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信　条：青春真っ最中 !!!
TJ 天気予報ってどんなところ？：
自分の可能性を広げられ、チャンスを与
えてくれる職場。
人間を作る学校ですね★
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２　ハッピータイムズ

私たちは子どもやペットには警戒心をもっ

　　たりしませんよね。職場や友達の前では

気を使ったり、強がらなくてはいけない時も

あるかもしれません。

　子どもやペットは、私たちから見れば、世

話をしてあげなければなりません。そして、

幸運なことに、子どもやペットは受けること

の天才です。一緒に遊んだり、おやつをあげ

たりすると、すごーく喜んでくれる。大人に

なるとどんどん素直に喜ぶ事が下手になって

いきませんか？

　皆さん、こんにちは、ハッピータイムズです。２ヶ月ぶりでございます。
いつもながらの、私事ですが、３月くらいに、姪のお遊戯会がありまして、もちろん仕事で
いけませんでしたが、最近はお遊戯会の様子をＤＶＤにしたものを幼稚園で売っているらし
くって、姉が買ってきて、家族に配られたのですが、親バカならぬ、おばバカで、ＤＶＤ見
るやいなや、泣けてきてしまいました（笑）一生懸命な姿と、こんな事ができるようになっ
たのかと感動でした…オズの魔法使いをやって、４歳という小さな子供たちが、立派に台詞
をいって、歌を唱って、聞けば、欠員が出ても大丈夫なように、全員が全員の台詞を覚えて
いるというではないですか。脱帽でした…
　主役ではなく、魔女と天使の役でしたがね…もし、自分の子だったら大変でしょうね。運
動会でかけっこなんて見たらきっと号泣してしまいますよ…
　我がＴＪ天気予報ファミリーにも、子供たちというか、妹、弟たちが79名入社いたしました。
すでにご来店いただいた皆様は「人が増えたなあ～」と感じられたことと思います、私たちの大切な大切な仲間
たちです。どうぞ宜しくお願いいたします !!
　では、VOL.32 スタートです !!

