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名 前：兼清 美由紀
勤務地：尾西店
信 条：感謝の気持ちを忘れないこと。
TJ 天気予報ってどんなところ？：
人として大きく成長できるところ。
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編集長モジコのあいさつ
今年もあと２ヶ月あまりになってきましたね。年々、日が経つのが早く感じます……
ご自分の年頭に立てた目標などは、覚えていらっしゃいますか？ どれくらい掲げた目標に
近づいていますか？ 私は仕事、生活面といろいろ目標を立てましたが、出来ている事と出来
ていないことがあります。ルーティーン目標と言って、毎日繰り返し行う目標があるのです
が、トイレ掃除と毎朝、母への電話です。コレはほぼできています。繰り返し行っていると、
不思議なもので日課になって習慣になり身についていきます。１つでも多く、良い習慣を身
につけていきたいなと感じる今日この頃です。
では VOL.35 スタートです。

私らしさの方程式

編集長のモジコです

京都では「座禅」の体験をしました。生
まれて初めてしました。 座禅とは「無」

になる事。空にすることです。もし、

修

行 ! !

あなたがコップを使いたいとして、そのコッ
プに、なみなみとお水が入っていては使い物

９月の話になりますが、社員旅行に行って
まいりました。25 日（火）にお休みを

にならない。コップは空ではじめてコップの

いただいたので、多くの皆様にご迷惑をおか
最近は全社で行くのではなく、エリアで行

ストレスがあっては、良いものを吸
収できない、無になって、空になる
事が大切と。住職さんが話してくださいま

くスタイルでして、私は、１コ、３コ、５コ、

した。私達は初めての体験だったので 15 分

７コ、９コ、１ｔ、Cocoa の７店舗のエリ

間、座禅を組みました。初心者の人は、無に

アで、京都、大阪に行ってまいりました。

なるのは難しいので１から順に数を数えて、

けいたしました。申し訳ございません。

用をなす。人間も同じで 雑念や、悩み、

行きのバスは全員絶対に寝ないんです！

何か他ごとが頭をよぎったらまた１から数え

恒例のチーム対抗ゲームがあって、５コの今

なおす。数を数えることだけに集中してくだ

枝マネージャを筆頭に旅行係りの方が何人か

さいと言われ、
スタート同時に心の中で「１、

いて、前日は徹夜でゲームやら旅行の段取り

２、３、４、５……」
「１，
２，
３，
４，
５……」

を作ってくれています。大好評の「今ちゃん

一向に進まない。やってみるとなかなか集中

を探せ」は、今枝マネージャーがどこにいる

できなくて、15 分後、
「集中して数が数えら

かを探すビデオが流れるのですが、今回は砂

れた人？」との問いに、100 人くらいスタッ

場に埋められていて、びっくりしてしまいま

フはいましたが、手をあげた人は１人もいま

した…。その他にもたくさんゲームを用意し

せんでした。

てくれてとっても楽しかったです。
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でも、座禅を体験した後は何だか、スッキ

編集長モジコのあいさつ
リした気分でした。最後に住職さんに「バシ、

三枝さんは、吉本の中でもすごく忙しい方で、

バシ、バシ、バシ」と背中を４回たたいて喝

もちろん休みもなく師匠が行かれるところは

を入れていただきました…。

運転してついていって、修行も大変だと。給

毎日の生活の中で、何も考えずに
じっとする時間って全然取れてない
なと感じました。座禅の時、正しい姿勢で、

料もなくて、自由な時間もない。辛い事もた
くさんある。 でもコレだけは言えるこ

いものが取れた感じでした。家でもたまーに、

とがあって、日本一の師匠につけた。
生まれ変わってもこの師匠のもとで
修行がしたい。と言ってらっしゃったの

座禅を組んでリセットしたりしています…。

がとても印象的で、前日の座禅の時の住職さ

まだまだ、旅行の話が尽きないのですが、
その後はこれまた恒例の
、

んも 修行は大変苦しいもの、形は違

深く深く息をして、それだけで、なんか重た

「宝探し」

その夜の宴会もお店対抗ゲームで盛り上

えど美容師としての修行の時期、そ
れを乗り越えてこそ、今がそして未
来があると。
お弟子さんは今、一歩ずつしっか
りと階段を上っていて、住職さん
は、１つ階段を上り終え、また新た
な階段を上っておられて、私達もま
た、１人１人が階段を上っている途
中で、良い出逢いが出来た事に感謝
しました。
帰りの車内では「家族の大切さ」を教

