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� ハッピータイムズ

この間、名古屋城と名城公園に散歩に行っ
　　てきました。大自然とまではいきません

が、多くの木々、花々に囲まれ非常に癒され

ました。また、感覚を呼び覚ましてくれたよ

うな気もしました。自然の前で無防備になれ

るからでしょうかね。

　毎日の生活の中で、ほとんどの人がいろい

ろなストレスにさらされているといわれま

す。ストレスがあると、心を守るために心の

中に壁を作ってしまいます。すると、ストレ

スから自分を守ることはできますが、同じ
ように良いことも壁に阻まれて感じ
られなくなります。そういう経験はあ
りませんか？

　でも、自分を守らなくてもいい環境にいれ

ば、心も体も開いていきます。例えば、南の

国のリゾートの浜辺を歩いているとします。

　皆様、こんにちは！ 今月は先月に引き続き、２ヶ月連続のハッピータイムズです。
　最近、皆さんはお休みには何をなさっていますか？ 私は休日はだいたい、野球観戦にナゴ
ヤドームに足を運んでいます。コーラに焼き鳥が定番メニューです。かなり、おっさん化し
てきています…ビールで無いだけ、セーフだと思っておりますが（笑）先日、いい席が取れ
まして、応援団のすぐ近く、総立ちでそれぞれの選手の応援歌を唄い、メガホン片手に声援
を送っておりました。はしゃぎすぎて、次の日、筋肉痛になってしまいましたが…（笑）
　そして、ついに、念願のミスター Dragons 立浪選手のＴシャツ＆ユニホームを買ってし
まいました !! 着ていくのが楽しみでしょうがない今日この頃です。
　いつもながら、私事におつきあいいただきましてありがとうございます。では VOL.33
スタートです !!

どんな気持ちでどんな歩き方をしているで

しょうか？ びくびくしながら、背中を丸め

て歩いていますか？ 違いますよね。皆、自

然と開放的になって、背筋がピンと伸びて、

遠くを見て歩きませんか？

　大自然の山や海も同じです。そういう場所

に行くと自然に意識が外に向き始めるそうで

す。周りにある木々の色、香り、空気のにお

い、空の色、花の甘い香り、小鳥のさえずり、

土を踏んだときの感触、波の音などを感じら

れるようになります。自然と五感を取り戻す

ことができます。自然に触れると、普段、無

意識に働いている防衛機能がとれます。そし

て、さまざまな感覚を感じられるよになりま

す。

　すると、心が次第に、澄み渡ってきます。

そして、静かな空気、空間の中でじっと自然

の声、自分の心の声に耳を澄ませることがで

きるようになります。

　この間、小旅行に行ったときに、露天風呂

があって、入りました。すごく疲れている

ときで、私は、疲れているときは、お風呂に

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

大自然は感動体質をよみがえらせる
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ちょっと長めに入り、自分と向き合います。

