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勤務地：北名古屋店
信　条：お客様あってのＴＪ天気予報
TJ天気予報ってどんなところ？：
やさしくて、あったかくて、時に厳しく
て、常に自分を成長させてくれるところ
です。色で言うと、オレンジ色です。
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最近、何年かぶりにヴィレッジヴァンガー
　　ドに行ったので、その時に感じたお話を

させて頂きますね。

　皆さん、ヴィレッジヴァンガードっ
てご存知ですか？ 本屋であって本屋でない

というイメージで、本だけではなく、輸入雑

貨やＣＤ、ＤＶＤ、時計、お菓子、不思議グッ

ズまで幅広い品揃えをしていて、「おもちゃ

箱をひっくり返したような本屋さん」と評さ

れることもあり、他に類を見ない個性的な書

店です。

　所狭しと置かれた商品の中を、若い女子や、

カップルが、（最近では子供さん連れの家族

も多く見受けます。）なにやらニコニコしな

がら、「キャー、こんなものある。見てみて！」

と、喜びや驚きを体感しながら商品を手にし

ていきます。

　個性的な店舗空間が、ヴィレッジヴァン

　ちょっと前になりますが、高島屋で食事をしようと、ブラブラしていましたら、なんと
「立浪和義展」をやっているではありませんか！？
　派手にはやっていませんでしたが、ドラゴンズファンとしては、興奮してきてしまって、
ユニフォームなどがガラスケースに展示してあったので、どれだけ見てるんだっというくら
い、長いこと眺めてまいりました。……何と素晴らしい一日なのかと、休日に感謝の日でした。
大げさですね…（笑）
　今年も、もうすぐでプロ野球のシーズンが始まるので、楽しみでしょうがない日々を送っ
ております。
　ということで、VOL.37 スタートです。

ガードの「売り」です。一般のお店に置
かれていたら、気にも留めずに見過
ごしてしまうような商品が、ここでは
「魅力的な商品」として買われていきま
す。それも、お客様への喜びと驚きを提供す

るために、色々と工夫されているからです。
　陳列方法にも、工夫を凝らし、楽しさをか

もし出しています。売り場というより
は、掘り出し市です。商品と商品の間を
探すと、びっくりするような面白グッズに出

会います。

　そしてお店のいたるところに、自作の
ユーモラスなキャッチコピー入りの
ポップがおかれています。
　単なる価格や、おすすめ商品、お得商品と

書いたものではなく、スタッフ各人の思いを

のせた独特な言葉で書かれてます。商品自体

をよく知り、理解した上で、お客様に楽しん

でもらいたいという思いがあふれるコメント

です。こちらの心に響いてくるものがあり、

思わず商品を手にしてしまいます。私はその

ポップで、何度ＣＤを購入したことかわかり

ません…。何気にポップカードがつぶやいて

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

責任感がサービスの質を決める
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いるようで、どんどん気になってしまいます。