　喜んでくれたりすると、自然と「愛をあ

げよう」という気持ちになるので、心が優

しくなっていきます。その優しさが私た

ちを笑顔にするんですね。

　子どもと接しているときは、自分の心の目

線も子どもと同じ位置になりやすい状態なの

で「子ども」と接する事で、忘れていた

無邪気さ、子ども心を思い出せます。
　心と体はつながっていますから、実際に、

しゃがんで、子どもと同じ目線になる事で、

心の位置も子どもの頃に戻りやすくなりま

す。

　子どもは感動の天才です。子ども

の感動力と通して私たちも昔に忘れ

てしまった感動力を取り戻すことが

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

魅 力 的 な 大 人



ハッピータイムズ　３

できます。
　子どもと接する機会は、私たちが

忘れていた自分の子ども時代にもっ

ていた感動力を取り戻す最大のチャ

ンスです。
　魅力的な大人とは「子ども心を

もった大人」だと思います。

４月の初めでしたか、夕方ニュースを見て

　　いたら、「今年はあの店が１位に！」と

キャスターの方が言ってらして、「居酒屋

甲子園」という字の通りの居酒屋さんの甲

子園のニュースでした。2006 年から始まっ

て、今回が２回目のようでした。私は、昨年、

美容のディーラーの方から「居酒屋甲子園」

のお話を聞いたことがあり、しかも何度か食

事に行った事のあるお店が昨年は２位だった

ので、今回のニュースを興味深く見ていまし

た。

　３月 13 日（火）パシフィコ横浜で全国

大会が行われた様子と昨年２位だった愛知

県のいなせ寅 衛゙門というお店の密着の

ニュースでした。全国 739 店舗ものお

店の中からわずか６店舗のみが出場

という難関を乗り越えた、凄い店ばかりでし

た。各お店がそれぞれ、「ありがとう」をテー

マにプレゼンや接客風景や朝礼などで熱い想

いを伝えていらっしゃいました。私も目に涙

をいっぱいためながら見続けていました。

　今年の１位は昨年２位だったいなせ寅゛

衛門でした。とても素晴らしかったです。

感謝の気持ちを伝えるんだとスタッフの皆さ

ん一丸となって「ありがとう」のメッ

セージを発信してみえました。来年

は見に行きたいなあと思うほど、パワーを

いっぱいもらいました。私も一度スタッフの

誕生日会を寅゛衛門さんでさせていただいた

事があるのですが、凄いです！笑顔と元気

を一杯頂きました。歌や踊りでスタッフの皆

さんが祝福してくださいます。誕生日は

お祝いをしてもらう日、「お父さん、

お母さん、私を生んでくれてありが

とう」と感謝する日だと教えてくれま

す。ディズニーランド系居酒屋とでも言いま

しょうか、誰もが笑顔になって元気に

なれるお店です！　一度足を運んでみてく

ださい !! ニュースが終わってから、もっと知

りたくて、インターネットで色々調べてしま

いました（笑）

編集長モジコのあいさつ

居 酒 屋 甲 子 園



王子こと
堤　哲郎です。

皆さんこんにちは !!　王子です !!
　　　　　皆さんこんにちは暖かくなってきた今日この頃、いかがお過ごしでしょうか？　新たな生活
のスタートをきった方、新たな気持ちで物事に取り組んでいる方、はたまたちょっとボ～っとして五月

病になりかけている方（笑）…などなど様々だと思います。我が TJ 天気予報にも元気な新入社員が入り
自他共にリフレッシュして活気に満ち溢れていますよ !!　それでは今回もいってみましょう !!!

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

　早いものですっかり暖かくなり気がつけばもう５月ですね！ 昼間に車に乗っていたりちょっと日向ぼっこなんかしてると睡魔が心地よ
く襲ってくる…そんな季節ですよね。僕も新しい仲間にパワーをもらい元気一杯に毎日を過ごしています！ さて今回はそんな中、前回お
伝えした「串」を食べ歩いてきました。一通り歓迎会や花見なども終わりお祭り気分を味わったことと思われますが、そんな時においし
く頂く「串」とはまた少し違った「串」を今回はご紹介します。
　夏のビアガーデンで盛り上がる前に一味違った「串」の楽しみ方を是非味わってきてください !!

　今回の「串」はいかがでしたか？ ちょっとだけ見方が変わったかなって思います。普段安くて気軽に楽しめる「串」は最高ですが、た
まにはこんなのもいいのではないでしょうか？ 同じものでもスタイルを変えると楽しみ方も変わってきますよね！ 仲間とわいわい楽しむ
時と友人や大切な人との大事な時を過ごすのとを使い分けてみるのもいいのでは…。
　さて、次回なんですが、今までのように「～を食べに行く」という観点ではなく「こだわり」のあるお店を探していってこようと思います。
例えば素材・お店のつくり・限定品などなど、他では味わえない何かを持っているお店に行ってきます。探すと以外にあるんですよね！ 
是非楽しみにしていてください !! そして皆さんの身近にもこんなところがあれば是非ご紹介ください !!

　今回お邪魔したのは中村区にある
串工房「雷」さんです。串屋さんと
いうよりはオシャレな居酒屋さんという
雰囲気のお店で、こじんまりとした構え
ながらも存在感のあるお店でした。和風
な装いの店内には土曜日ということもあ
りお客様がかなり見えました。
　「いったいどんなものが出てくるんだ
ろう？」と思っているとおもむろに店員