私だけかもしれませんが、お湯（水）は、心

身ともに癒してくれます。気持ちを凄く落ち

着かせてくれます。その日も、木々を見なが

ら「ぼーっ」していました。すると、緑のに

おいが「フワッ」と風に乗ってやってきまし

た。なんともすがすがしくて、いろんな種類

の木があったので、場所を移動しながら香っ

て見ると、木ってこういう香りをもってたん

だなって。１つ１つ、違う香りだったんだと

感じました。そして、いかに日々の生活がセ

カセカとしていたかを感じました。道路に

当たり前に植えてある木。普段、車で通ると

きはただ素通りするだけ。出勤途中の道路の

木、時間に追われて、毎日の木や葉の移り変

わりにも気付かない。香りも感じない。でも、

水をあげると、「フワッ」と香りがたちます。

木や葉たちも生きているんだなって感じるこ

とができます。

　露天風呂につかりながら、自然の中にいる

と、とらわれていたものがまるでたいしたこ

とのないように思えてきました。雑念が取り

払われ、自分の心と向き合えるからでしょう

か。私にとって、自然の木々と水、いえば露

天風呂が自分を浄化できる場所です。

　自然と触れ合うと、会社や友人、恋愛関係

などで悩んでいた事が、本当はたいしたもの

ではなかったと気付いたり、本当に大切
にしたいものを発見できたりします。
　もし、最近「長いこと、自然の音や香りに

ふれてないな～」と思われる方がいらっしゃ

いましたら、ちょっと足を伸ばして、大きな

公園などに行ってみてください。生命のある

ものに触れることで、生命のある自分自
身を取り戻すことができます。一生
懸命頑張ったり、悩んだり、前へ前へ進んで

いく事は凄く大切です。でも、もし何かに行

き詰っているなら、自然の声、自分の声に気

付いていないのなら、ほんのちょっとでいい

から、立ち止まって、自然のいろんな温度を

感じて見てください。

　「感情・感覚」は、ふとした拍子
に沸いてきます。まずリラックスする事
が大切です。それにふさわしい場所は、広く

て、優しくて、ゆったりとした大自然の中で

す。是非、自然の優しさに囲まれてみてくだ

さい。

　自然がオススメですが、どうしても無理

だって方は、音楽でもいいです。音楽は人に

インスピレーションを与え、無意識や潜在意

識に抑圧された感情、痛み、そしてビジョン、

夢を思い出させてくれる素晴らしいものだか

らです。

　音楽を聴いて癒されること、パワーをもら

うことがあります。音楽は人の心に訴えかけ、

感情が共鳴するからです。

　音楽は私達が理性では把握しきれないよう

な、表現しきれないような感覚をよみがえら

せ、気付かせて、伝えてくれます。音楽は私

達の心の深い部分に響きます。

お気に入りの音楽は皆さんあるとは思います

が、元気になりたいとき、勇気がほしいとき

の曲、悲しみを浄化してくれる曲、癒してく

れる曲、ハッピーになる曲、リラックスでき

る曲など見つけてみるのもいいと思います

よ！

編集長モジコのあいさつ
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王子こと
堤　哲郎です。

皆さんこんにちは !!　王子です !!
いや～今年の夏は暑いですね～！ ５月からすでに暑かったですもんね！ ＧＷ明けに動物園に行ったの
ですが、その日一日でバッチリ日焼けしてしまい夏前なのにすっかり色黒になってしまいました…。

ただでさえ地黒なのに（泣）皆さんはどんな風にＧＷを過ごされましたか？
かなり暑くなりそうなこの夏を乗り切るためにスタミナのあるものを食べて元気に行きましょう !!

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き !!
今回は「こだわり」を持っているお店で食べ歩いてきました!!

またまた梅雨の季節がやってきました。ホント時間のたつのは早いですね！ ついこの前まで寒かったのにすっかり夏の日差しです。皆さ
んは夏・冬どちらがお好きですか？ 僕はどちらかというと冬の方が好きなのですが、イベントごとや外に出てはじけるには夏が最高です
よね !! 身も心も開放的になるこの季節、ばてないようにしっかり体力つけないといけないですよね !! そんな訳で暑さにも負けず食欲がわ
いてくるようなものをどんどん紹介していきます！ 皆さんもしっかりついてきてください、ではどうぞ !!