必ずしもなくてはならないものではないので

すが、手に取ると嬉しくなってついつい買っ

てしまうんですよね～…。ポップカードが「あ

なたの欲しいものだったらどうぞ～」とぼ

そっと呟く感じ。

　とにかく気になってしょうがな
い。ＣＤはインディーズも多く置いてあり、
これまたポップカードが、ぼそっと説明。

　「店内でかかっているＣＤはこの曲です」

よく見ると「何曲目のここのメロディー、最

高の歌声です。」「一生のうち一度は聴いてほ

しい」とか書いてあって、その前を、行った

り来たり…。

　「買うか…」というのが私のパターンです。

店内を、探すというよりは、散歩していて、

感じることは、「これは、マーケティングの

基本だなぁ」と。

　「売り込まない」「お客様がほし
いものを自分で選ぶ」「ぼそっと
push も行っている」何かを、買おう
として来店している方は、まずいないのでは

ないかなと思います。しかし、何かを見つけ

て、お会計しているお客様の顔は皆、「ニン

マリ顔」私もその一人です…。すごいな～。

　この会社の回し者ではないのですが、自分

だけの何かを探している方、そして、マーケ

ティングの基本を感じたい方は一度足を運ん

でみてはいかがでしょうか？

　ポップカードなどの工夫や、一つ一つの商

品に対する思いを伝えることにより、置かれ

ている商品に、このお店ならではの付加価値

をつけているんだと思います。

　久々にヴィレッジヴァンガードに行ってあ

らためて、商品に対する、お客様に対するお

店の想いを感じました。その心がサービ
スの質を決めるのだと強く感じました。
　ちなみに、私が購入のは、カヴァーアルバ

ム。最高の歌声を聴きながら、癒される日々

を送っております…。

　ヴィレッジヴァンガードとはまた違う話で

すが、昨年末ですかテレビを観ていたら、会

社の理念に注目した番組がやっていて、どこ

の会社も素晴らしい理念を持っておられて、

その中でも、行動指針を示した、会社の社

長様のお話に「私達はできない理由は
探しません。できる理由を見つけま
す。」という言葉があり、強く心に残りま
した。

　考えて見ると、無理ですよ～。難しいです

ね。とか多々発している事があるな…と。

　できない理由を探すのは簡単で、できる理

由を知恵を絞って考え行動することに成長が

あるということ。できる理由を見つけるとい

うことは、逆に言えば、できないことは何も

ない。という事で、そうなると、発想が前向

きになります。そして、何ができるか？ ど

うしたら良いか？ よく考えるようになりま

した。

　何か行動をするとき、できない、続か
ない大きな理由の一つが自分で決め
た、思い込みの限界のラインだと私
は思っています。でも、この言葉に出会って

から、限界ラインを考えることなく、大きな

枠で、考え行動できるようになってきてるよ

うな気がします。

編集長モジコのあいさつ
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王子こと
堤　哲郎です。

皆さんこんにちは今年２回目の登場の王子です！
早いものであっという間に 2008 年も２ヶ月が経ちました。皆さん年明けからこの２ヶ月間いかがでしたか？

今年の目標に向けて順調にスタ－トを切れた方、忙しすぎてがむしゃらな方、気づけば
過ぎていた…っていう方、様々だと思います。いずれにしても「時は金なり」という言葉もある位

大切な「時間」に目を向けて新しい春からの生活をリフレッシュしていきましょう !!

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

春を感じさせるような陽気な日もある今日この頃、ちょっと外に出るのが楽しくなりつつありますよね！ 顔に似合わず河原を散歩したり
して春の息吹を感じることが好きな僕は良く散歩にいきます。少しの間日常を忘れてリラックスできる時間がいいですよ！皆さんはどん
なリフレッシュをされていますか？ それぞれに色々なことがあると思いますが自分にあった方法でリフレッシュして「ストレス社会」に
負けないように頑張りましょう !! ちなみにおいしいものを思いっきり食べるってのもオススメですよ（笑）。では今回もどうぞ !!

　いかがでしたか？「うなぎ」食べたくなりません？？ 普段気軽
に食べるものではないだけにたまに無性に食べたくなる「うなぎ」
どうせ食べるならおいしいものをってことでご紹介させていただ
きました。今回お店を紹介していただいた方曰く愛知では１番じゃ
ない！ってことでした。まだ行ったことのない方はぜひお試しく
ださい。ちょっと和食ブームに火がついた今回、次も和食でリサー
チをしていこうと思います。もちろん今まで頂いたお葉書や情報
も無駄にはせずにいきますし、タイミングを見て紹介して行きま
すので皆さんもどんどん情報をお寄せ下さい！ 美味しい食は明日
の幸せ！ ってことでどんどん食べに行ってきます。今後もこうご
期待 !!

　行ってきたのは西区にあるうなぎ和食屋の「しら河」さん。結構大きな
お店で高島屋などにも入っている有名なお店です。有名なお店と言いながら、
普段なかなか「うなぎ」を食べる機会のない僕は知りませんでしたが…。最近
洋食シリーズ続きだったので久しぶりの和食、しかも「うなぎ」となればテン
ション上がりますよね！張り切って暖簾をくぐりましたよ！
　外見も内装も老舗旅館のような重みのある木
のつくりで、ちょっと自分には場違いかな～な
んて思ってしまいましたが早速メニューを開け
迷うことなく「ひつまぶし」を選びました。も
のすごい高いのかと思いきや結構リーズナブル
で 1,400 円でいただけます。いつも丼でしか
食べたことのない僕にとっては期待値が上がり
ます。手元のパンフレットで「ひつまぶし」の
食べ方までおさらいしながら待っているとやっ
てきました「ひつまぶし」!! ホカホカのご飯の
上にびっしり敷き詰められたうなぎ !! 我を忘れ
て食べ方も無視してがっついてしまいそうでし
た！ が、そこはやはり仕事。ぐっとこらえてま
ずはそのままいただきます。「ぱくっ！やわらか
い !!」こんなにとろけるもんだっけって思うく
らい柔らかいんです身が！ しかも外は程よくパ
リっとしていてなんともい
えない最高の食感です !!! タ
レもこれまたしつこくなく

