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� ハッピータイムズ

皆様、新年明けまして
おめでとうございます。

　日頃は、ＴＪ天気予報をご利用頂きまして、心から深く御礼
申し上げます。
　今年は「子年」、「子」の字は「ふえる」意味で、種子の中に新
しい生命が芽生える様子を表しているそうです。どうか、明るく
幸せな芽生えが、数多くある年であることをお祈り致します。
　昨年は、30周年の記念キャンペーンにも、多くの皆様に参加
いただきまして、誠にありがとうございました。31年目の今年は、
また新たな第1歩を歴史に刻み、新しい進化を遂げるべく、本年
も皆様のご期待に添えますよう、一生懸命取り組んで参ります。
皆様の素敵なライフスタイルのお手伝いを、デザイン力・技術力
を磨き、木造店舗のやさしさで、ほっと休まる、そんな温かい空
間をご用意し、美容室で過ごして頂く楽しさをご提供できるよう
に、社員一同、本年も勉強して参ります。
　本年も、変わらぬご愛顧を賜りますよう、どうぞよろしくお願
い致します。
　皆様の新年が、幸せ多い年となられますよう、心よりお祈り申
し上げます。

株式会社　TJ天気予報　　　　
代表取締役　大　前　武　司

ＴＪ天気予報代表取締役　大前武司よりご挨拶



�ハッピータイムズ

生きるうえで大切なものを改めて自覚させてくれた素
　　晴らしい本に出会ったので紹介させていただきま
す。その本は「自分を成長させてくれる物語」「夢
や仕事に情熱を与えてくれる物語」「人生と人間
関係を変えてくれる物語」「家族、友達の大切さ
を教えてくれる物語」の４つの分野に分けられた 24
の物語が載っています。当たり前のことかもしれない。
でも当たり前のことを大切にする事が一番難しいと感じ
た本です。中でも私が印象に残ったお話をご紹介させて
頂きます。

「仕事は奇跡」
　六歳の男の子が小児がんになって入院してしまいまし
た。お見舞いに行くと、病気とは思えない声でいつも、

「僕は大きくなったら、おまわりさんになって悪い人を
捕まえるんだ」
　と笑顔で話していました。ある日、いつも素直な男の
子がお母さんに、

「僕の病気は何なの？ 僕の病気治るよね？ 大人になっ
ておまわりさんになれるよね」
　と、泣きながらダダをこねていました。
　その晩、男の子は急に容体が悪化してなくなりました。
　男の子が抱いた夢は残念ながら叶いませんでした。

「大人になる」
　そんな些細な夢も叶いませんでした。
　私達は今、彼の夢だった大人になっています。でも、
当たり前のように大人になった後に、夢に向かって毎日
がんばっているのでしょうか？
　夢に向かって努力できるのは当たり前ではあ
りません。恵まれた事だと思います。

　あけましておめでとうございます！ 2007 年も多くのお客様に御来店いただき、お褒めのお言葉やご指導をいただき、素晴らしい出逢いが出
来ました事に心から感謝いたします。皆様のご愛顧のおかげで 2007 年はＴＪ天気予報　創立 30 周年という素晴らしい年を迎える事が出来まし
た。ありがとうございます。2008 年からもさらにパワーアップして、お客様により一層ご満足いただけるよう、スタッフ一同、努力してまいり
ますので 2008 年もよろしくお願い致します。
　初めて、このハッピータイムズをお手にされた方もいらっしゃると思いますので、このハッピータイムズのご説明をさせて
いただきます。ハッピータイムズでは、美容の事はもちろん、キャンペーン情報や、特別企画のご案内、スタッフ紹介、など
などいろんな情報をお届けし、１人でも多くの方にＴＪ天気予報のことを知っていただく為、また１人でも多くのお客様のご
意見を伺い、ご満足いただける、店、人になっていきたいという思いからお届けする事にしました。今回で vol.36 を迎える
事になりました。読み辛い点も多々あるとは思いますが、どうぞおつきあいください。
　ここで、編集長である私の自己紹介をさせていただきます。