　やっぱり何かしらこだわりを持っているお店っていいですね～。しかも今回はやりすぎてない感じが良かったです。皆さんも日常の中
のちょっとした贅沢をしに是非行ってみて下さい。ちょっと「洋食屋さん」が身近になりますよ！
　さてさて、まだまだ「こだわり」シリーズどんどんいきますよ！ 次はどんな「こだわり」を探すか色々考え中です。皆さんもどんどん
意見ください！うちの近くにこんなとこがあるよ！ なんて意見大歓迎です！ いろんなお店の譲れないこだわりを求めてどこまでも行きま
す。もちろん独り占めはしませんよ！ 皆さんで共有して楽しみましょう！ では、また次回に…。

　今回から「こだわり」を持っている
お店ということで食べ歩いているので
すが、今回お邪魔したのは一宮市にあ
る「洋食屋ムライ」さんです。
　レトロなお店のつくりと料理の味に
こだわっているお店です。閑静な住宅
街の一角にあるお店なんですが、とて
も外観からは想像がつかない店内です。
シンプルなつくりに大きなイスとテー

ブル、もちろん全て木製です。そして何より小学校で昔見たようなレトロ
な振り子時計。これだけでも癒されるような空間でした。
　そしてこれまたレトロなメニュー表を開いてみると洋食屋さん特有のメ
ニューがずらり！ どれも惹かれるものばかりです !! その中で今回は欲張り
な僕にはぴったりな‘２品定食’を頂きました。これはライスかパンに
スープか味噌汁、さらにサラダがついた上で好きなおかずを２品選べると
いう内容です！ 今回はその中からハンバーグとメンチカツをチョイスしま
した！ どちらも大好物です。定食なので一人前よりミニサイズがのってく
るのかなと思っていたら、ハンバーグもメンチカツもしっかり一人前でし
た！ 肉汁のあふれ出るハンバーグを目にしたとたん食欲はマックスです !!! さっそく一口…柔らかい！ そしてジューシー !! これぞ
ハンバーグって感じの絶品でした！ それだけでも感動したのにさらに次に食べたメンチカツがこれまた決め細やか！こんな繊細な
メンチカツは見たことない！ってくらい細やかな食感、しかもそれでいてこれまたボリューム満点！ 最高に幸せでした !! その後は
もう無言です。一気に平らげ「うまかった～」と合唱してしまいました。（笑）
　次は違うメニューも食べにきたいなって素直に思いました。すごく気張った感じではなく日常の中で寄りたい空間です。それでい
て味は特別って最高じゃないですか？ ナンカ暖かくなりたいな～って思ったら寄ってみてください。結構時間帯によっては混んで
るかもしれませんが相当長くない限り待つ価値はあると思います。日常のなかにちょっとした癒しと満腹の空間を…。ぜひチェック
してみてください！
　住　　所／〒 491-0831　愛知県一宮市森本 4-23-7　プリムローズ B　　　　 電　話／ 0586-81-2244
　営業時間／ AM11:00 ～ PM2:00　PM5:00 ～ PM9:00（ラストオーダー）　　 定休日／第 2・4 木曜日

今回は一宮市にお住まいの青山様からのご紹介です。

「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

一宮市森本4-23-7　プリムローズB

洋食屋 ムライさん
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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

■ 衣装協力 ■

�007年夏ＴＪ天気予報ニューヘアライン

～夏髪･夏色届きました!!～

2007年夏、TJ天気予報が提案するサマーデザインは梅雨の影響でおさまりが悪くなる、クセ・ボリュームをコントロールし、扱いやすい髪質
に整えるＷパーマ・デジストカールや依然と人気の高いストレート・縮毛矯正もお勧めです。夏の強い日差しにも負けない、ツヤ感のある暖
色系のカラーリングとストレートベースの髪型にデザイン性をUPさせるウィービングカラーも相性がいいです。
この夏のファッショントレンドに合わせて、あなただけの夏髪を提供します。
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�007年夏のキャンペーン

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 ～

１本 500円（税込）
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�007年夏のキャンペーン
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ストレートキャンペーン
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デジストカール登場
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Wパーマ登場