がって、私の部屋ではなんとトランプで夜中

えられる手紙のプレゼントがありました。遠

の３時まで盛り上がっていて、私はお構い無

方から就職に来ているスタッフのお母様やご

しで寝てしまっていましたｚｚｚ

家族の方からの手紙でした。

ＴＪのスタッフのかわいいところで「え～」と
かじゃなくて嵐山で行ったのですが、何か手
がかりになる地図がないか探してみたり、チー
ムで作戦会議したり、
子供のようでした。私は、
おっさん、おばさんチームにいて、汗だくに
なるほど駆け回り、大雨にも降られ、宝のカー
ドを見つけた！ と思ったら「ハズレ」って書
いてあったり散々でしたが 18 チーム中３位
と好成績だったので良しとします…（笑）

２日目は吉本新喜劇を観に行って、途中の

お母様の子を想う温かい言葉がたくさんつ

バスに吉本のまだＴＶに出たりしていない若

づられていて、思わず泣いてしまいそうでし

手の芸人さんが乗ってこられて「お土産販

た。 遠くにいてもずっと大切に想っ

売」をするのですが、チラホラと購入しただ
けだったので申し訳なかったです。間寛平さ

ている、家族の温かさがジーンとき
ました…。

んと桂三枝さんのお弟子さんがいらっしゃっ

長々と旅行話をしてしまいましたが、良い

て、私達のバスには桂三枝さんのお弟子さん

出逢いもたくさんあった素晴らしい旅行でし

が乗ってみえました。

た。ご来店の際はスタッフに聞いてみてくだ

いろんなお話をしてくださいましたが、桂

さいね。
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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 !!

王子です !!

「あっ」という間に冬ですね～。ついこの間まで「食欲の秋」だ！ なんていって盛り上がっていたの
ですが気付けばすっかり寒くなり冬の到来です。寒さの苦手な方も多いかもしれませんが、
僕は個人的に冬が大好きです！ 冬生まれってのもあるかもしれませんが空気がきれいで身も心も
‘シャキ！’っとします。そんな大好きな冬の到来にテンションの上がる今日この頃です !!

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「オムライス」食べ歩いてきました !!

ビールや冷たい飲み物のおいしい季節も終わり、温かい中で団欒をする季節になりました。四季折々の日本に生まれたことに感謝したく
なるほどそれぞれの季節でおいしいもの・おいしい食べ方がありますよね !! 今回だけでなく季節の変わり目には旬のものはもちろん、同
じ食べ物でも違った楽しみ方が出来ます。常にアンテナを張り続けておいしいものの情報をタイムリーにお届けできるようにしていきま
すので楽しんでください !! では、今回もどうぞ !!