でもしっかり口の中に余韻を残してくれる…。「今まで食べてたうなぎはなんだっ
たんだ？」って思ってしまうほどです。思わずそのまま進んでしまいしまいそう
な勢いをとめて、次は薬味を足していただきました。違いますね～！ さっきっま
での素材のうまさに加えて山椒のスパイスがピリっと効き、薬味ネギの刺激が加
わってまた違ったうなぎの世界が広がります！ まさにパラレルワールド！ ここ
まででも充分にうなぎを堪能できたのですが最後はいよいよお茶漬けです。初め
ての体験にどきどきしつつどんな味になるのやら…。食べてみて思いましたお茶
漬けにしては豪華するだろうと。こんな贅沢なお茶漬けもありなんだって思いまし
たね！ ここに来て外見のパリっとしたのが最高に活きてきて、おだしをかけても
うなぎの存在感ある食感が生きてるんです！ しかもタレの味もだれない！ 一体ど
ういう仕組みになってんだって思うような３様の味を堪能し大満足 !! 僕の食文化に
革命がおきて新たな１ページが刻まれた日でした！

電　　話／ 052-524-1415
営業時間／AM11:00 ～ PM2:00　PM5:00 ～ PM10:00（L.O.9:30）
定 休 日／ 無休

今回は岩倉市にお住まいの高木様からのご紹介です。

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き

名古屋市西区城西4-30-3

しら河さん
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千秋店
スタイリスト
中島 宏

ＡラインシルエットのＡラインシルエットの
スプリングカールスプリングカール

アゴのラインがスッキリ見え
るようにパーマでカール感を
出して、毛先はランダムに動
きをつけるのがPOINTです。

ココに注目！

20人の人気スタイリストが提案する2008年パーマ最前線
2008年 春夏コレクション

千秋店発

重めのワンレンボブに中
間から大きめのパーマを
かけることにより女性ら
しいＡラインを強調し
て、春の可愛らしいパー
マスタイルに仕上げまし
た。カラーはイエロー系
で軽さを表現。

木曽川店発

木曽川店
スタイリスト
森山 靖浩

柔らかいラインが魅力柔らかいラインが魅力
ピ ュ ア カ ー ルピ ュ ア カ ー ル

顔周りを包み込むようにパー
マをかけてあるので小顔効
果抜群！ルーズなカールが
POINTです。

重めのボブスタイルに春
らしくパーマで軽さと動
きをプラスして変化をつ
けます。カラーは明るめ
のアプリコットブラウン
で艶感をプラス。

稲沢店
スタイリスト
武井 由起

春 風 漂 う春 風 漂 う
ふんわりウェーブふんわりウェーブ

髪全体に空気感を出すとボ
リュームが出過ぎるので表面
とトップの部分にPOINTを
絞ります。

稲沢店発

軽くしすぎない、重みの
パーマスタイルをベース
にウェーブの重なりがバ
ラバラに動くように、
カットするのが2008年流。
空気感を含んだ、ふんわ
りパーマはお手入れ簡単
なパーマスタイル！

