺麗なカール・ウェーブが再現出来ます。えっ～これだったら自分も出来ると思うはずですよ!!

デジタルパーマをかけよう

ＴＪ天気予報のデジタルパーマの特徴

この春デジタルパーマで、こんなスタイルに挑戦しよう！

１・巻き髪風のカールが綺麗に出来る。 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

14,800円（税込）

お値打ちに
なりました !
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デ ジ タ ル パ ー マ を お 求 や す い 料 金 に 改 正 し ま し た。

コテ・カーラー
を巻いたような
カールが綺麗に
作れる。

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。

お手入れ簡単でカール・ウェーブが綺麗に出来る。

今、話題のデジタルパーマに挑戦

ゆ
る
巻
き
カ
ー
ル

ラフなクシュクシュカールのゆる巻き
カールは、可愛いスタイルの定番アイ
テム。

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。

外巻きスタイルで毛先の軽さと、縦長
のシルエットでと大人のイメージに。
肌に合わせたカラーリングも重要です。

トップのボリュームとふんわり感で、
かわいいマッシュルームスタイルはス
タッフお勧めのスタイル。

上質な流れの出るカール感は、顔をや
さしく包みこむ大人のフェミニンスタ
イル。

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。

ボ
ブ
カ
ー
ル

エ
レ
ガ
ン
ト
カ
ー
ル

マ
ッ
シ
ュ
ル
ー
ム
カ
ー
ル

フ
ェ
ミ
ニ
ン
カ
ー
ル

巻
き
髪
カ
ー
ル



10　ハッピータイムズ

エクステって聞くと、髪の長さを伸ばすイメージがあると思いますが、それはそれで１
つの技法ですが、実はもっといろんな楽しみ方がいっぱいあります。ヘアスタイルのデ
ザインを魅力的に見せる方法・気になる部分をカバーする方法など、いっぱいあります。
今、話題になっているエクステをこの機会に、是非楽しみ下さい。

伸 ば すエ ク ス テ
魅 せ るエ ク ス テ
見せないエクステ
エクステの楽しみは、１つだけではありません。
こんな楽しみ方もあるんです。

TJ 天気予報スタッフも、エクステは大好きです。

伸ばすエクステ
ショートからロング、ミディアムからロングスタイルと簡単に

髪の長さアレンジ出来ます。

エクステ　30本　15,000円

20％OFF 12,000円

４月10日(火)～５月31日(木)まで

エクステ　30本　15,000円

20％OFF 12,000円

４月10日(火)～５月31日(木)まで

エクステンションの楽しみ方

エクステの良さを
実感していただく
為に、20％OFFの
キャンペーンを
実施します。

エクステ
楽しみ方

１

本人の希望
ロングにして巻き髪＆ストレー
トを楽しみたい！

髪を長くする為に横と後ろに
30 本つけました。

モデル
太田　圭子さん（22 歳）

期間限定 期間限定

４月10日(火)～５月31日(木)まで
20％OFF

エクステ１本 500円（税込）　　　　400円（税込）

20％OFF期間

before

本人の希望
超ロングスタイルにしたい！

モデル
大崎　静さん（23 歳）

before

エクステを
つけた部分

エクステの長さ 48 ㎝を
そのままいかして
30 本つけました。

エクステを
つけた部分



超
音
波
エ
ク
ス
テ

接合部分が大きくならないので、
自然なつけ心地です。

ＴＪ天気
予報は技
術保証が
ございま
すので、
ご安心し
てエクス
テに挑戦
して下さい。

髪にダメージ
を与えず接合
します。

上質な髪
質だけを
選び、購
入してい
ます。

２ 驚異の接着力で、３～６ヶ月
　 もつけられる。

３ 高分子ケラチンで
　 自毛も傷まない。

４ 髪質が違います。

１ 自然なつけ心地

超音波エクステは、編み込み・
チップとは違って、余分なもの
をつけないのでとっても軽いつ
け心地。
接合部分は根元ぎりぎりから可
能なので、前髪・髪の表面近く
からもつけれます。

エクステはすぐにとれてしまう。
長持ちしないイメージがあると思
いますが超音波エクステは、接着
力が強いので安心。
髪も普通にシャンプーが出来ます。
しかも短時間でつけることが出来
ます。

接合部分を、高分子ケラチンと
いう、髪にいい成分を使ってつ
けるので自毛のダメージはあり
ません。
これが、人気の秘密です。

実はエクステの料金は、使用してい
る髪質によって大きく異なります。
安価な髪質のものは、一度シャンプー
をするとグシャグシャに絡まったり
パサパサになったりします。しかし
ＴＪ天気予報で使用しているエクス
テの髪は［天使の輪］を実現できる
髪質と特殊な製造工程により、自然
で上質な髪質を作り上げました。