・名前 /神保　愛子　　・星座 /かに座　　・血液型 /ＡＢ型　　・勤務地 /スパエステＣｏｃｏａ
・星人 /木星人（－）霊合星　　・誕生日 /７月２日　　・好きな野球チーム /中日ドラゴンズ
・あだ名 /モジコ（← vol.2 で皆様のご応募により決めていただきました）

　と男子イケメン４人組（内、３名はおっさんという噂が…）とｐ 7 甲斐田くん、１コ三好さんでお届けいたします !!
では vol.36 スタートです。

　大人になって、夢に向かって挑戦できる舞台に立てた
ことに感謝して、努力しないといけない。
　他にもたくさんお話は載っていますが１つ紹介させて
いただきました。私はいつだったか何年も前に、上司に
　「今がどんな状況であれ、この仕事をやると決めたの
は自分自身、辛い事があった、嫌な事があった、ちょっ
とやそっと、つまずいたからって周りのせいにしない。
今ここにいるのは自分自身が決めたことなんだ
から」と話してもらった事があります。
　今、やっている仕事が、小さい頃やりたいと思ってい
た仕事とは違うかもしれない、やりはじめたら、思って
いたイメージと違うかもしれない。そこで辞めるから、

「つまらない」とか、「やりたいことがわからない」とか
自分に自信がなくなるのだと思います。物事を始めると
きに皆、夢や希望を抱くはずです。そこに到達するまで
は決してあきらめない。それが大切だと思います。

　「どうしてこの仕事を選んだの？」仕事に悩んで
自分が嫌になったとき、この男の子の話を思い出してく
ださい。私は現在エステティシャンという仕事について
いますが、皆さんがついている仕事とは違います。皆さ
んもまた、それぞれの想いがあり、その仕事を選んだと
思います。当たり前に感じている仕事についている奇跡
に気づいてください。やりたい
と思っていた仕事と違ってい
ても、この仕事を選んだの
は、自分です…。できない
ことは何ひとつないと思いま
す。今日を一生懸命に生き
ていく事。それが大切なん
だと情熱を与えてくれた本
です。是非たくさんの方に出
会っていただきたいと思いご
紹介しました。大切なことに
気づかせてくれる本です。

大切なことに気づく
24の物語
中山 和義 著

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

心のサプリ
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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 !!
やってきました 2008 年、いよいよ今年も幕開けです！ 皆さんお正月はのんびり過ごせましたか？ 仕事
の忙しい方も多い今日この頃ですが、やっぱり新しい年を迎える瞬間には立ち止まって前年を振り返り、
また新たな決意を元に新年を迎えるのではないでしょうか。「一年の計は元旦にあり」という言葉どおり、
新たな目標を胸にまずは今月を大切にし、スタートダッシュで 2008 年も良い年にしちゃいましょう !!

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

いよいよあけましたね！ 改めて今年もよろしくおねがいします。「自分ばっかりおいしい思いして」とか「年も年だし…」なんて声もあり
選手交代もささやかれましたがまだまだ現役バリバリでいかさせていただきます !! なにせ食欲だけは衰えることを知らないので…。趣味
と実益を兼ねたこの仕事、そう簡単には譲れません！という訳でまたまたお付き合いの程をよろしくおねがいします。皆さんの声援を励
みにますます頑張ります！ では今年最初の食べ歩きをどうぞ !!