さんが「嫌いな食べ物や食べれないものはありますか？」と質問してきました。
「特にないです。」と答えると、「では好きなところでストップかけてください。
色々出てきますから」とのこと。「？？」
　何か違和感が…。そうなんです。こちらのお店はドリンク以外のメニュー表
がないのです !! その代わり旬の素材や変わりネタをさくさくの衣で揚げた「串」
にして出してくれるんです。そして自分の好きなところでストップをかけれる
ようになってるんです。「変わってるな～！ けど面白い !!」って思っているう
ちに最初の一品‘車えび’が出てきました。これをお好みで‘塩’‘ポン
酢’ソース’‘レモン’のいずれかで食べるのですが、揚げたてな上に厳選
された素材を使っているのでうまい !! 一気に食べると次に‘牛ヒレ’が出てきました。これまたうまい !!
　その日に取れたものやこちらのお店の厳選素材が次々と出てきました。これは飲まずにいられない！ ってことでビールを注文して思う
存分堪能しました。アスパラが丸ごと出てきたり、ベーコンとパプリカの串になっていたりとおいしいだけでなく楽しさも一杯です！ 中
でも変わっていたのは、‘金柑’や‘トマトとチーズ’の串、「こんなの見たことない !!」しかもこれが意外とうまいんです ! お腹が膨
れるのも忘れて「次は何かな？」という期待で一杯の僕はストップをかけるのも忘れて堪能しました。しかし限界はあるのでさすがにそろ
そろ終わりかなと思いストップをかけ、しめに‘お茶漬け’を平らげて大満足 !! お勘定をしようと思ったら、「最後にデザートです」といっ
て‘黒ゴマのアイス’が出てきました。「なんて気が利くんだ」と思いこれもまたぺろり！ 「へ～」「ふ～ん」と感心しっぱなしのひと時
でした。こんなところが近くにあったら毎日行くのにって思うくらいはまりました !! 皆さんも是非お立ち寄りください。
　住　　所／〒 450-0002　名古屋市中村区名駅 3-4-2　長谷川ビル１Ｆ　　電　話／ 052-541-7915
　営業時間／ PM5:00 ～ 11:00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 定休日／日曜日

今回は小牧市にお住まいの阿南さまからのご紹介です。

「こだわり」のあるお店だよ!!

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き

名古屋市中村区名駅3-4-2　長谷川ビル１Ｆ

４　ハッピータイムズ

串工房 雷さん



Slim Perm

１　月 2　月 5　月 9　月 １0　月

5月のストレート特割

①今回の企画は、優良顧客様とＴＪ天気予報でストレートパーマをかけたことがある一部の方だけに告
知させていただきます。
たくさんのお客様が集中してご迷惑にならないように、一部の方限定に告知しました。

②今回も平日が更にお得になっています。

またまたやってきました、OFF シーズンストレート企画！
梅雨がやってきます。クセ毛の方には、ヘアスタイルのお手入れがしにく
い季節になり、また、美容室で一番ストレートパーマの件数が多い季節が
６月でどうしても、ストレートパーマは時間がかかり、店内が混雑してし
まい多くのお客様にご迷惑をおかけすることが多いです。
そこで、比較的店内が空いている、５月に［OFF シーズンストレート企画］
をさせていただき、お値打ちにストレートメニューが楽しめるようにさせ
ていただきました。

1,000円OFF

2,000円OFF

ストレート特割料金より

ストレート特割料金より

５　　　月

OFFシーズンストレート企画

ハッピータイムズ　５

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
＊月曜日は定休日になっています。

※予約数に限りがございます。
※必ずご利用店にご予約お願いします。

ご予約の際『OFF シーズンストレート企画』と
スタッフにお伝え下さい。

OFF シーズンストレート企画
期間限定　５月１日㈫～５月31日㈭まで

［OFF シーズンストレート企画］でさらにお得に !!

あの
大人気企画が

再び登場 !!



ＴＪ天気予報のデジタルパーマの特徴
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です。 ４・ダメージも最小限にします。

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。

スタッフの髪型の秘密を大公開 ! !

ス タ ッ フ 改 造 計 画 デジタル
パーマ編

～ TJ 天気予報の人気メニューで、こんなに変わっちゃいました。～

あの人は

今！

❶

❷

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）

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）

６　ハッピータイムズ

スタッフ改造計画（デジタルパーマ編）

今、話題のデジタルパーマに TJ 天気予報スタッフ４人が挑戦しました。
デジタルパーマでこんなにイメージが変わるんです。

髙井　瞳（豊明店）
コメント
こんにちは！ 急ですが私髙井は 4 月で退社させて頂く事
になりました。今までたくさんのお客様と出会い、とて
も楽しい毎日を送る事ができました。ありがとうござい
ました。これからも TJ 天気予報をよろしくお願いします。