ＴＪ天気予報のエクステはココが違う！

エクステンションの楽しみ方

ハッピータイムズ　11

魅せるエクステ
　エクステをつけることにより、今のデザインをより魅力的に

見せることが出来ます。

エクステ　16本　8,000円

20％OFF 6,400円

４月10日(火)～５月31日(木)まで

エクステ　11本　5,500円

20％OFF 4,400円

４月10日(火)～５月31日(木)まで

エクステ
楽しみ方

２

期間限定 期間限定

本人の希望
前髪に長さがほしい。
ちょいアシンメトリーにしたい。

モデル
岡崎　愛可さん（21 歳）

before

本人の希望
気軽にアシンメトリーにした
い。

モデル
高木　雄司さん（22 歳）

before

前髪に８本、横に８本
前髪を長くすることにより

大人っぽいイメージに。

エクステを
つけた部分

横と後ろに 11 本つけることにより、
デザインの幅が広がります。

エクステを
つけた部分



エクステンションの楽しみ方

12　ハッピータイムズ

見せないエクステ
　　気になるあの部分・コンプレックスをエクステでカバーします。

エクステ　8本　4,000円

20％OFF 3,200円

４月10日(火)～５月31日(木)まで

エクステ　17本　8,500円

20％OFF 6,800円

４月10日(火)～５月31日(木)まで

エクステをつけた部分

エクステ
楽しみ方

３

期間限定 期間限定

本人の希望
前髪のわかれるのをカバーした
い。

モデル
兼清 美由紀さん（23 歳）

before

本人の希望
トップ＆後頭部にボリュームが
ほしい。

モデル
青木　智美さん

before

中部経済新聞に

載りました！

前髪に８本つけて気になる部分を
カバーしました。

エクステを
つけた部分

前髪とトップに 17 本つけること
によりボリューム感が出ます。



 甲斐田 と  三好 です。
（稲沢店）　（可児店）
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カラー特集は今年から甲斐田・三好がお話させていただきますね！
皆さんにとって為になる情報をいっぱい伝えます。

～ 2007 年 綺 麗 な 髪 を 継 続 す る ～

人の髪は約１ヶ月で１㎝程度伸びます。髪のケサキも一ヶ月間で日焼け、ブロー、シャ
ンプー、など等…の様々なものによって、ジョジョに色落ちしてしまいます。それが
２ヶ月、３ヶ月と経過するとさらにその２倍３倍と根本も伸び、ケサキも色落ちして
しまいます。

髪は時間の経過とともに色が抜けて、パサついて見えてしまいます。

根元のカラー（リタッチ）だけ染めてもいいのですが、毛先の抜けてしまった部分はそのままになってしまう

のでパサつきは残ってしまいます。

シャンプー
ブロー
日焼けによる刺激

２ヶ月後

全 体 カ ラ ー ??  根 元 カ ラ ー ??

ダメージによって
色落ちが多い

やや色落ち

根元が伸びる

そこで、全体にカラー（ベーシックカラー　ファーストカラー
ベースコントロールカラー）を入れて色の抜きけってしまった所に
艶と潤いを補充するという事です !

色には髪を生き返らせたり輝きを取り戻す力があるので定期的に入れ直してあげるのが望ましい
です。

きれいだけど
毛先はそのまま！

色をただ入れるのだけではなく、アフターケアのトリートメントも同時に行っていくと良いですよ。髪の
コンディション（素材）がいい状態でなければ、せっかく入れた色味もすぐに抜けてしまうのです！ です
からカラーの後には必ずアフターケアのトリートメントや自宅でのホームケアにも力を入れて、キレイな
髪を長持ちできるようにしましょう。

年間の季節に合わせて全体の色味に変化をつけてもおもしろいと思いますよ。色にはそれぞれ特徴もあり、そ
のときの気分に合わせて変えてみたりすることはオススメです。
次回からは色の持つ特徴について説明していこうと思いますのでお楽しみに !!