　いや～新年一発目でしたがいかがでしたか？ 今回は「イタリアン」のお店紹介のおはがきを沢山頂きその中からから選ばせていただき
ました。日本人にとってお正月というと「和」なイメージが強いかもしれませんが、それはそれ。食べ歩きに関しては世界共通です！（笑）
ちょっとお正月に食べすぎた分をどうにかしないといけないんですが、仕事は仕事です。「ちょっと太ったんじゃない？」って言われても「そ
んなの関係ね～」（古）ってことで今年も食べに行きまくります。皆さんからの貴重なお便りは極力食べに行こうと思ってますしほんとに
嬉しいです！ いいお店だなって思う所に出会ったらぜひご一報くださいね。

　行ってきたのは東区にあるパスタ屋の「ピッコラ」さん。前回の洋食屋
さんと同様にこじんまりとしたオシャレなお店でした。個人的には大きなお店
よりも今回のような隠れ家的なお店のほうが好きなので、お店の前に立って外
観を見たときから期待値があがりました！中に入ってびっくり店員さんがみん
な若い !! そして活気がありました。結構お客さんもいて僕たちはカウンターに
座ったのですが、おいしそうなオードブルが目の前に並び、その奥で笑顔で仕
事をするスタッフさんを見ているだけでちょっと良い気分です♪
　メニューも割りと豊富で何を選んでいいのかわからなかったので今回はコー
スメニューにしました。オードブルと好きなパスタとドルチェのつくコースで
2400 円くらいでした。最初に大きな皿に４品のオードブルがきました。どれ
も野菜を中心としたこだわりの素材ばかりです。もともと大好きなモッツァレ
ラチーズと生ハムとトマトのカルパッチョや、名前はわからないのですがとて
もおいしい３品にまずは満足！
　そしていよいよメインのパスタがやって来ました！ 今回１人は「アサリのボ

ンゴレ」を選び、僕は永原様オススメの「キムチベーコンのクリームパスタ」
をいただきました。クリームベースなのにキムチ？？って思いながら食べて
みると…うまい !! ほんとにうまい !! さすがオススメの一品です！ まろやかな
クリームの中に程よくキムチの風味がマッチしていて、その上でベーコンが
良いパンチを効かせているんです。コレはもう食べるしかないですよね！ 思
わず口の中がちょっと潤ってしまった方（笑）必食ですよ！
　ここまででも満足だったのですが最後に忘れてはいけないのがドルチェで
すよド・ル・チェ。数ある中から今回は大好きな「イチ
ゴのタルト」をいただきました。予想以上にしっかり大
きめにカットされたタルトを見て別バラが開きました！ 
イチゴとパイの間にチョコが挟まっていてまさに絶品で
す！ パスタを食べに行ってデザートにまで感激できるな
んて幸せこの上ないですよね！木に囲まれた暖かい空間
で出来たてのイタリアンを頂く…。そんなひと時もこの
冬オススメです。

住　　所／名古屋市千種区今池 1-2-10
電　　話／ 052-733-0524
営業時間／ AM11:30 ～ PM3:00（LO2:30）　PM5:30 ～ PM11:00（LO10:30）
定 休 日／無休

今回は豊明市にお住まいの永原様からのご紹介です。

うなぎだよ!!

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き

名古屋市千種区今池1-2-10

ピッコラさん
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キャー度 ★★★★★

大吉

キャー度 ★★★★

420名の方に

技術料金 10,000円券
技術料金にお使いできます。

キャー度 ★★★

中吉

キャー度 ★★★

1,000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。

キャー度 ★★

小吉

キャー度 ……

2,000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 2,500名の方に

ホームケア商品プレゼント
人気の商品をご家庭でも！

諭吉 3,000名の方に

技術料金 500円券
次回ご来店の時に、ご利用下さい。

一吉 アメのつかみ取り
いっぱいつかんで下さいネ！

�008年キャーンペーン
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冬
T★J 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、ドコモさんのパクリではありません……ドコモ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2008年1月8日（火）
～2月29日（金）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2008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天気予報会員様価格より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
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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～

C A M P A I G N

←こちらの
　チケットを
　ご持参下さい。

有 効 期 限
2008年2月
29日（金）まで

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。

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・ブロー込み）
しなやかストレート　　　17,500円（税込）（シャンプー・カット・ブロー込み）
スーパーＤライナー　　　16,500円（税込）（シャンプー・カット・ブロー込み）
ナチュラルストレート　　13,500円（税込）（シャンプー・カット・ブロー込み）
スリムパーマ　　　　　　11,550円（税込）（シャンプー・カット・ブロー込み）