末広店発

末広店
スタイリスト
中野 裕央

柔 ら か く 弾 む柔 ら か く 弾 む
ふんわり横なみウェーブふんわり横なみウェーブ

スタイルは重みに、毛先は風
に揺れるようなパーマをかけ
て方向をつけます。

流行の重めのスタイルを
春夏に合うようにふん
わり、軽やかな横なみ
ウェーブで表現。目の印
象をつけるため、目の上
ギリギリでカット！

ココに注目！

ココに注目！ ココに注目！

2008年春夏コレクション

ヘアトレンド ２０
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江南店
スタイリスト
齋藤 陵

立体カールが魅せる立体カールが魅せる
大人のスウィートカール大人のスウィートカール

トップの立ち上がりが出ない方にオ
ススメのクリップパーマ。根元から
ふんわりボリュームUPでペチャン
コになりやすい悩みを解決します。

江南店発

太くて硬い髪質を軽く魅
せる、立体カールは、コ
テで巻いた様なカール感
と毛先のスウィング感を
バランスよく仕上げま
す。作り過ぎない、カー
ル感が今年の春夏流！

尾西店発

尾西店
スタイリスト
駒月 有佳子

グラマラスにかっこよくグラマラスにかっこよく
ゴージャスウェーブゴージャスウェーブ

大きめのカールを作り、手
でランダムに散らすのが
POINTです。

変化のつけにくい、ロング
スタイルを毛先に重みを残
し、広がりのあるウェーブ
で可愛らしさを表現。明る
めのイエロー系カラーで透
明感もプラス。

春日井店
スタイリスト
棚橋 保予

モードな雰囲気を演出するモードな雰囲気を演出する
ドールウェーブドールウェーブ

前髪は重めのマッシュルーム
風に可愛らしさを表現。
綺麗なラインが前髪の特徴。

春日井店発

2008年定番の重みのあ
るデザインに表面にレイ
ヤー入れて軽くします。
カラーもマットブラウン
で透け感のある軽い印象
に、ウェーブを散らし
た、毛先の崩し方が春ら
しいです。

北名古屋店発

北名古屋店
スタイリスト
堀田 英樹

リッチな大きめカールでリッチな大きめカールで
柔らかさを表現柔らかさを表現

今年の巻き髪は、崩し方が
POINTです。
ラフな空気感が人気の秘密。

髪の量を活かした、ロング
カールデザインは顔周りに
重みを残しつつ、毛先に軽
さを表現することにより甘
くなり過ぎない、可愛い女
性をプラス。

尾張旭店
スタイリスト
久保 大介

シンプルかつ、印象に残るシンプルかつ、印象に残る
ネオクラシカルボブネオクラシカルボブ

目と骨格にインパクトを与える
インフォルム。
様々な骨格に合わせたインフォ
ルムをご提案させて頂きます。

20人の人気スタイリストが提案する2008年パーマ最前線
2008年 春夏コレクション

尾張旭店発

顔を包み込むような、ロ
ングレイヤースタイルは
春らしいやわらかいイ
メージに合わせ、毛先の
内巻きと艶のある髪質は
人気のヘアスタイル。

津島店発

津島店
スタイリスト
山田 雄大

丸いフォルムが魅力丸いフォルムが魅力
清潔感あるボブスタイル清潔感あるボブスタイル

レイヤーをつけすぎない、ボ
ブベースを基本に毛先はラン
ダムな動きをつけます。

人気のボブスタイルに毛
先に動きをつけることに
より柔らかさをプラス。
長めの前髪で、スッキリ
シャープに！

日進店
スタイリスト
熊野 有祐

柔らかさがキーワードの柔らかさがキーワードの
リラックスカールリラックスカール

毛先にしっかりランダムカー
ルで軽い動きを表現しまし
た。

日進店発

定番のロングレイヤース
タイルに、パーマとカ
ラーをバランス良く、
ミックスして品と実用性
を兼ねた、お手入れ簡単
なカールスタイル。

多治見店発

多治見店
スタイリスト
玉野 ひとみ

重さとウエート感が斬新重さとウエート感が斬新
大 人 の ボ ブ大 人 の ボ ブ

ボブのラインを残しつつ、サ
イドに流れをつくることによ
り好印象に。

顔のイメージをスッキリ
見せる、アゴラインのボ
ブはサイドに流すことに
よりクールに見せやすい
ボブもフェミニンな印象
に！

20人の人気スタイリストが提案する2008年パーマ最前線
2008年 春夏コレクション

ココに注目！ ココに注目！

ココに注目！ ココに注目！

ココに注目！ ココに注目！

ココに注目！ ココに注目！

2008年春夏コレクション

ヘアトレンド ２０ ヘアトレンド ２０
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滝の水店
スタイリスト
柳田 峻佐