保湿 (50分)
　 ￥5,000
小ジワ乾燥ジワにハ
リを与え、柔らかなお
肌をとり戻します。

ビタミン (50分) 
　　   ￥5,000
豊富なビタミンをお肌に補
給。
大人ニキビや疲れたお肌を
鎮静・改善します。

水分補給 (50分)
　　    ￥5,000
肌荒れ・水分不足・小ジワを
改善。
透明感のあるキメ細やかな
素肌へと導きます。

ベーシックフェイシャル 選べるオプション

さらに

30分￥3,80030分￥3,800

フェイシャルトリートメントは脳に近い部分なので非常にリラクゼーション効果が高く、精神的にお疲れの方、特に最近無表情になって笑ってないかも
…なんて方にはとてもオススメです。顔の緊張がスーッとほぐれていくのを感じて頂けると思います。また肩こりのひどい方などは眼精疲労や頭痛を
お持ちの方も多いのでそのような方にも是非、体験して頂きたいです。なお、cocoaのフェイシャルはお客様お一人お一人にふさわしい化粧品をお
選びしてトリートメント致しますのでご安心ください。

お肌の手入れは歯磨きと同じです。
毎日きちんと、しっかりすることで
5年後・10年後必ず変わります。ず
っとキレイでいてほしいから

●お試しキット
　（1カ月用)

￥6,300→￥5,040

クレンジング、化粧水、
乳液、角質除去、4本が
セットになっています。
もちろん！お肌に合った
ものをお選びいたしま
す！まずは1か月試して
みてください！！

〒509-0203 可児市下恵土字中土居807-1番地
営業時間／平　 日 11：00～20：00
　　　　　土・日・祝 10：00～20：00
　　　　　※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。
定 休 日／月曜日
　　　　　※月曜祝日の場合もお休み
　　　　　　させていただきます。

〒485-0046 愛知県小牧市堀の内2-66
営業時間／平　 日 10：00～19：00
　　　　　土・日・祝  9：00～19：00
　　　　　※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。
定 休 日／月曜日
　　　　　※月曜祝日の場合もお休み
　　　　　　させていただきます。

（ＴＪ天気予報小牧店内）

＋

＋

2つセットで￥4,200ベーシックフェイシャル
（いずれかひとつ）

選べるオプション
（いずれかひとつ）＋

＋ ＋

お肌に合わせたものでALLハン
ドテクニックでやさしくクレンジン
グします。

エッセンシャルオイルでリンパドレ
ナージュ。（お肌に負担をかけな
いやさしいマッサージです。）

アミノ酸の潤いたっぷりのシート
状マスクで肌に潤いを与えます。

お肌に合わせた化粧水+乳液で
お仕上げ。

クレンジング マッサージ 仕上げローションパッククレンジング マッサージ 仕上げローションパック
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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。

最近
色黒に
なりました。

Q1「シャンプーの後には

　　　　　　何を使うといいのかな？？」

★お客様からの素朴な疑問 　～スタイリング・ホームケア編～

「シャンプーのあとにつける物って
色んな種類があるけどみんな同じじゃないの？ どう違うの？？」
最近良く耳にする疑問です。確かにいろんな種類がありますよね？
今回は解かり易いように大きく３つに分けて説明していこうと思います。

シャンプーは大体単品ではなくセットで売っていることが多いですよね？ そのシャンプーの相方を良く見てみると大きく３つ
に分けられます。

いかがでしょうか？なんとな～く解かっていただけましたか？ それぞれの特徴がわかると、髪の状態やアドバイスに応じて使
いわけることができますよね？ 例えば日頃のお手入れ方法には「コンディショナー」でシンプルケアをし、週に一度は「トリー
トメント」でしっかりケアーするのもひとつの手ですし、ダメージをしっかり直したいのであれば「トリートメント」をしっ
かりもみこんで「リンス」でコーティングするのもありです。ただし、髪の毛は内部からしっかり直すことが重要なので「リ
ンス」のみではあまり効果は期待できないのでご注意を ! また、前回も少し述べましたがトリートメントの中に「ヒートプロ
テイン」や「シリコン系」の成分が入っているものは要注意です !! パーマやカラーが思い通りに行かなくなってしまうので…。
その他もっと知りたいことがあればお気軽にスタッフにお尋ねください !!