今回も某有名雑誌の編集長の方からのご紹介のお店に行ってきました。

お邪魔したのは名古屋市の名東区にある「洋食のことこと屋」さんです。こ
じんまりとした隠れ家的な場所で温かい木のつくりの落ち着けるお店です。外観を見
てメニュー看板を見ているうちからなんともいえないいい匂いが漂いひきつけられる
ように店内に入りました。平日でしかも、ちょっと遅くなってしまい 9:00 前くらいに
着いたのにもかかわらず３分の２の席は埋まっていました！ メニューを開いてみると
大人から子供まで楽しめるメニューがずらり、しかもリーズナブルなんです！ 相変わ
らず目移りしてしまいそうでしたが、今回はなんと言っても「オムライス」を食べに
来たということで的を絞りました。その中でも特にオススメだった「オムハヤシチーズ」
を注文しました。スープとサラダとドリンクまでがつくセットで 1400 円くらいです。
まずは、スープとサラダが出てきました。スープはシンプルなコンソメベースに黒こ
しょうのスパイスが効いたもので、サラダはオリジナルのドレッシングがすごくおい
しく、特に女性がはまる優しい味でした。
そして、いよいよやってきました「オムハヤシチーズ」！ その名の通りハヤシライス
とオムレツの融合スタイ
ル に チ ー ズ が た っ ぷ り！
しかも、オムレツがか～なりふわふわです !! さっそく１口……「お～いし～ !!」って
思わずビストロの中○君のような叫びをしてしまいそうになるのをぐっとこらえ、２
口・３口と味わいながらも一気に食べていってしまいました！ ハヤシのソースとト
ロフワのオムレツ、そして包まれたチキンライスに加えチーズのまろやかさがジャス
トフィット !! 最高の融合・絶妙なバランスを醸し出していました。
実はこの日某接待のあとに行ったので洋食屋さんの前にカツ丼を食していてグルメ
レポーター並みの食べっぷりだったのですが、それすら忘
れてしまうほどの味わいでした！ さすがに今回はデザー
さん
トは遠慮しましたが大満足です !!（こんだけ食べれば当た
り前ですよね…）
温かい光に包まれた店内でのやさしい味わいの洋食を楽
しむ…。これもまたひとつの冬の形ではないでしょうか。
ぜひぜひ皆さん団欒のひと時を楽しんでください !!

洋食のことこと屋

住
所／名古屋市名東区明が丘 113 サン季世 1F
電
話／ 052-778-5275
営業時間／ 11:30 ～ 16:00（L.O.15:00）、17:30 ～ 22:00（L.O.21:30）
定 休 日／無休

名古屋市名東区明が丘113

サン季世1F

前回のときに次回は「鉄板焼き」の予定とか言っておきながらしっかり内容変わってしまいましたがいかがでしたか？ 今回は今回で良
かったかな～なんて…。自分でフォロー入れてますが…。でも決して手抜きではありませんよ！ ホントに何件か行った中で「これ！」っ
てのを紹介してますので。
そんな訳でどんどんこれからも紹介していきます！ 最近は強力な情報源のバックもありつつ、メジャーではないスポットを教えていた
だける皆さんからの意見も楽しみで、ホントこの仕事やっててよかったな～って思います！ またどんどん情報流していきますので楽しみ
にしていてくださいね !!

パス
だよ タ
!!
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2007年冬のキャンペーン
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２大人気メニュー徹底研究
ＴＪ天気予報
スタッフお勧め！

２大人気メニュー 徹底研究
～

上質なデザインを作る大人のメニュー

よりよいカラーを求める大人のカラー

徹底研究

１

（デザインコース編）

ファーストカラー
ワンランク上の上質なナチュラルカラー

＊ファーストカラーには、デザイ
ンコース・ケアコースがあります。
お客様のご希望に合わせご提案さ
せていただきます。

２

３

＊ファーストカラーはカラー剤に栄養分
を入れます。

＊立体感・艶感などいろんなデザインが
楽しめます。

毛先のダメージ部分に栄養を補給しま
す。

根元の黒い部分に希望の色を塗ります。

髪に立体的な動きをプラスするホイル
ワークをします。

４

５

６

カラーがされている中間～毛先には低ア
ルカリのカラーを塗布します。

綺麗に染まったら、
シャンプーをします。

千秋店の梶上

１

～

です。今日は
オレンジ系の
カラーリング
にします。

＊トナーオンカラーは約５分で終了します。
更にシャンプー台で、色味・艶をプラス
するトナーオンカラーをします。

暖色系のオレンジに！
ファーストカラーは艶と色持ちが断然違い
ます。きれいな色を求める方にお勧めです！

大きめのカール感が手に入る

徹底研究

２

コスメカール

カット＋コスメカール＋トリートメント

本物を求める、大人の良質なウェーブ・カールスタイル

千秋店の植松

１

２

３

毛先のダメージ部分に栄養を補給しま
す。

希望のデザインに合わせ、パーマをかけ
ます。

今回は大きめのカール感が出るデザイン
にしました。

４

５

です。私も大
好きなコスメ
カールに挑戦
します。

髪のダメージを
最 小 限 に 抑 え、
［均質］なカー
ルが表現できる
薬液です。

パーマ液に化粧品登録の
DESIGN COSME を
使用しています。
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＊シャンプー後に専用トリートメントを
します。
ウェーブがキレイにかかったら、２回目
のパーマ液をつけ、その後流します。