ストレートすぎ
て、ペッチャン
コになるので全
体にボリューム
感と毛先に動き
がほしい。

トップ・サイドにふん
わり丸みが出て毛先の
カール感が柔らかくて
うれしい。
巻かなくてもいいので
お手入れがラクです。

小松木　磨奈美（尾西店）
コメント
新入社員も入社し、若いスタッフが多くなり、私も新
しい気持ちで頑張っています。シャンプー・マッサー
ジなど頑張りますのでドンドン指名してくださいね！

トップがふんわ
り し て ほ し い
が、ハチが張る
のが気になる。
全体に大きめの
柔らかいウェー
ブスタイルにし
たい。

気になる頭の悩みをカ
バーしながら毛先に動
きを出しました。
ウェーブ・カール仕上
げいろいろ楽しめるお
手入れ簡単スタイル。

before

after

before

after



スタッフ改造計画（デジタルパーマ編）

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）

ふんわり
上品な !

これからのパーマメニューの定番です！

スタッフの髪型の秘密を大公開 ! !

ス タ ッ フ 改 造 計 画 デジタル
パーマ編

～ TJ 天気予報の人気メニューで、こんなに変わっちゃいました。～

あの人は

今！

今、話題のデジタルパーマに TJ 天気予報スタッフ４人が挑戦しました。
デジタルパーマでこんなにイメージが変わるんです。

❸

❹

ハッピータイムズ　７

永井　里依（可児店）
コメント
いつも元気な永井です。春から夏に向けて、いろんな
髪型に挑戦したい方是非、永井に相談して下さい
一緒に似合う髪形を作りましょう。

伊藤　千絵（日進店）
コメント
日進店の伊藤です。日進店も、今年で５年目をむかえる
ことが出来ました。ありがとうございます。たくさんの
お客様に喜んでいただけるように、毎日頑張ります！

いつも、コテで巻
くのが大変。
髪が傷んでしまう
のでデジタルパー
マでお手入れを簡
単にしたい。

形状記憶パーマとも言
われるデジタルパーマ
でハンドブローで簡単
に綺麗なカール感が出
来ます。

空気を含んだ、軽
い感じのパーマス
タイルにしたい。
でも広がりすぎる
のはＮＧです！

無造作に動くカール感
はまとまり過ぎないの
がコツ。軽いワックス
で、もみこみながら空
気感をプラスすると
2007 年イチオシのヘ
アスタイルに！

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）

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）

before

after

before

after



スタッフ改造計画（ファーストカラー編）

スタッフの髪型の秘密を大公開 ! !