　それぞれの役割を説明しましょう！

よ～く思い出してみてください、「あ、そう言えば！」って思いますよね？ そして、今お家でお使いのものは何かを確か
めてみてください。

❶トリートメント　　❷コンディショナー　　❸リンス

❶トリートメント
トリートメントという言葉には実は「治療する」
という意味があります。作用としては髪の内部に
作用し内側から健康な髪をつくってくれます。栄
養分や潤い成分が多く含まれているので、髪のサ
プリメントになります。

トリート
メント

タ
ン
パ
ク
質

トリート
メント

脂質

❷コンディショナー
コンディショナーとは一言で言えばトリートメント
効果のあるリンスです。髪の外部へのコーティング
作用がメインですが、内部にも浸透していきます。
ただしトリートメントほど栄養の補給量はありませ
ん。使い続けることによって効果を発揮します。

コンディ
ショナー

コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ー

脂質

❸リンス
基本的に髪の毛の外部に作用します。表面の
キューティクルを整え、すべりや滑らかさを髪に
与えてくれます。シャンプーした時点で髪の表面
から流れ落ちます。

リンス

リ
ン
ス

コーティング

お客様からのＱ＆Ａ　日頃の疑問にお答えします !!

髪
の
内
部
に
し
っ
か
り

浸
透
し
修
復
。

髪
の
表
面
と
一
部
内
側
に

入
り
保
護
。

髪
の
表
面
を
き
れ
い
に

コ
ー
テ
ィ
ン
グ
。
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皆さん、こんにちは！ だんだん蒸し暑くなってきて髪も収まりにくい季節がやってきましたね☆
梅雨時は皆さんやっぱりストレートパーマをかける事が多いんではないでしょうか？？

今回の特集はストレートパーマに合わせたカラーの特集と
前回から始まった色についての解説をしていきます。

まずは、ストレートパーマスタイルの特徴を見直して行きましょう。

ス ト レ ー ト パ ー マ の 特 徴

ヘアカラーはファッションだけでなく、ココロにも大きな力を与えてくれるんですよ。
似合わないと思っている色でも、配合を調節したり、ホイルワークを加えたりして私たちは似合わせることができます。もし、
自分が求める色がございましたら、気兼ねなくおっしゃってくださいね。

オレンジの中に含まれるレッドが活力をアップさせ、イエローが体を動かすことを楽しくさせて
くれます。精神的な痛みをやわらげてくれる効果もあり、心が明るく元気になりたいときにオス
スメです。ヘアカラーだと、鮮やかで若々しいフレッシュなイメージのカラーになります。明る
さによっても見え方が違いますが、肌の色がやや黄味がある人にはよく似合う色です。春～夏に
かけては非常に人気のある色です。

オ
レ
ン
ジ

★ 色 の 勉 強 会 第 ２ 弾 ★

　メリット……髪に艶感が出る・おさまりやすくブローが楽・スタイルの幅が広がる
　デメリット……毛先のダメージによる乾燥・明るくなりにくい・スタイルが一定になる

などの特徴があげられます。

ストレートパーマのかかっている髪の状態と通常の髪の状態とは素材がまったく別物となっています。通常の状態よりもダメー
ジを受けやすく、繊細な状態になっているのです。ですから、なるべくストレートパーマをかけられた日のカラーはまた後日
に延期する事をおすすめします。ですが、どうしても同時に行いたい場合などは、トリートメントとカラーを同時に行うファー
ストカラーや根元カラー（リタッチ）＋トリートメントカラー（トナー）などの髪に負担が少ないカラー
がおすすめです！ もちろん、その後のホームケアも非常に重要になるので家でもトリートメントなどは忘れずにしっかり行っ
て行きましょう！