髪質・デザインに合わせトリートメント
をさせていただきます。

弾むようなカール感はコスメカールの特徴！
空気感のある軽いカールスタイルは人気の
ヘアスタイル！

ストレートキャンペーン

ハッピータイムズ



スタイリング剤ひとつでイメージが変わります。
プー ト
ン
ン
シャ トメ も
ー
剤
！
トリ ース すよ
ベ で
F
OF

商品 １本10％OFF ２本20％OFF

期

＊一部除外品あり

間

限

定

11月１日木～12月31日月

ＴＪ天気予報で使用しているスタイリング剤は、現在 20 種類ほどありますが、１本の商品を導入するには、たくさんの壁を通り抜けなければいけません。その多くの難関を突破した、プロがお勧めするスタイリング剤を紹介します。

必 ず 、 ア ナ タ の 髪 質 ・ デ ザ イ ン に 合 っ た 商 品 が コ コ に あ り ま す ! !

スタイリング剤の紹介（人気のある12品を紹介します。）

エマル
ジョン

レミノ
スタイリング
エマルジョン7

６

1,680円（税込）
内容量48ｇ
エマル
ジョン

レミノ
スタイリング
エマルジョン10

ロング

８

1,680円（税込）
内容量48ｇ
ワックス

ニゼル
ボールドメイク
クレイsh
1,890円（税込）
内容量100ｇ
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９