ＴＪ天気予報会員様価格

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

パスポート特典

★ 1 早　割 ★ 2 家族割 ★ 3

ポイント割 ★ 4 商品定額割 ★ 5

ストレート特割 ★ 6 特別割 ★ 7
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美しく・健康でいるための秘訣
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酸 化 染 料 （ Ｔ Ｊ の カ ラ ー ）

直 接 染 料 （ 市 販 カ ラ ー ）

皆さんこんにちは。この冬はいかがお過ごしでしょうか？？ 年末はゆっくり
出来ましたか？まだまだ寒い日が続きますが皆さん体調管理にはお気をつけくださいね★

さて、今回は美容室専用のカラーの良さと前回に続き
皆さんの肌色に似合うカラーを一緒に学んで行きましょう★

美容院で何気なく行っているカラーにも色々な特徴や良さがたくさんあります。多くのお客様に
安全・安心を、そして、もっと綺麗に美しくなってもらう事が美容師のお仕事なのです☆

ＴＪ天気予報が使っているヘアカラー薬剤にはすごい特徴・良さがいっぱいあるのです。

まず 1 つ目は薬剤の安全性です。
日本はもちろん、アメリカ・ヨーロッパの“世界最高水準”のヘアカラーを使用し、
厳しい薬剤の安定性テストもクリアしています。

そして、髪だけでなく地肌保護の安全性にも考慮した“地肌保護プロテクター成分”が、肌への刺激も最小限に抑え
ています。ヘアカラーで髪を染色していきながら地肌には保護性の高い皮膜を張り人体に与える影響を非常に少なくしている
所がポイントで、安心してヘアカラーを楽しむことができるのです☆従来のカラーより臭いもやわらかくなっています。

２つ目は、上質なカラークオリティーを表現する“酸化染料”を使用して
います。
酸化染料といっても余りなじみがなくピンとこないと思いますがヘアカラーを
する際に美しい色が長持ちする為には大切なポイントとなるのです。
市販品のカラーと比較していくと違いは大きく分かれます。

カラーを塗ってから時間の経過と共にカラーの分子が大きくなり、色味が濃くなっていきます。一般的に20分～30
分でカラーの働きは終了し、毛髪内部に均一に浸透・定着していきます。

市販品などのカラーの特徴は少しの時間で鮮やかな色が入っていくのですが、すぐ色が抜けてしまい乾燥した感じにも
見えてしまいます。

塗布後 20分後10分後

塗布後 10分～20分後

［髪の切断面］

少し発色してきました。 だんだん発色してきました。 内部まで発色しています。

時間をおいても
発色にかわりは
ありません。

一般のカラーより粒子が細かいので髪の内
部まで均一にきれいに染まります。

一 般 の
カラーの粒子

ＴＪ天気予報の
カラーの粒子

（イメージ図）

カラー特集

 甲斐田 と  三好 です。
（稲沢店）　（可児店）
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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「最近良く耳にするスキャルプケアって何？」

★お客様からの素朴な疑問 　～番外編～

「肌を綺麗に保つには日頃のお手入れをしっかりして
 ベースを綺麗に保つことが大切。メイクもベースが良くなければのらない」
こんな話、よく耳にしませんか？実は髪の毛も同じことが言えるんです。いくら髪の毛に良い
トリートメントをしても、髪の生えている地肌にトラブルがあっては効果は半減してしまいます。
では、一体どうすれば…？

前回に髪の毛の生え変わり（ヘアサイクル）についてお話をしました。今回は髪の毛が健康に、そして正常にサイク
ルを保つために重要な「スキャルプケア」についてのお話をしていきます。

いかがでしょうか？ 工程としては非常に簡単ですが効果は絶大です。日頃のシャンプーでは落ちない汚れをスキャル
プシャンプーなどで定期的に落としてあげることが大切です。目安としては週に一回くらい出来るのが理想です。シャ
ンプーって髪の毛を洗うことだけが目的ではなかったんですね！ 今までとちょっと視点を変えてシャンプーを見直
してみてください。地肌や毛穴を指の腹でマッサージするように洗う方法に変えるだけでも違いますし、いつもより
しっかりすすぎを入れるのもいいと思います。
　健やかで健康な髪の毛は綺麗な毛穴から始まります。まずは出来るところから毛穴のお掃除を始めていきましょう!!