それから形の変化の少ないストレートスタイルが飽きてしまいスタイルに変化を求めたい方
には、髪にスジ状にヘアカラーを行うウィービングカラーがおすすめになります。
髪を明るく見せたい人にはスジ状に明るくカラーを入れ全体を明るく見せることもでき、ダ
メージも押させる事ができます（右図参照①）
更に艶感を求めたい人には、部分的に鮮やかな色や深みのある色をはさみ、艶感を倍増する
ことも可能なのです（右図参照②）
これからの季節、ストレートも多くなってくると思います。少しでも負担を抑えて、自分好
みのオシャレカラーを楽しんでみてはいかがでしょうか！？ ストレートスタイルのみに限ら
ず皆さんもどんどん色々なカラーにチャレンジして下さい。きっと綺麗になりますよ★

前回は三原色についての紹介をさせていただきましたが、今回は三原色の赤、黄、青の２色を混ぜてできる色、オレンジ、グリー
ン、バイオレッドについて紹介します。これらを第２の色、セカンダリーカラーといいます。

美意識が高くなり、気品のある美しさが漂うようになります。そして、悲しみを味わったときに求めら
れる色でもあります。特に女性は、好きな人に裏切られたり、愛されなかったりすると悲しみを溜め込
んでしまいます。そんな時にバイオレッドがやさしく心身を癒してくれます。ヘアカラーだと、深みの
ある艶やかなイメージのカラーになります。黄色味を抑える効果があり、上品な仕上がりです。肌の色
は色白の方や、やや青味がかった人によく似合います。やや暗めなので、秋～冬にかけて人気です。

バ
イ
オ
レ
ッ
ド

自然をイメージし、穏やかさを連想させてくれます。
寝不足や肩こりにも効果的で、安心したり、眠ったり、怒りの感情をという重荷を手放せるよう
になります。ヘアカラーだと、グリーンを表現する事が難しく、少しくすみのあるマット系の色
になります。肌の色は黄色味、青味どちらにも対応できますが、暗すぎるとやや肌色もくすんで
見える傾向があるので、カウンセリングなどでご相談ください。

グ
リ
ー
ン

イエロー

カラー特集

 甲斐田 と  三好 です。
（稲沢店）　（可児店）

①

②

明るさの
違いで
表現します。

色味の
違いで
表現します。

ブルー

グリーン

オレンジ

レッド

バイオレッド
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TJ天気予報スポーツ大会
第4回スポーツ大会　小牧パークアリーナ

５月７日（月）小牧市にある小牧パークアリーナにて、恒例のTJ天気予報スポーツ大会を実施しました。各店のスタッフが一同
に集まって、綱引き、縄跳び、障害物リレーなど様々な競技で競います。上位チームには賞金、最下位チームには会場掃除の
罰ゲームが待っているので皆真剣です!!

ＴＪ天気予報スポーツ大会

キグルミを着た司会者の三人が踊
ります。た～らこ～た～らこ～♪

Ｔシャツは各店
自作です。競技
とは別にTシャ
ツでの審査もあ
るので、それぞ
れ面白いTシャ
ツを作ってきま
した！

一番大変だったのが綱引きです。両チームに力の差がな
いと持久戦になり、かなりのスタミナを消耗します…

小さな子も
がんばります！

優勝チームは
5mm 春日井
店でした！
おめでとうご
ざます！

輪になってボー
ルを転がし、何
回繋がったかを
競います。
地味ですが結構
難しいです…

恒例の体操のお兄さんは
今年も日進店の池田が担
当します。今年はアン○
ンマンの格好で登場しま
した！

開 会 式

大 縄 跳 び

バレーボール綱引き

閉会式

遊びも仕事も
一生懸命 !!
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①日比野　哲二
② 34 歳③愛知県④マネー
ジャー⑤てっちゃん⑥宇宙
⑦ 2012 年問題⑧明日天気に
なーれ⑨旅行して、人と友達
になる。