動き

10

動きを出しながらパサつか
ず立体的な髪をつくってく
れる。

デザインフレックス
ディグナ
トリートメント
ワックスVA

５

1,890円（税込）
内容量80ｇ

ナチュラル
軽さ

しっかり

軽い質感で動きと束感を作
り 出 し、 ふ ん わ り 上 品 な
カールを求める方には、お
すすめの一品。

ネコ毛でボリュームが出
にくい方におすすめの

ミディアム

キープ

WAX。ハードにかたまり
重くならないので動きが長
時間 keep します。

動き

メンズスタイルにピッタ
リ。
固まりすぎず、しっかりと
動きをつけてくれる。

束感
しっかり

ム ー ス

トリエ
ウェーブフロート
フォーム４

４

1,575円（税込）
内容量200ｇ

ハード

ショート

ミ ル ク

ニュアンス

ショート

ショート

３

1,890円（税込）
内容量100ml

スパイス
ハードワックス
100ｇ/2,100円
（税込）
35ｇ/1,260円
（税込）

ワックス

ショート

デザインフレックス
ディグナ
トリートメント
ワックスMC

セット力

どんな髪にも強調的な束感
やハネ。
長時間キープ！
ＴＪ天気予報で一番のスー
パーハードワックス。

対 象
ヘアスタイル

特徴

ミディアム

つややか

～

ロング

名前・価格
内容量

くっきり

ロング

ゆるやか

ショート

ふんわり

～

2,100円（税込）
内容量120ｇ

ミ ル ク

品

ボリューム

ロング

エアリー

ふんわり

1,680円（税込）
内容量175ｇ

10

ショート

しっかり
ハード

ロング

キープ

スプレー

ニゼル
ライトフォグ
1,680円（税込）
内容量175ｇ

３

ショート

かるい
ソフト

ロング

ふんわり

スプレー

ニゼル
シルキーフォグ
1,680円（税込）
内容量175ｇ

トリートメント成分配合で
補修しながらスタイリン
グ !! パサついてダメージ
のある髪をやわらかくツヤ
のある動きにまとめてくれ
ます。

トリートメント成分配合で
補修しながらスタイリン
グ !! 軽 い 質 感 で ボ リ ュ ー
ムを出しながらふんわりと
仕上げてくれる。

りたてのままキレイに再
現！

ロング

スプレー

ニゼル
ステイフォグ

イメージ

ふんわりやわらかいパーマ
スタイルのウェーブをつく

ミディアム
～

５

ショート

おさまり

自然なツヤ感とナチュラル
スタイルに最適なワック
ス、素髪のような仕上がり
になります。

商

～

レミノ
エアワックス
プリュス

つややか

イメージ

～

ロング

2,100円（税込）
内容量120ｇ
ワックス

ショート

特徴

０

ミディアム
～

３

対 象
ヘアスタイル

～

レミノ
エアワックス
アンバウンド

セット力

～

ワックス

名前・価格
内容量

～

品

～

商

★……トリートメント力

ロング

やわらか

指にくっつかず狙ったとお
りに髪がまとまってくれ
る。あとでブラシを通して
も白くならない！

指が通りながらも、ふんわ
りと浮くような束感を与え
る。

ダメージで硬くなった毛先
をツヤやかにまとめて軽い
仕上がり。

指通り

ハッピータイムズ



美しく・健康でいるための秘訣

10
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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 !!
～番外編～

最近
色黒に
なりました。

Q1「髪は季節で生え変わるの？」
「「髪は一度抜けると
どのくらいで生えてくるんだろう？」
一度は考えたことありません？ずっと生え続けるわけもなく
かといって生え変わっているかもわかんない…。そんな疑問にお答えします。
ウサギなどの動物の冬毛のように、人の髪が季節の変わり目で一気に生え変わることはありません。
人間の毛は、実はひとつの毛穴から 3 本くらい生えているのをご存知でしょうか？

千秋店 店長
堤 哲郎です。

1 本が生まれたての髪、1 本が成長期の髪、そしてもう 1 本が成長を止めている髪です。
成長を止めた髪が抜ける頃には、新しい髪の種がすでに生まれているというサイクルがあり、
このサイクルを繰り返して人は髪の量を維持しています。

髪のサイクル

髪

頭皮
←毛乳頭
成長期
髪を成長させる時期

脱毛 ＆ 新生
活動をはじめ、
髪を発生させる時期

退化期
毛乳頭の働きが
退化する時期

休止期
毛乳頭の活動が休止している時期
こうして生まれた新しい髪の寿命は、女性で４～６年・男性で３～５年になります。この違いは人の寿命にも似ています。
髪も人も同じという生命の神秘ですね！では髪って一体、頭にどの位の本数が生えているのでしょうか？ 何と、普通の人で大
体約 10 万本生えていて、1 日に平均 50 ～ 100 本くらい抜けてしまいます。すごい本数ですよね！ 数えてたら眠れなくなっ
てしまいそうです…。でも、3 本の髪のサイクルが崩れていなければ大丈夫です！ なくなることはありませんのでご安心くだ
さい！
こんな形で意識のないところで髪は常にリフレッシュしています、ご理解いただけましたか？
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カラー特集

こんにちは！ 気温がコロコロ変わるので、皆さんは風邪などひかれていませんか？
昼間は暑く、夜・朝は寒いので体調管理が難しいですね。
私達は、毎日元気に、サロンワークに励んでいます。

秋 冬 の ヘ ア カ ラ ー の 提 案 書
まず、秋を連想させられる秋の色は

甲斐田 と 三好 です。
（稲沢店）（可児店）

こんな感じの色でしょうか。イチョウやもみじ、栗、巨峰…夏の鮮やかなグリーンの葉っぱたちもほんのり落ち着いた感じの色に変身し
ます。そんな「秋」に似合うヘアカラーは落ち着き、深みのある上に挙げたような色ですね。秋を代表する上に挙げたような色が好き、
もしくは似合う人もいれば、ちょっと抵抗がある方もみえますよね。似合う色はその人が生まれ持った肌の色によって決まります。肌の
色が小麦色、オークル系の色の方はバッチリ似合ってきます。お肌が真っ白、ピンク系の方は似合いづらい色となります。