ポイント

リタッチ

リタッチ

カラー特集
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美しく・健康でいるための秘訣



千秋店 店長
堤　哲郎です。

戻りたい…整列

パーマ剤

バラバラ

ロッド
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Q1　「ウェーブをきれいに出すには　　　　　

　　　　　　　　　　どうしたらいい？？」

★お客様からの素朴な疑問 　～スタイリング・ホームケア編～

「パーマをかけたのに乾かすとウェーブが出ない気がするんだけど…なんで？？」
って思ったことありますよね？濡れてるときに見ると結構かかっているように見えるのにドライヤー
で乾かすとどうも思っていたよりもゆるく感じるのは正解です。その訳は…

シャンプー後の濡れた髪はウェーブが出ているのに、ドライヤーをかけるとなんだかだれてしまったように見えるのは、以前
一度お伝えしたかもしれませんが髪が元の状態に戻ろうとするからなんです。パーマというのは、もともとの髪の形をパーマ
剤の力で変化させてスタイルを作るものです。しかし人間にはすべてにおいて免疫があるのと同じように、髪も元の状態に戻
ろうとするんです。

「え？これだけ？？」って思うかもしれませんがほんの少しの努力で髪が元に戻ろうとする力を弱めることが出来、それによっ
てより良いウェーブを出すことが出来るんです！「めんどくさい！」なんて思わずに是非今日から試してみてください。そし
てより良いスタイルを楽しみましょう !!

特にもともとの髪がストレートな人ほどまっすぐに戻ろうとするのでウェーブが伸びやすい傾向にあります。

「じゃ、どうすればいいの？ナンカいい方法ないの？？」ってことになりますよね？もちろん対策は色々あります。
その中でも特に簡単で効果的な方法それは…

１．シャンプー後の髪にベース剤やスタイリング剤で潤いを与え水分を逃がしにくくすること
２．髪を乾かす時に、下から持ち上げてウェーブの形を崩さないように乾かすこと
３．乾かし過ぎないように８割ドライを心がけ、必ずスタイリング剤をつけること

（元の髪の状態） （パーマをかける） （元に戻ろうとする髪の中）

（濡れた髪にベース剤をつける） （下から持ち上げるように乾かす） （８割ドライでスタイリング剤をつけて完成）

お客様からのＱ＆Ａ　日頃の疑問にお答えします !!

２列に
キレイに
並ぼう！

あ～
皆バラバラに
なっちゃった！

また、
いっしょに
並ぼうよ～

乾燥は
広がる原因に
なります。

髪を手で
握るように
乾かします。

完全に乾く前の
８割状態が
ベストです。

1 2 3
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新店オープンのお知らせ

商品導入のお知らせ

お知らせ

編集部からのお知らせ

昨年 12 月、TJ 天気予報の店販商品に新しいワックスが導入されました。オデュール エアワックスと オデュー
ル エアワックス プリュスです。とても軽いのに思い通りの動きが出せるワックスです。髪を固めないので仕上
がりは軽く、ツヤや手触りは素髪のよう。各店で試用し、多数のスタッフが評価したワックスです。
パッケージもオシャレでオススメのこの商品、是非ご利用ください。

しなやかで、ラフな束

感をスタイリッシュに

やわらかな質感のソフ

トタイプ ワックス

さっとのびて、なじみやすい。髪本来の素材を活かした軽い質
感で、つくりすぎない自然な毛流れを表現します。

50g  ￥1,260（税込）　　90g  ￥1,785（税込）

エアリーで、無造作な

束感を演出

ルーズにまとめる ライ

トホールドワックス

ベタつかず、ゴワつかない。立体的なフォルムや微妙な束感、
柔らかでしなやかな毛先の動きを作ります。

50g  ￥1,260（税込）　　90g  ￥1,785（税込）

TJ 天気予報
９コ

小 牧 店

愛知県小牧市堀の内2-66
TEL 0568-76-3488

この「TJ 天気予報９コ」は今までの美容室だけで
はなく、TJ 天気予報の新業態、Cocoa のエステも
取り入れた新しい形のお店になります。従来のヘア
メニューに加え、リラクゼーションメニューやエス
テで心も体もリフレッシュしてください。

TJ 天気予報９コ 小牧店４月 11 日（水）OPEN
ご期待下さい！

今後、ホームページでも詳しい情報をお伝えしてい
きたいと思いますので、是非そちらもご覧ください。

■衣装協力

Azur（アズール）
一宮市妙興寺2-2-1
phone/0586-44-0863
OPEN AM10:00～PM9:00
http://www.e-alex.co.jp

４月３日（火）に新入社員が
81名入社します！

かわいい仲間をよろしくお願いします。

よろしくお願いします！

編集部からのお知らせ！（小牧店 OPEN します！）

ホームページアドレス
http://www.tj-tenkiyohou.co.jp/

携帯用ホームページアドレス
http://www.tj-tenkiyohou.co.jp/mobile

新店オープンのお知らせ

商品導入のお知らせ

新店オープンのお知らせ

商品導入のお知らせ

エ ア ワ ッ ク ス エ ア ワ ッ ク ス プ リ ュ ス

私たちの 20 番目の仲間「TJ 天気予報 ９コ 小牧店」が４月 11 日 ( 水 ) にオープンします！

旧 イタリア料理
ロッジアさんの

跡地です。

お知らせお知らせ