ス タ ッ フ 改 造 計 画 2 ファースト
カラー編

～ TJ 天気予報の人気メニューで、こんなに変わっちゃいました。～

あの人は

今！

デザイン性に優れ、ダメージケア・カラーリングの色が長持ちする、人気のファーストカラーに挑戦。
カラーだけでこんなに変わっちゃいます。

何故ファーストカラーなのか？

コーティング

栄養分

カラー
（色）

　まず大きな違いとして髪の毛がどんな状態でもカ

ラーをする前に健康な状態にベースを作りカラーをし

ます。そして中間やアフターでもカラーの持ちをよく

し、髪の状態を整えるケアをしていきます。

　つまり、髪本来の美しさからカラーの本当の美し

さまでをケアしながらこだわることによって上質なカ

ラーを完成させるということです。

コーティング

栄養分
の補給

均一に
きれいな
状態に

カラーを
ＯＮ

カ
ラ
ー

たんぱく質・
水分の
補給

ちょっと
ダメージ

健康

1 2 3 4 5

❶

❷

８　ハッピータイムズ

長倉　知沙（千秋店）
コメント
これから梅雨に入り、ボリュームなどが出やすい季節
になります。ヘアスタイル・髪の悩みなど私にドンド
ン相談して下さいね！

山下　有紀（滝の水店）
コメント
こんにちは、滝の水店の山下です。
毎日毎日、全力で頑張り、いっぱいの笑顔と満足が
いただけるように努力します。

明るくなりすぎ

た、色を落ちつ

かせたい。

ファーストカラーは
色もちが良く、手触
りも良いので、長期
間カラーリングの色
が楽しめます。

最 近 髪 が 傷 ん で、
ダメージが進んで
しまった。それと
色も抜けてしまっ
たので、余計に傷
んだように見える
ので、ツヤ感のあ
るカラーにしたい。

シルエットにしまりを
つけるために、ハイラ
イト・ローライトを入
れました。
全体には、赤系のベー
ス に ツ ヤ 感 の あ る カ
ラーリングにしました。

ファーストカラー

ミディアム

8,800円（税込）

（シャンプー・ブロー別）

ファーストカラー

ショート

7,800円（税込）

（シャンプー・ブロー別）

before

after

before

after



スタッフ改造計画（ファーストカラー編）

スタッフの髪型の秘密を大公開 ! !

ス タ ッ フ 改 造 計 画 2 ファースト
カラー編

～ TJ 天気予報の人気メニューで、こんなに変わっちゃいました。～

あの人は

今！

デザイン性に優れ、ダメージケア・カラーリングの色が長持ちする、人気のファーストカラーに挑戦。
カラーだけでこんなに変わっちゃいます。

❸

❹

ハッピータイムズ　９

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

二ノ宮　裕子（木曽川店）
コメント
こんにちは、木曽川店の二ノ宮です。今回ファースト
カラーをやらせて頂いて、ビックリ。ツヤも毛先のパ
サつきもバッチシＯＫ！ファーストカラーの良さを再
確認しました。是非木曽川店に試しに来て下さい。

金沢　澪（尾張旭店）
コメント
少しづつ、暑い日が増えてきましたね！ そんな暑苦し
い時は、尾張旭店で髪型を変えてリフレッシュしてく
ださい。待ってます !!

耳上にローライトをアゴの
ライン上に入れることによ
り小顔効果に！ ハチ上に
ハイライト入れてふんわり
柔らかいイメージと全体に
パール感を重視して輝くイ
メージにしました。

小顔になりたい。
ツヤツヤの髪色に
憧れます !!

顔周りにローライトを入
れることにより全体のカ
ラーリングが明るめでも
毛先が広がったように見
えない。
ボブスタイルを綺麗に見
せるカラーテクニック。

ファーストカラー

ロング

9,800円（税込）

（シャンプー・ブロー別）

ファーストカラー

ショート

7,800円（税込）

（シャンプー・ブロー別）

カラーリングで髪
に動きがあるよう
にし、私の肌に合
う色にしてほしい
なぁ！

before

after

before

after
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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

～５月31日(木)まで

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　11本　5,500円
20％OFF

4,400円

～５月31日(木)まで

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

～５月31日(木)まで

エクステ特集

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

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

～５月31日(木)まで
20％OFF

エクステ１本 500円（税込）　　　　400円（税込）

期間限定

before

エクステを
つけた部分

１

エクステ
楽しみ方

本人の希望
気軽にアシンメトリーにしたい。

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。

モデル
高木　雄司さん（22 歳）

期間限定

before

エクステを
つけた部分

２

エクステ
楽しみ方

本人の希望
前髪のわかれるのをカバーしたい。

前髪に８本つけて気になる部分を
カバーしました。

モデル
兼清美由紀さん（23 歳）

期間限定

before

エクステを
つけた部分

３
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美しく・健康でいるための秘訣
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千秋店 店長
堤　哲郎です。

Q1　「家でのヘアケアって

　　　　どんなものがいいんですか？？」

★お客様からの素朴な疑問 　～スタイリング・ホームケア編～

「美容室でもショップでもすごくたくさんシャンプーやヘアケア剤がある
けどどれも同じじゃないの？？」
そんな思いはきっと誰もが持っているのではないでしょうか？
でも実は根本的に大きく違うのです！ 間違ったものを使うととても危険 !!

そうなる前に…　　次を読んで下さい、どうぞ !!
ドラッグストアやコンビニって、新商品や定番商品が手軽に買えて便利ですよね？ もちろんヘアケア商品も…
でも、市販のヘアケア商品と美容室で扱っている商品は、狙いが違います。特にシャンプーは成分が全く違うんです！

我々美容師は毎日お客様の髪をチェックすることはできません。だからサロンでのスタイリング、技術内容、髪の状態
に合わせて、ヘアケアをアドバイス＆チョイスしてお勧めするのがプロとしての使命なんです。次回お会いするときまで
いいコンディションでいて欲しいと切に願っていますしね !! きれいな髪でいるために、一番大切なことは毎日のケアです！
是非一緒にいい髪でいいスタイルを楽しみましょう !!