次に冬を連想させられる冬の色は
こんな感じの色になります。秋の色に比べてにごりがなくなり、冬の済んだ空気を思わせるようなビビットな色であることが特徴です。
お肌の色は青白さ、青黒さを持ちイエロー味をあまり感じない人によく似合います。逆にオークル系の肌の人にとっては合わせづらい色
となります。
今年はブラックのワンピースやブーティーに、ビビットなカラータイツを合わせるコーディネートがブームですが、もうすでに挑戦され
ている方はみえますか？ ベルトやバッグなどの素材にはテロテロピカピカした素材が多く使われ、やはり「艶感」は絶対外せないポイ
ントですね。今年の秋冬は「色」ももちろん大事ですが、ホイルワークを取り入れたツヤ感や質感にこだわってみてはいかがでしょうか。
似合いづらい色を似合わせるのがカラーリスト（美容師）のお仕事。お客様一人一人に似合った秋冬のヘアカラーを提案させていただき
ます。

人の肌や色はすべてブルータイプとイエロータイプに分かれています。
今回からまずは自分の“肌色”を詳しく知り、自分に“似合う色”を一緒に探して行きましょう★☆

似 合 う 色 、 似 合 わ な い 色 を 見 つ け よ う

鏡を持ってあなたの目の色をジーッと見てください。

あなたの瞳の色は？
A. コーヒーやカフェオ
レのようなこげ茶もしく
は黄色っぽい明るい茶色

B. 紅茶のような赤っぽ
い茶色もしくは真っ黒

あなたの白目の色は？
A. やや黄味がかったホ
ワイト

B. やや青みがかったホ
ワイトもしくは真っ白

好みなどを捨てて客観的に見ることがポイントです。自然光の入る明るい窓際で見るのがいいでしょう。
この場合、目の色で A タイプになった人はイエローアンダーベース、B タイプになった人はブルーアンダーベースとなります。
目、肌、唇、髪などのもともともって生まれた色を知ることで自分の似合う色、似合わない色が見つかります。
今回は「目」でしたが、肌、唇、髪などの見分け方も紹介していきますので私たちと一緒に似合う色を見つけましょう。
ちなみに秋の色はイエローアンダーの方（A タイプの目を持つ人）がとってもよく似合いますよ♪
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社員旅行

ＴＪ天気予報社員旅行 2007

ベストフォトコレクション

京都のお寺で東大出身の
和尚さんと記念撮影！

旅館に到着 !!

住職さんに竹刀で気合を
入れてもらいました！

痛゛
っ！

浴衣で
京都めぐり

ァ!!

ッハ

ヒャ

皆様こんにちは！
ＴＪ天気予報では９月の24日と25日の
二日間で社員旅行に出かけてきました。
今年はエリアごとに別れ、京都観光、
富士急、白浜など、それぞれのエリアで

大阪名物
くいだおれ人形

別々の場所へ行ってきました！
途中天気が崩れて雨が降ってしまったのが
残念でしたが、スタッフみんな、
めいっぱい楽しんできました!!
バスの中では自作
ビデオを見ながら
チーム対抗クイズ
をやりました！
御殿場で
お買い物♪

富士急で記念撮影！

夜は旅館で宴会
です。
これより先の写真は
お見せできません…

ハッピータイムズ
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ＴＪ天気予報

2007 年社内コンクール

2007 年 10 月 15 日 ＴＪ天気予報社内コンクールが、稲沢市民会館にて行われました。各店対抗戦でフォト部門・アシスタン
トによるウイッグ部門・スタイリストによるモデル部門に分かれて競い合い、総合得点によって、順位が決まります。今回は、
審査員の方々も有名人 ( 雑誌に良く出てくる人達ばかり ) で、緊張しました。お互い刺激しあいながら良いコンクールになりま
した。毎年恒例のスペシャルゲストは、みわあきひろ！？さんでした。

フォト部門 （ 個 人 部 門・店 舗 部 門 ）
テーマにあった
作品を選びます。
作品が多すぎて、
意外と迷ってしま
います。

スタッフも審査します。

１位

２位

２位

店舗 フォトコンクール
入賞作品
いろいろな思考を凝らし、作品を
つくっていきます。
写真撮影も、プロのカメラマンに
依頼したり、スタッフが撮ったり
と様々です。