①森　玲子
② 35 歳③岐阜県④副店長⑤
れーこ⑥ダイエット⑦さんぽ
⑧だいじょうぶだよ !! ⑨テ
レビの 1シーンの実現

①永井　里依
② 25 歳③愛知県④スタイリ
スト⑤永井さん⑥ハムちゃん
としゃべること⑦城⑧いい感
じ？うっそマジ？⑨お母さん
になること。

①稲葉　由希恵
② 24 歳③宮崎県④スタイリ
スト⑤ゆきえ～⑥音楽、ドラ
イブ⑦くつ⑧不言実行⑨外国
で暮らす !!

①岡本　幸子
②2●歳③岐阜県④スタイリ
スト⑤さっち⑥寝ること⑦
ファミコン（やったことな
いけど）⑧まぁ、いいんやな
い？さっちでーす⑨彼氏を作
ること

①佐藤　雅俊
② 24 歳③愛知県④アシスタ
ント⑤社長⑥車、バイク⑦プ
リズンブレイク⑧理想と現実
⑨お金持ちになること

①三好　明梨
② 23 歳③岐阜県④アシスタ
ント、カラーリスト⑤ピヨ、
ミヨッピー⑥縫い物⑦黒い
トランプ⑧萌 ⑨独立するコ
ト。

ＴＪ天気予報 可児店 スタッフ大特集!!

こんにちは。今回は１コ（可児店）です。朝早くから夜遅くまで、頑張っています。

個性豊かな面々がそろっていて、いつでもにぎやかで楽しいお店です。
ＴＪ天気予報 １コ 可児店

①大谷　優
② 25 歳③岐阜県④アシスタ
ント⑤おーちゃん⑥服、音楽
⑦変わったアクセサリー⑧
Happy ☆⑨ café つくる♪

①梅　梢
② 22 歳③佐賀県④アシスタ
ント⑤梅ちゃん、マル⑥ＤＶ
Ｄ鑑賞、買い物⑦現実逃避⑧
僕⑨一緒にバカして、頼れる
人をみつけること。

①加藤　香
② 23 歳③岐阜県④アシスタ
ント⑤かおりん⑥ドライブ、
買い物♪⑦ストレッチ＆マッ
サージ⑧自分を信じる⑨ずっ
と幸せであること。

①波多野　浩行
② 22 歳③北海道④アシス
タント⑤はたっち⑥カメラ⑦
ダイエット⑧イケメンですね

⑨一流になる

①山本　孝幸
② 22 歳③福岡県④アシスタ
ント⑤もるりん、山⑥ドライ

ブ⑦ギター⑧ ⑨一人にな
る事。

①竹内　かおる
② 22 歳③鹿児島県④アシス
タント⑤竹⑥読書⑦一人の時
間を大切にすること⑧十人十
色⑨自分の子供の髪を切るこ
と !!!

①竹中　舞
② 21 歳③福岡県④アシスタ
ント⑤ＢＯＯ⑥ＤＶＤ鑑賞⑦
ストレッチ⑧がんばるな　無
理するな　楽しく⑨結婚して
３人子供をうんできもったま
母ちゃんになることです !!

①中谷　美映
② 21 歳③岐阜県④アシスタ
ント⑤ポチ⑥犬と触れ合う⑦
星を見ること⑧ありがとう⑨
幸せになること

①粥川　幸彦
② 22 歳③岐阜県④アシスタ
ント⑤リンダ⑥音楽鑑賞、買
い物⑦おいしいものを食べ歩
く⑧自由⑨お金持ちになる

①麻下　夕貴
② 20 歳③北海道④アシスタ
ント⑤ミキティー⑥ケーキ作
り、寝る ⑦一人で、まった
りすること。⑧ケセラセラ☆
⑨幸せな家庭を作るです 子
供は双子が欲すぃ