美容室のヘアケア剤は美容師の分身であるということ !!

=

いかがですか？何とな～く違いはわかりますか？？
それに加えてもっとも大切な理由が…それは !!

特徴として泡立ちがよく洗浄力が強いので、サッパリ
洗えて、しかもコンディショニング成分をたっぷりで
ツルツルの仕上がりに
しかし！実は美容師泣かせ !!

「ジメチコン」というシリコン成分が髪をツルツルに
するために働きすぎてパーマ、カラーの邪魔をします。

よくＣＭでやっている「結ってもあとが付かない」と
いうキャッチコピーは「パーマやカラーをガードしま
す！」ってことにもなってしまいます。

特徴は大きく３つ。

１．低刺激
髪と肌に優しく絶対傷めません。ベビーシャン
プーと同じ刺激！

２．専　門
PH コントロール・褪色防止・たんぱく質の補
給などができるので、パーマ・カラーをキレイ
に保てる！

３．種類が豊富
それぞれの髪質や状態に合わせて一番よい物を
使える！

市販のシャンプー 美容室のシャンプー

ジ
メ
チ
コ
ン

パ
ー
マ
剤

ジ
メ
チ
コ
ン

バ
リ
ヤ
ー

カ
ラ
ー

お客様からのＱ＆Ａ　日頃の疑問にお答えします !!



 甲斐田 と  三好 です。
（稲沢店）　（可児店）
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こんにちは★　今回はヘアカラーをする上でもっとも基礎となる“色”に
ついてのお話しです。色について一緒に勉強して行きましょう！

～ 2007 年 綺 麗 な 髪 を 継 続 す る ～

「神様が作った奇跡の色」と言われて、どんな色を思い浮かべますか？

白、透明、すごいきれいな色、虹色、黄色、青の透き通った色…などなど、みなさん
も少し考えてみてください。

何色…？

赤、青、黄　この３色はどの色を混ぜても絶対に作ることのできない色だってこと、お気づきでしたでしょうか。

言い換えればこの３色で何色でも作ることができるのです。( 赤、青、黄のことを３原色といいます。)

私たち美容師は、３原色を操り、お客様の髪を自由自在に染めさせていただいております。

ヘアカラーをされるお客様の後ろで、私たちが混ぜ混ぜしているあのカップの中には、この３原色から生まれたあ

りとあらゆる色がキラキラと混ざり合っているんですよ。

★ 色 の 原 点 に つ い て ★

三 原 色 を 理 解 し よ う

どの色を混ぜても絶対に作れない３つの色を三原色 ( プライマリーカラー ) といいます。神様が造った色の祖先と

いってもいいでしょう。

この 3 色を絵の具のように混ぜ合わせて見るともっとたくさんの色が作れるのです。ちなみに光の三原色はレッド、

ブルー、グリーンで 3 色が重なると透明の光になります。( フシギ…)

色は重ねて混ぜる程、暗く、濁って暗くなる傾向があります。（絵の具でやってみては？？）もともと全ての色はこ

の 3 色からできているんです！ みなさんもカラーをする時に“色”にこだわって見てはいかがでしょうか？ 似

合う色・ヘアカラーを私たちスタッフと一緒に探していきましょう !!!