ランダムに動きをみせるランダムに動きをみせる
マシュマロボブマシュマロボブ

サイドの髪を重みに残し、ス
トレートとスパイラルをミッ
クスさせることにより柔らか
な動きをつけます。

滝の水店発

空気感たっぷりのふわふ
わボブは、トップとサイ
ドにボリューム感を持た
せて、ランダムな動きを
つけます。毛先の透明感
がナチュラルさを演出し
ます。

大府店発

大府店
スタイリスト
村井 秀章

大人のカジュアルスタイル大人のカジュアルスタイル
ふんわりスウィートカールふんわりスウィートカール

トップの長さを短くすること
により、丸みのあるボリュー
ム感を作ります。

毛先の質感に重みを残し、
トップと中間部分に軽さを
表現し、巻き髪仕上げでも
固くならないように！
ナチュラルブラウンのカ
ラーも春のオススメ！

可児店
スタイリスト
日比野 哲二

存在感際 立つ存在感際立つ
ショートウェーブショートウェーブ

サイドからバックにかけて奥
行きを出し、頭の形をカバー
します。艶のあるカールが今
年のPOINTです。

可児店発

2008年流行の重めのボ
ブスタイルに、春のトレ
ンドファッショに合わせ
て、パーマをかけ、大き
めのウェーブをランダム
に散らし、柔らかなパー
マスタイルに。

豊明店発

豊明店
スタイリスト
五十住 嘉宏

デジタルパーマでつくるデジタルパーマでつくる
柔らかウェーブ柔らかウェーブ

束間が出やすい部分は、手で
散らして自然なカールを作り
ます。

根強い人気の巻き髪スタ
イルも2008年はより自
然に仕上げます。
毛先を軽くしすぎないバ
ランスがPOINTです。

天白店
スタイリスト
市川 由香里

艶やかに輝く艶やかに輝く
キャラメルカラーキャラメルカラー

顔周りがスッキリするよう、
サイドのボリュームを抑えて
耳下から毛先に向かってニュ
アンスウェーブ。

20人の人気スタイリストが提案する2008年パーマ最前線
2008年 春夏コレクション

天白店発

全体にふんわりとした質
感で春を表現したふわゆ
るカールに艶のあるキャ
ラメルカラーで、モテ髪
に！ 注目度UP！UP！

各務原店発

各務原店
スタイリスト
姫田 真希

活発なショートは活発なショートは
外ハネがキーワード外ハネがキーワード

えり足のハネがPOINTです。
甘くなり過ぎない、ランダム
さが自然です。

活発なショートボブスタ
イルにトップのボリュー
ム感とえり足を外はねに
することにより可愛いら
しさをプラス！

小牧店
スタイリスト
樋上 玲子

個 性 際 立 つ個 性 際 立 つ
フレンチガールフレンチガール

毛先をバックから前に流す
ショートボブ。サイドを耳に
かけて、軽さを出します。

小牧店発

重みのある前下がりのボ
ブスタイルに毛先にパー
マをかけて、ピンクブラ
ウンのカラーで軽さを出
しました。前髪の重さが
可愛さの秘訣。

桑名店発

桑名店
スタイリスト
中村 幸代

女度がワンランクＵＰする女度がワンランクＵＰする
レイヤーボブレイヤーボブ

毛先に強すぎない、カールを
つけることにより空気感プラ
ス。顔周りをリバースに流し
て、明るい印象に。

トップに自然な長さを
キープし、丸みを生かし
ながら毛先に軽さを出し
ます。
若すぎない、落ち着き過
ぎない上品な印象に。

20人の人気スタイリストが提案する2008年パーマ最前線
2008年 春夏コレクション

ヘアトレンド ２０

ココに注目！ ココに注目！

ココに注目！ ココに注目！

ココに注目！ ココに注目！

ココに注目！ ココに注目！

2008年春夏コレクション

ヘアトレンド ２０
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2008春！弾む髪！   Spring Premium Perm Set Menu
スタイルの再現性とずっと綺麗な髪でいてほしい、