《尾西店》

《可児店》

《大府店》

《多治見店》

ウイッ グ 部 門
審査員の方々か
ら直接アドバイ
スを頂いて、大
変勉強になりま
し た。 発 見 が
いっぱい。

モデル 部 門
モデルさんを
使って、表現し
ます。イメージ
をどれだけ表現
できるかにか
かってきます。

スペシ ャ ル
ゲスト
会場を和ませてくれた
みわあきひろ !? さん。
（大変失礼しました）
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総合優勝

３ｍｍ尾西店

これもひとえに 3 ｍｍのスタッフ
が団結し、妥協せずに社内コンクー
ルに挑んだ結果だと思います。こ
れを営業に落とし込み、お客様満
足をモットーにがんばっていきま
す。ありがとうございました。
3 ｍｍスタッフ代表 兼 リーダー

西

井

翼

おめでとうございます。

スタッフ紹介

ＴＪ天気予報豊明店

ＴＪ天気予報 豊明店 スタッフ大特集!!
今回は。３コ（豊明店）です。
やっとここまできました。もう少しで全スタッフの紹介が終わります。終わってしま
います。もう少しだけお付き合い下さい。 青春真最中 !! です。

①渡辺

卓巳

優子

①十川

ＴＪ天気予報 ３コ 豊明店

ク）⑧ポジチィブ⑨専業主婦

② 33 歳③愛知県④店長⑤た

② 23 歳③福岡県④スタイリ

く⑥ネットショッピング⑦子

スト⑤そっちゃん⑥おふろや

①高口

育て⑧頼まれ事は試され事⑨

さんに行く⑦おでんくん⑧

② 20 歳③北海道④アシスタ

えらい美容師

フェロモン⑨およめさん

ント⑤タッチ⑥巻き巻き⑦大

みなみ

盛り焼きそば⑧おっぱっぴぃ

①伊藤

美香

①樽角 栄美

⑨小島よしお

② 26 歳③愛知県④チーフ⑤

② 23 歳③長崎県④スタイリ

みかっち⑥ケーキを食べる⑦

スト⑤たるちゃん⑥節約⑦隠

①中田 明子

エコ人間⑧人にやさしく⑨

し撮り⑧食べ放題⑨カメラマ

② 21 歳③長崎県④アシスタ

ケーキ屋さんのケーキを「全

ン

ント⑤ちゅう⑥トイレにこも

部下さい」っていってみたい

る⑦一人言⑧前向き⑨胃腸が

雄太

①清水

強くなりたい !!

祐二

② 23 歳③豊田市④スタイリ

② 29 歳③愛知県④チーフ⑤

スト⑤ユウタ⑥サウナ⑦部屋

①山本

モコ⑥映画⑦ゴルフ⑧若さゆ

いじり⑧一生懸命⑨世界一周

② 21 歳③石川県④アシスタ

えの誤り⑨ビューティフルラ

旅行

ント⑤タロウ⑥ライブ⑦嵐⑧

①清水

イフな美容師

花菜

のんびり⑨ツアーをまわる

紀幸

①松井
稚正

② 23 歳③豊川市④アシスタ

①宮本

② 24 歳③愛知県④スタイリ

ント⑤のり⑥Ｑピー収集⑦海

② 20 歳③北海道④アシスタ

スト⑤わかめ⑥子守り（半日）

外ドラマ⑧洋洋⑨京都移住

ント⑤ムサシ⑥脂取り⑦マッ

①山口

⑦２４をよなよな見る事⑧ア
ルメイダ⑨目指せおこ

沙織

サージ⑧ＯＫ !! ⑨アグレッ

①森下

歩美

シブなおばさん !!

② 21 歳③大阪府④アシスタ

美香

ント⑤もりもり⑥ねる⑦食後

①西橋

② 25 歳③愛知県④スタイリ

に必ずデザート⑧ SALE!! ⑨

② 20 歳③熊本県④アシスタ

スト⑤みかちゃん・ミカミカ

旅行にたくさん行く

ント⑤にっしー⑥フットサル

①木下

⑥仮面ライダーごっこ⑦若作

広起

⑦マンガ喫茶⑧一期一会⑨ス

祥江

り⑧美⑨ヘアメイクアップ

①林

アーティスト

② 22 歳③富山県④アシスタ

タイリスト

ント⑤さっちぃ⑥おそうじ⑦

①五十住

嘉宏

② 24 歳③愛知県④スタイリ
スト⑤いっそー⑥旅行⑦ DS
⑧∞⑨笑顔の絶えない家庭
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