①河内　抄紀
② 20 歳③岐阜県④アシスタ
ント⑤ハイジ⑥寝ること⑦カ
フェオレ⑧なんくるないさぁ
―⑨幸せな結婚をする

①小木曽　佳奈
② 24 歳③岐阜県④レセプ
ション⑤コギー⑥癒しスポッ
トめぐり⑦１日１チョコ⑧成
せば成る⑨生涯２人で…。

　元気いっぱいのスタッフと、アットホームな空間で素敵な時間を過ごして

頂けるお店作りに力を入れてます。

　近くにお立ち寄りの際はお気軽にお立ち寄り下さい。

１コ心
ゴコロ

ＴＪ天気予報　可児店　日比野 哲二

スタッフ紹介　ＴＪ天気予報可児店

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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編集部からのお知らせ

毎年、商品ランキングの上位にランクインしている「ク
リーム PPT」に新しい仲間が増えました。
その名も、【クリーム PPT　moist】　
名前のとおり、従来の商品より、しっとり感がアップ。
今まで物足りなかった人、いまいち
だった人も是非是非、お試し下さい。
軟毛、細毛、ノーマルヘア、ライト
ダメージの人はクリーム PPT（従
来品）、硬毛、広がる人、ダメージ毛、
縮毛矯正毛の人は、クリーム PPT
モイスト（新商品）がお勧めです。
サイズも新しく 600 ｇが仲間入り。
今までにないしっとり感をお試し下
さい。まとまりのあるヘアスタイル
への第一歩です。
※他にもサイズがございます。

TJ 天気予報では、お客様の指名数で名札の色が変わるような仕組みになっています。
その中でも、多くのお客様にご指名をいただいている、アートディレクターと言うランクがあり、たくさんのお客様か
らご指名をいただき、誠にありがとうございます。

TJ 天気予報全店アートディレ
クターは８名いますが、
そのスタッフのカット料金を改
正させていただきます。

その他のスタイリストは、現状の料金のままになっておりますので、大変ご迷惑をお掛けしますが、よろしくお願い
申し上げます。
※一部の店舗では、料金が異なりますのでご了承下さい。

▲アートディレクター黒色の名札

ちょっと早いですが、

8月13日（月）～16日（木）まで
お盆休みをいただきます。
ご迷惑をおかけいたしますが、
よろしくお願いいたします。

いつもたくさんのご利用頂きありがとうございます。オンラインショッピングでは、店頭では、扱いのない商品や限定品、
サロン使用品などそろえております。限定企画もやっていますよ。お店に商品だけ買いに行くのはちょっと…と思われ
る方にもってこいです。
ぜひ、一度のぞいてみてください。お待ちいたしております。

８月12日（日） 通常通り営業

　　13日（月）～16日（木） お盆休み

　　17日（金） 通常通り営業

  オンラインショッピング担当者より　お知らせ

いつもキレイ、ずっとキレイ、本当のキレイ”のために…
髪の悩みの原因の約 40％は「頭皮のトラブル」です

（メーカー調べ）。頭皮のトラブルを予防し、美しい髪
を育む―そこで生まれたのが「薬用」コタセラ。

「薬用」だからこそ頭皮から始める上質のヘアケアが
実現できるのです。
植物抽出エキスを配合し、頭皮のデリケートな方も安
心してお使いいただけます。

編集部からのお知らせ！

http://www.tj-tenkiyohou.co.jp/shop/index.html　　　パスワード　tjtj61

2007 年６月１日より カット料金

4,200 円　　　　4,500円

料金改正のお知らせ

お知らせ②

お知らせ①　～新商品導入～

600g　3,675円

＜医薬部外品＞

シャンプー
200ml
1,890円

トリート
メント
200ｇ
2,940円

６月１日（金）～
６月30日（土）まで

キャンペーン価格
　　     2,940円20％OFF

６月１日（金）～
６月30日（土）まで

キャンペーン価格
1本で

2本で
10％OFF

20％OFF