ブルー…空の色

レッド…夕日 イエロー…お日さま

情熱的  行動的   生命力  エネルギッシュ  活動的

ヘアカラーでは→強い、艶感、鮮やかなどの印象があります。

ピンク系・オレンジ系・ヴァイオレット系など

平和  コミュニケーション 涼しい クール 落ち着き

ヘアカラーでは→明るい髪は透明感。暗い髪には深み、くすみ

などの印象があります。アッシュ系・パール系など。

歓び 幸せ 元気 暖かい

ヘアカラーでは→軽い、透明感、ダメージ !? などの印象があ

ります。ゴールド系など

赤
のもつイメージ

黄
のもつイメージ

青
のもつイメージ

カラー特集
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またまた 仲間が増えましたまたまた 仲間が増えました
４月３日（火）に 79 人の新しい仲間が増えました。その後、４・５・６日と新人研修が行われ、
そこで、社会人としての在り方など学びました。今回はその風景をお伝えいたします。

会長の話をみんな真剣に聞いています。 個人発表です。

沢山の技術取得をする為、練習の日々です。早く一人前の美容師になるために日々葛藤しています。
見かけたら、どうぞ一声かけてください。よろしくお願いします。

店舗ごとに分かれて発表します。

新入社員入社しました。

またまた 仲間が増えましたまたまた 仲間が増えました

ためになるなぁ～

どんな研修か不安が
いっぱいでしたが、多
くの先輩の指導や同期
の仲間と協力して頑
張りました。これから
は多くのお客様に気に
入っていただけるス
タッフになれるよう努
力していきます。

いろいろお話を聞いて、大変勉強になりました。
私も会長みたいな人になりたいです。 みんな自分の気持ち・感想を正直に発表します。

目標を決めて、サロンでの役割を明確にします。

店長が聞いている
から緊張するなぁ
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①多田　照美
② !? 歳③愛知県④店長⑤た
だっち⑥買い物⑦Ｗⅰⅰ⑧こ
ころに花を人に愛を⑨老後は
ハワイで暮らす

①吉岡　由香里
② 30 歳③愛知県④チーフ⑤
よっしー⑥ＲＥＧＧＡＥ⑦梅
酒⑧ LOVE ＆ PEACE ⑨世
界の人たちと仲良くなる

①太田　健
② 29 歳③愛知県④チーフ⑤
ちりちり⑥断食⑦リバウンド
⑧有言実行⑨ニュージーラン
ドで農家をする

①村井　秀章
② 27 歳③愛知県④スタイリ
スト⑤村Ｐ⑥ゲーム⑦ガンダ
ム⑧ LOVE ⑨大型バイクで
日本温泉旅行

①堀田　基樹
② 27 歳③愛知県④スタイリ
スト⑤ほっしゃん⑥旅行⑦
ラーメン⑧何かに勝つ！⑨イ
タリアに別荘とプライベート
ジェットを持つ

①中村　洋子
② 23 歳③愛知県④スタイリ
スト⑤よーこちゃん⑥買い物
⑦ドライブ⑧前向き⑨将来は
オーストラリアで暮らす

①河内　環
② 23 歳③愛知県④スタイリ
スト⑤くりくり⑥洗車⑦読書
⑧パウダースノー⑨老婆に
なってもボーダー

①加藤　里実
② 23 歳③愛知県④スタイリ
スト⑤さてゅ⑥映画⑦ボード
⑧出会いは財産⑨生涯美容師

ＴＪ天気予報 大府店 スタッフ大特集!!
みなさんお元気ですか？ 前号はお休みしまして、楽しみにされていた方申し
訳ございません。
今回は９ｔ大府店です。
新人も入り、お店も若返り、今まで以上に楽しく元気にやっていきます。
それではどうぞ。 ＴＪ天気予報 ９ｔ 大府店

①小島　恵美子
② 26 歳③愛知県④スタイ
リスト⑤コジコジ⑥放浪⑦
シュークリーム⑧人生 40 歳
までリハーサル⑨沖縄移住し
ます

①西森　寛也
② 22 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤ニッシー⑥子守り⑦間
食⑧家族愛⑨外国に住む

①武藤　まどか
② 23 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤マドちゃん⑥妄想⑦Ｘ
のビデオ観て泣く⑧ありがと
う⑨セ・レ・ブ★

①矢野　裕子
② 22 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤やのっち⑥ものまね⑦
名古屋弁⑧スマイル⑨プロ野
球選手と結婚する

①田原　恵美
② 22 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤たぱらん⑥旅行⑦コブ
クロ⑧一日一善⑨豪華客船で
世界一周