　髪にとって良いものが、頭皮にも良いとは言えません。髪の根元…つまり、頭皮にまで過剰な油分を与
えて毛穴が詰まると、頭皮は「窒息しそう！」になります。
　特に最近のヘアケア剤はコンディショニング成分が多く、そういったオイル分や体から出た皮脂などが
頭皮を圧迫してしまうんです。毛穴のつまりは新陳代謝を悪くしたり、かゆみや炎症の原因になります。

それを解決してくれるのが「スキャルプケアです！」
実際に見てみましょう。

ス
キ
ャ
ル
プ
ケ
ア
の
し
く
み

毛穴が詰まっている状態 シャンプーを使い地肌を中心にマッサージ

しっかりすすぐ つまりの取れたピカピカの毛穴

●シャンプー
　200ml ･･･￥1,890
●トリートメント
　200g ････￥2,940

【上質と向き合う、豊かな髪創りはコレ！】
シャンプーでは落ちない毛穴に詰まった汚
れを特殊ジェルでマッサージしながら取り
除きます。

専用シャンプー・トリートメント or 頭皮
トリートメントがおすすめです。店舗ス
タッフまでご確認下さい。

COTA SERA（薬用） 頭皮トリートメント（毛穴の掃除）

￥2,100

スキャルプケア

お客様からのＱ＆Ａ　日頃の疑問にお答えします !!

毛穴に詰っているの
が頭皮のサビ（過酸
化皮質）です。
この状態が続くとか
ゆみ・炎症の原因に
なります。

養毛剤などの
浸透がスムー
ズです。
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皆様のお声が私達の財産です。
2007 年９月１日～ 10 月 31 日の期間ご来店のお客様にアンケートのご協力をお願いし、
6,241 枚のご意見・ご要望を頂戴しました。ご協力、誠にありがとうございます。アンケー
トにご協力いただきました方に、ステキな商品が当たる企画は、11 月 22 日抽選会を行い、
416 名の方を選ばさせていただきました。（当選された方は、郵送でチケットをお送りさ
せていただきました。）お客様のお声を財産と考え、私達の技術・サービスを常に見直し
改善・改革に取り組んでいきたいと思います。

アンケートによる改善項目
たくさんのご意見をいただきまして誠にありがとうございます。皆様からいただきました、ご意見・ご要望
は各店舗に連絡し、改善するように伝えてあります。全てのご意見・ご要望にお応えすることは出来ませんが、
一部改善内容をお伝えさせていただきます。

スタイリストが何人ものお客様をかけもちするので待ち時間がある
ご意見ありがとうございます。スタイリストのかけもちの問題ですが、人気のあるスタイリストは一日に多くのご指
名をいただくことになり、たくさんのお客様を担当させていただきますので、全ての技術にスタイリスト本人が担当
することが出来ず、アシスタントが施術したり、また、仕上げなどで待ち時間が出たりなど、本当に多くのお客様に
ご迷惑をお掛けしております。誠に申し訳ございません。少しお時間を頂戴することになりますが、多くの方にTJ
天気予報で過ごすお時間がご満足していただけるように改善していくことをお約束します。

パーマ液が臭い
ご指摘ありがとうございます。TJ天気予報で使用しているシステアミンを主剤で使用しているパーマ液の臭いが、
問題になっていると考えられます。メーカー・メニュー開発メンバーで今回の問題が解決出来るように取り組みます。