2008年特別なセットメニュー

1Premium Styling Course

[酸性パーマ]
 触りたくなるほど
しなやかな毛先
￥12,600
（カット込み）

[デジタルパーマ]
 やわらかく弾む
上品カール
￥14,800
（カット込み）

[Ｗパーマ]
 根元の髪質をコントロールし、
パーマデザインを魅力的に 
￥13,800
（カット込み）

[コスメカール]
 さまざまのデザインを
表現する良質カール 
￥12,600
（カット込み）

[フィルムパーマ]
毛先に流れを作る
ナチュラルデザイン

￥500～

[クリップパーマ]
気になる根元に
ふんわりカール

サービス

2 Premium Care Course

13,50013,500円円（税込）（税込）13,50013,500円円（税込）（税込）

2008年のパーマデザインは、毛先の質感まで［キレイ］な艶にこだわり、
さまざまなお悩み・ご要望にお応えできるパーマメニューを取り揃えました。
ダメージを気にしないで楽しめる酸性パーマや人気のデジタルパーマまで

この春お勧めのパーマデザインをお楽しみ下さい。

特 別 価 格

NEW

プレミアム スタイリング コース プレミアム ケア コース

スプリング プレミアム パーマ セット メニュー

新発売

３月１日（土）
～４月６日（日）

期間
限定

ＴＪ天気予報が提案する2008年パーマ最前線

マジック
カーラー エスト

クアル
ミニ

［ＴＪ天気予報が提案する2008年パーマ最前線］
“ＴＪ天気予報”発

カット コスメカール
or 酸性パーマ

アイケア
トラベル
セット

カット コスメカール
or 酸性パーマ

エスト
クアル
ミニ

トップ
コート
リカバー

スタイリング剤
スタイリング剤５品から
１品お選びください。

ディグナ
MC

トリエ４ レミノ⑩ディグナ
VA

レミノ⑦
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グロスストレート
～ ツヤのある髪色・サラサラのストレートが同時に実現した ～

NEWNEW

21,000円 19,800円（税込）
新発売特別価格

カット ＋ 縮毛矯正 ＋ 根元カラー（リタッチ）
＋ グロスオントリートメント

3月1日(土)～4月6日(日)期間限定

ＴＪ天気予報が提案する2008年パーマ最前線

ツヤのある髪の毛は最大の魅力！

［ＴＪ天気予報が提案する2008年パーマ最前線］
“ＴＪ天気予報”発
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2008年春のキャンペーン
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うちのママが　
いちばんキレイ。

お子さんの自慢のママを増やすのは
ＴＪ天気予報の使命です。
キレイなママに欠かせないモノ、

それは［ツヤやかな髪の毛］
ダメージを最小限に抑え、キレイで深みのある
髪色を表現し、上品な仕上がりを実現しました。
ファーストカラーは、いつまでも輝き続けることを

あきらめない女性を応援します。

きれいなママ
応援プロジェクト

ファーストカラー
上質をコンセプトに完成した大人のカラー

もっと綺麗に！ もっとツヤやかに！ もっと上品に！ 

NEWNEW

13,50013,500円円（税込）（税込） 13,50013,500円円（税込）（税込）

スタイルの再現性とずっと綺麗な髪でいてほしい、
2008年特別なセットメニュー

３月１日（土）
～４月６日（日）

期間
限定

きれいなママ応援プロジェクト

スタイリング剤
スタイリング剤５品から
１品お選びください。

ディグナ
MC

カット ファースト
カラー

トリエ４ レミノ⑩ディグナ
VA

レミノ⑦

アイケア
トラベル
セット

カット ファースト
カラー

エスト
クアル
ミニ

トップ
コート
リカバー

マジック
カーラー エスト

クアル
ミニ

2008春！弾む髪！   Spring Premium Color Set Menu

1Premium Styling Course 2 Premium Care Course
プレミアム スタイリング コース プレミアム ケア コース

スプリング プレミアム カラー セット メニュー
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グロスオントリートメントグロスオントリートメントNEW
～ トリートメントをしながら、艶と色のニュアンスが楽しめる ～

3,150円

艶とうるおいを
手 に 入 れ る
ヘ ア エ ス テ

ボリュームアップ
ふんわりメイク

組み合わせ自由で、なりたい
イメージをコントロールする。

ボリュームキープ
なめらかメイク

ボリュームダウン
しっとりメイク

選べる質感
なりたいイメージを

実現するトリートメント

グロス
艶と色味を与える
グロスカラー

ピンク オレンジ

ブラウン クリアー

ダークブラウン

グロスオントリートメントヘアマスクトリートメント
～  集中ケアで、理想の髪を取り戻す  ～

2,100円（税込）

高濃度の配合成分がダメージを補修

熱に反応して毛髪内部でゲル化

[カラークア スペシフィーク ヘアマスク]こちらも
お勧め!!