ナチュラルメイク（節約メイ
ゴコロ

３コ心
こんにちは。３コです。いつもご来店頂き大変感謝いたしております。
お客様に満足いただける快適な空間作りを心がけいます。
是非、３コ豊明店にもお立ち寄り下さい。

ＴＪ天気予報

豊明店

渡辺 卓巳

ハッピータイムズ
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編集部からのお知らせ！
編集部からのお知らせ
11月９日

OPEN

お 知 ら せ❶

11月以降、Part7の ご 予 約 は

～新 Part ７稲沢店 OPEN ～

11月８日（木）AM10時 スタート

11 月９日（金）AM10:00 に新しく稲沢店が移転 OPEN いたします。
TJ 天気予報初のケラスターゼも導入予定。どうぞ、ご期待下さい。

新店舗住所

〒492-8230 愛知県稲沢市稲島東２丁目86－１
フリーダイヤル 0120-966-077 電話 0587-24-3668

店長

駒月 強志 より

お知らせ❷

年末年始の営業時間のご案内

12月30日（日）まで

通常通り営業いたします。

12月31日（月）

17時まで営業いたします。
・縮毛矯正
14時まで
・パーマ＋カラー
14時30分まで
・パーマorカラー
15時まで
・カット
16時10分まで

13日（日）・14日（月）

成人式の為、特別営業とさせていただ
きます。
※各店、営業時間が異なりますので
ご利用店にご確認下さい。

１月１日（火）～７日（月）

年始休業とさせていただきます。

15日（火）

振替休業とさせていただきます。

に
県
県に
重
重
三
三
店

出
初

１月８日（火）

通常通り営業いたします。

お知らせ❸

TJ 天気予報に 21 番目の仲間
「TJ 天気予報１ページ 桑名店」が2008年1 月（予定）にオープン!!

初、三重県出店ですが、木造校舎風なお店になります。
それに伴い、スタッフの転勤もございます。
お客様には多大なご迷惑をお掛けいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

お手入れガイド

TJ 天気予報１ページ 桑名店
三重県桑名市五反田口山 1880-5

お知らせ❹

美容室では綺麗に出来ても、家でお手入れが出来ないアナタ
に !! ブローの仕方・アレンジ方法が、パソコンで確認出来
る [ お手入ガイド ] を製作しました。
～日頃、不器用でなかなか上手に出来ないお手入れのコツを 簡単なアレンジ方法を ショートスタイルで
お教えします。～
教えて欲しい方
ウェーブの作り方

詳しい情報はこちらまで。
随時、更新しています。

ＴＪ天気予報

今すぐクリック

検索

スタッフの出勤状況が分かる、ページを開設
しました。どうぞ、ご活用下さい。

16

あいさつ

こんにちは。稲沢店で店長をさせていただ
いております。駒月です。
16 年という長い間皆様に支えていただ
いた稲沢店ですが、この度おかげさまでリ
ニューアルさせていただくこととなりまし
た。ありがとうございます。沢山の思い出と
想いのつまったお店とお別れをするのは残念
ですが新天地にて新しいお店と心強いスタッフで今まで以上のご満
足が頂けるようがんばって参ります。
楽しく頼もしいスタッフとキレイなお店で皆様とまたお会いでき
ることを心よりお待ちいたしております。これからも Part ７（稲
沢店）をどうかよろしくお願いいたします。
ＴＪ天気予報 Part ７ 店長 駒月 強志
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※詳しくは
下記ホームページ

ストレートブロー
のやり方

でご覧下さい。

ホームページアドレス
http://www.tj-tenkiyohou.co.jp/
ケイタイホームページアドレス（メールマガジン有）登録お待ちしています。
http://www.tj-tenkiyohou.co.jp/mobile
オンラインショップアドレス（メールマガジン有）登録お待ちしています。
http://www.tj-tenkiyohou.co.jp/shop/index.html
パスワード tjtj61