マッサージが気持ち良くない・技術レベルを上げて欲しい
ご指摘ありがとうございます。美容室で一番人気のあるシャンプー・マッサージを楽しみにされている方は多くいらっ
しゃいます。マッサージの専門家の方に技術講習をお願いし、気持ち良いマッサージが出来るように改善していきま
す。（2008年２月に勉強会を予定しています。）

レシートが欲しい
ご意見ありがとうございます。以前からも多くのご意見をいただいておりましたが、対応が遅れ申し訳ございません。
レシートをご希望される方に、お渡し出来る［ご利用明細書］をご用意しました。ご希望される方は、スタッフまで
お伝え下さい。

お客様のお声が私たちの財産です。～2007 年アンケート結果のおしらせ～

本部
回答

本部
回答

本部
回答

本部
回答

高さ60㎝にもなる皆様
からいただきましたアン
ケート。
6,241枚のアンケート用
紙を無駄にしないように
活用させていただきます。

416人の方
を抽選しま
した。

見事ハワイ
旅行をゲッ
トした方は
豊明店ご来
店のＮ様！
おめでとう
ございます。

全てのアンケート
内容を入力して改
善内容を明確にし
ます。
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受賞者代表
コ メ ン ト

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。
今年も賞がいただけるように１年頑張ります。

お客様第一賞１
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。

人間をつくる学校賞２
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３
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４
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５
あまり目立たないが、実はこの人が

いなくなると、お店が大変になってしまう
人を選びました。

今年も１ページもらってしまいました
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・話し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。