～  綺 麗 な 髪 の 秘 密 は 、 週 1 回 の タ ー バ ン の 日  ～

200g

3,360円（税込）
1,000g

10,290円（税込）

自 宅 用
集中ケア

TREATMENT

（
税
込
）

NEW

髪の内部から集中ケアし、より上質な
髪へと導きます。

髪の内部から集中ケアし、より上質な
髪へと導きます。

※ こ ち ら の 商 品 は 、 １ 本 1 0 ％ O F F 、 ２ 本 2 0 ％ O F F 対 象 商 品 で す 。

グロスオントリートメント・ヘアマスクトリートメント

VU

VK

VD
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美しく・健康でいるための秘訣
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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。

検索ＴＪ天気予報 検索

今すぐクリック

長らくお待たせしました『１ページ桑名店』長らくお待たせしました『１ページ桑名店』
がやっとオープンしました。がやっとオープンしました。
店内の雰囲気をちょっとだけ紹介します。店内の雰囲気をちょっとだけ紹介します。
両隣には飲食店が並び、賑やかな通りに両隣には飲食店が並び、賑やかな通りに
面しております。面しております。
現在、Part ７でも取り扱っています現在、Part ７でも取り扱っています
『ケラスターゼ』『ケラスターゼ』も導入 !!も導入 !!

お近くの方は是非、お近くの方は是非、
足を運足を運んでみてください。んでみてください。

　長らくお世話になりました
Part9（末広店）がリニューアル
いたします。（６月予定）
　皆様には、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。
　詳しくはホームページ等をご覧
下さい。

お知らせ❸お知らせ❸ Part9末広店Part9末広店
リニューアルリニューアル

編集部からのお知らせ

三重県桑名市五反田 1880-5
　　電　話　　　0594-32-2768
フリーダイヤル　0120-998-010

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

詳しい情報はこちらまで。
随時、更新しています。

ホームページがリニューアルします。今までの
イメージを一新。すばらしいものを製作中！
もうしばらくお待ち下さい。

ケラスターゼ取り扱いサロン

Part ７（稲沢店）・１ページ（桑名店）

ケラスターゼ・ヴィジョン

セット面セット面 シャンプー台シャンプー台店 内店 内

外 観外 観

玄 関玄 関

編集部からのお知らせ！

アヴェダ取り扱いサロン

３コ（豊明店）・５コ（天白店）・７コ（各務原店）・９コ（小牧店）・Part ９（末広店・導入予定）・１コ（可児店・導入予定）

お知らせ❶お知らせ❶

お知らせ❷お知らせ❷

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
２月26日(火)にオープンしました!!２月26日(火)にオープンしました!!

お知らせ❹お知らせ❹

肌をいたわるように、髪をいたわりましょう―
いち早くヘアケアの重要性を世界のビューティシーン
に説いたケラスターゼのサロンでは、確実な結果をも
たらしながら心身を開放してくれる空間創りも大切だ
と考えます。
本物のリラクゼーションと上質のラグジュアリーを堪
能できる場所、そして真の美しさを体現する場所、そ
れがケラスターゼ・サロンなのです。

　　　　　 とは？―
アヴェダは、1978 年に美容師のホースト・レッケル
バッカ－氏によって創設されて以来、植物をベースと
したヘアケア製品などを開発し、環境にやさしい商品
を世に送り出しています。ヘアケアや化粧品の開発・
販売にとどまらず、環境を意識し自然と共存するライ
フスタイルを提唱し、現在では多くの人々が共感し実
践をしています。

今回の店舗は
木造校舎風

落ち着いた感じで
至福のひとときを
お過ごしください。 バックシャンプーで

気持ちも心もリラックス !
こんにちは。
私も毎日

通っています。

天井が高く
開放感が
あります。