①室屋　里沙
② 21 歳③大分県④アシスタ
ント⑤リー⑥飲み会⑦ビデオ
鑑賞⑧人生はギャンブル⑨一
人でのんびり仕事する

①蟹江　祥子
② 21 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤カニカニ⑥料理⑦韓流
ドラマ⑧素敵な笑顔⑨ご飯を
おいしいと食べてくれる旦那
様と結婚

①佐藤　加奈
② 21 歳③北海道④アシスタ
ント⑤かなっぺ⑥映画鑑賞⑦
ＰＳＰ⑧住めば都⑨外人さん
と結婚

①山田　亜未
② 21 歳③岐阜県④アシスタ
ント⑤あみにゃん⑥一人でい
る⑦１ℓの涙で泣く⑧なせば
なる⑨平凡な幸せをつかむ

①岡崎　愛可
② 21 歳③北海道④アシスタ
ント⑤おかＰ⑥酒⑦大爆笑⑧
笑う門には福来たる⑨好きな
ものに囲まれて暮らす

①古賀 淳嗣
② 20 歳③福岡県④アシスタ
ント⑤コガッチ⑥釣り⑦ゆっ
くりコーヒーを飲む⑧挑戦
者 !!! ⑨ＴＪ天気予報を福岡
へ！

①田之上　健太
② 21 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤けんちゃん⑥音楽鑑賞
⑦フリスク（ライムミント味）
⑧なるようになる⑨笑顔で人
生をまっとうする

①中尾　達也
② 21 歳③鹿児島県④アシス
タント⑤たっちゃん⑥散歩⑦
料理⑧マイペース⑨美容師を
末永く続ける。

①垰村　俊宏
② 20 歳③山口県④アシスタ
ント⑤タオ⑥ DVD 鑑賞⑦サプ
リメント⑧十人十色・笑顔！
⑨一生美容師！

　ご愛読いただきありがとうございます。新人が入り（全員男ですが…）活

気に満ちあふれています。フレッシュなパワー全開でがんばっています。

　これからもＴＪ天気予報そして９t（大府店）をよろしくお願いします。

9ｔ心
ゴコロ

ＴＪ天気予報　大府店　多田照美

スタッフ紹介　ＴＪ天気予報大府店

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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こんなお店が出来ました。

編集部からのお知らせ

私達の 20 番目の仲間、TJ 天気予報小牧店が、４月 11 日（水）に OPEN しました。
今回の小牧店は、TJ 天気予報では初めての試みがいっぱいです。
岐阜県可児市にある TJ 天気予報のスパエステ COCOA が、小牧店の中にも併設されており、またフラット式のシャン
プー台でヘッドスパなどが楽しめるスペースや人気の個室や半個室などがあり、いろいろなご要望にお応え出来るお店
になっています。

４月11日（水）
小牧店OPEN!!

編集部からのお知らせ！（小牧店 OPEN しました！）

店内図店内図

こんなお店が出来ました。こんなお店が出来ました。

オープニングスタッフ

店舗外観

店 内

こんにちは！小牧店スタッフです。

美容室ＴＪ天気予報とスパエステ Cocoa で

髪も体もきれいになって下さい。

TJ天気予報

最大級の大きさです。

いろんなご要望にお応えできる

スペースがいっぱいあります。

ストーンスパ

店内図

ベンチスタイルのストーン
スパで、おしり・足を遠赤
外線・マイナスイオン効果
の W 効果で体を芯から温
め、「血液浄化」「細胞の活
性化」「免疫力アップ」「自
律神経の調整」などの作用
で注目されています。

40分 ￥1,000（税込）

1

２

４

３

５

６

７ ８

５

４

10

11

９

９

４

10 ヘッドスパルーム フラット式のシャン
プー台で、今までに
ない最高峰の心地よ
さを提供し深いリラ
クゼ－ションへと導
きます。

『YUME』…
リラクゼ－ション
ヘッドスパルーム

11

スペシャルルーム
プライベートルーム
カウンセリングルーム
セットスペース

1 シャンプー台
フットマッサージスペース
シャワールーム
待ち合い室
エステリラクゼーションスペース

２

３

４

５

６

７

８

９