ＴＪ天気予報　2007 年優秀スタッフの紹介

Part� 千秋店 木村　圭一 ７㎜ 師勝店 西岡　千佳 １コ 可児店 梅　　　梢

Part� 木曽川店 池田　沙織 ９㎜ 尾張旭店 久保　大介 ３コ 豊明店 伊藤　美香

Part� 稲沢店 水野　鶴子 １ｔ 津島店 水野恵里佳 ５コ 天白店 阪井　文香

Part� 末広店 福島　咲子 ３ｔ 日進店 阿部　寛之 ７コ 各務原店 若松　美樹

１㎜江南店 西村さゆり ５ｔ 多治見店 林　　建臣 ９コ 小牧店 石田　紘子

３㎜ 尾西店 花井　有美 ７ｔ 滝の水店 米田つかさ スパエステ Cocoa 中村　徳美

５㎜ 春日井店 大地明日香 ９ｔ 大府店 中村　洋子 本　部 水谷めぐみ

Part� 千秋店 鈴木　飛香 ５ｔ 多治見店 寺崎　愛美 ７コ 各務原店 小島さおり

Part� 木曽川店 二ノ宮裕子 ７ｔ 滝の水店 中田　千尋 ９コ 小牧店 柳田　峻佐

Part� 稲沢店 横原　竜司 ９ｔ 大府店 古賀　淳嗣 スパエステ Cocoa 田中　艶美

Part� 末広店 大原　秀之 １コ 可児店 粥川　幸彦 本　部 加納　幸代

１㎜江南店 宇都　　遥 ３コ 豊明店 中田　明子

３㎜ 尾西店 青井　理沙 ５コ 天白店 荒川　絵里

５㎜ 春日井店 村谷　彰子

７㎜ 師勝店 小泉　貴寛

９㎜ 尾張旭店 田中　達也

１ｔ 津島店 山田　雄大

３ｔ 日進店 森田　翔子

Part� 千秋店 高津　枝理 ７㎜ 師勝店 小泉　貴寛 １コ 可児店 竹中　　舞

Part� 木曽川店 林　　菜美 ９㎜ 尾張旭店 犬飼　英樹 ３コ 豊明店 中田　明子

Part� 稲沢店 松野　　愛 １ｔ 津島店 西川　美幸 ５コ 天白店 登野城麻弥

Part� 末広店 森永　莉奈 ３ｔ 日進店 本宮加奈子 ７コ 各務原店 若松　美樹

１㎜江南店 中村　幸代 ５ｔ 多治見店 井手慶太郎 ９コ 小牧店 川原　千佳

３㎜ 尾西店 武山　恭子 ７ｔ 滝の水店 近藤　　蘭 スパエステ Cocoa 矢野　千夏

５㎜ 春日井店 石田有理子 ９ｔ 大府店 岡崎　愛可 本　部 竹内　　舞

Part� 千秋店 馬場奈津子 ７㎜ 師勝店 小林　佳代 １コ 可児店 三好　明梨

Part� 木曽川店 今井三香子 ９㎜ 尾張旭店 大崎　　静 ３コ 豊明店 松井　紀幸

Part� 稲沢店 穴見　法子 １ｔ 津島店 若松由希子 ５コ 天白店 山田はるか

Part� 末広店 鎌田　公介 ３ｔ 日進店 西見　遼一 ７コ 各務原店 蒲　　祐介

１㎜江南店 春日　辰夫 ５ｔ 多治見店 玉野ひとみ ９コ 小牧店 池田　裕子

３㎜ 尾西店 兼清美由紀 ７ｔ 滝の水店 飯田　恭子 スパエステ Cocoa 北澤　千絵

５㎜ 春日井店 渡辺　知里 ９ｔ 大府店 吉岡由香里 本　部 森屋　孝祐

Part� 千秋店 森田　広志 ３㎜ 尾西店 中西　英之 ５ｔ 多治見店 魚住　宏祐

Part� 木曽川店 薬師寺一孝 ５㎜ 春日井店 財津　英之 ７ｔ 滝の水店 林　　敬子

Part� 稲沢店 高木　大造 ７㎜ 師勝店 松本　佳美 ９ｔ 大府店 田原　恵美

Part� 末広店 島井　博之 ９㎜ 尾張旭店 下鵜瀬梨沙 １コ 可児店 小木曽佳奈

１㎜江南店 森岡　崇浩 １ｔ 津島店 永田　寛文 ３コ 豊明店 樽角　栄美

３ｔ 日進店 加藤　夕貴 ５コ 天白店 阪井　文香

７コ 各務原店 田中美由紀

９コ 小牧店 宮川　晋輔

スパエステ Cocoa 可児　未来

本　部 伊藤　真也
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①今枝　敏典

②33歳③愛知県④サロンマ

ネージャー⑤いまっち⑥酒と

甘い物⑦ダイエット⑧偶然で

なく必然⑨ハーフの孫を抱く

こと

①今枝　庸平

②31歳③愛知県④チーフ⑤

ヴィダルヨットゥ～ン⑥サ

プリメント⑦デアゴスティー

ニのハーレーの組立⑧Where 

there’s a will, there’s a 

way⑨行ったことない国をま

わりたい

①舩戸　元気
②29歳③愛知県④チーフ⑤フ

ナトサン⑥競馬⑦ＳＷ－１⑧

元気！⑨馬主

①市川　由香里

②22歳③愛知県④スタイリス

ト⑤いっちゃん⑥ドライブ⑦

リアルアンパンマン⑧頑張れ

自分!!⑨脱！アンパンマン

ＴＪ天気予報 天白店 スタッフ大特集!!
明けましておめでとうございます。皆様、お正月はいかがお過ごしでしょうか？久し
ぶりの連休ですので、大いにはじけています。

こたつに入って、ゴロゴロ。そりゃ～太りますわ。そんなわけで『５コ　天白店』
です。では、どうぞ～ ＴＪ天気予報 ５コ 天白店

①勝田　有美

②24歳③愛知県④スタイリス

ト⑤かっつん⑥マッサージ⑦

保湿⑧癒し⑨結婚

①山田　はるか

②27歳③愛知県④アシスタン

ト⑤やま⑥飲酒⑦ＺＩＭＡ⑧

成せば成る⑨パラダイスな人

生を送ること

①阪井　文香

②22歳③三重県④アシスタン

ト⑤ＢＵＮ⑥ダイエット⑦

チョコレート⑧ポジティＢＵ

Ｎ！⑨結婚、そして沖縄で永

住!!

①登野城　麻弥

②21歳③鹿児島県④アシスタ

ント⑤との⑥バイク⑦小栗旬

⑧健康第一⑨ムコ養子にきて

もらう!!

①杉山　孝一
②21歳③愛知県④アシスタン

ト⑤めがね君⑥相撲鑑賞⑦３

年Ｂ組　金八先生⑧スピー

ディー⑨おっきい車に乗る

①荒川　絵理

②21歳③愛知県④アシスタン

ト⑤ウーパールーパー⑥睡眠

⑦食べること⑧パワフル！⑨

のんびり暮らす

①鐵田　育子

②21歳③福岡県④アシスタン

ト⑤てっちゃん⑥美味しいお

店を探す⑦自然をまんきつす

ること⑧マイペース⑨おばあ

ちゃんになったら、島に住み

たい

①杉浦　右基

②21歳③愛知県④アシスタン

ト⑤おでんくん⑥オークショ

ン⑦ちょい旅行⑧我が生涯に

一片の悔いなし⑨鈴蘭の頂点

(てっぺん)をとる!!

①三輪　真奈美

②27歳③愛知県④レセプショ

ン⑤みわちゃん⑥カフェ探し

⑦散歩⑧現実⑨ロハスな暮ら

しをする

明けましておめでとうございます。昨年もたくさんのお客様にご来店頂きあ

りがとうございました。今年も昨年以上、笑顔がいただけるお店にしていき

ますので宜しくお願いいたします。

５コ心
ゴコロ

ＴＪ天気予報　天白店　今枝 敏典

スタッフ紹介　ＴＪ天気予報天白店

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（火）～７日（月） 年始休業とさせていただきます。
　　８日（火） 通常通り営業いたします。

　 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。

　 15日（火） 振替休業とさせていただきます。

編集部からのお知らせ

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

桑名店オープンにつき、以上のスタ
イリストとアシスタントがオープニ
ングスタッフとして異動となります。
これまでご指名頂いた皆様には大変
申し訳ございませんが、何卒宜しく
お願い致します。

マネージャー：飯尾 比呂之 チーフ：佐古 岳史 スタイリスト：中村 幸代 スタイリスト：地辺瑠美子 スタイリスト：稲葉由希恵 

2007 年 11 月 9 日に移転オープンとなりました稲沢店の様子を少しだけ紹介したいと思います。

アシスタント：前田 利博、山中 美和、岡本 妙美、若松 由希子、大橋 利康、中田 千尋、城田 絵里加

　この度15年間たくさんのお客様に愛され成長し続けた末広
店が2008年4月にリニューアルさせて頂く事になりました。
この大きな『感謝』を今までを支えてくださったお客様をはじ
めとする全ての方々の『幸せ』に変えられるようなお店作りを
スタッフ一同全力で努力していきます。新しく広くなる末広店
に期待してください。　　　　　　　　　　店長　酒井　一吉

編集部からのお知らせ！

お知らせ❷　ＴＪ天気予報 1 ページ 桑名店 オープン！

お知らせ❶　～新 Part ７稲沢店 OPEN ～

お知らせ❹　年始の営業時間のご案内

〒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

新店舗
住　所

セット面です

スペシャルルーム
予約制の個室です。小さなお子様と一緒
にご来店される時などご利用下さい。

新しくなった稲沢店をどうぞよろしくお願い致します！

シャンプー台です

今まで稲沢店をご利用頂いたお客様や、今回初め
てご来店されるお客様まで、多くのお客様にご利
用して頂き、ありがとうございます。審査を通過
した優良サロンでしか取り扱うことのできない商
品、ケラスターゼも新たに導入となり、今まで以
上のご満足が頂けるようがんばって参ります。

新たに導入となり
ましたケラスター
ゼ製品です

お知らせ❸ Part9 末広店
リニューアル


