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信　条：1つ1つの出来事を大事にする。
TJ天気予報ってどんなところ？：
第2の家族がいるところです。
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最近、元気が出て、よしっがんばろーと思え
　　るＣＤに出会ったので、そのお話をしたい
と思います。てんつくマン！？ 何そのタイト

ル？ と思われた方もみえると思います。てん
つくマンとは、人名です。本名は軌保
博光さん。どんな人かと言うと、吉本興業で山
崎邦正さんの相方として７年くらいお笑い芸人
をやってみえて、その後、映画に夢をいだき、
映画の製作費を集める為に路上に４年半座り、
筆と墨で一人一人にインスピレーションで言葉
を書き、製作費を見事に集められ、2003 年に
映画を完成されました。現在は楽しみながら世
の中に笑顔と元気を増やそうと環境問題、海外
支援などに力を注いでいる方です…

　このＣＤすごっくいいから聞いて
みて！ とＣＤをもらいました。てんつくマ
ン？ 何だこのふざけた名前は！？ と言うのが
最初の印象でした。聞いてみたら、むっちゃん
こオモシロイ !! だけじゃなく元気が出る。コ
レはすごいＣＤもらったなぁー。皆にも聞か

　こんにちは。突然ですが、最近「まい箸生活」を始めました。きっかけは、先月、まい箸
についてというカードと箸を会社からいただことです。そこには、こう書かれていました。
森林は激減し続けています。年間 257 億膳が使い捨てられる割り箸。その原料の約 97％は
中国から来ています。まい箸を使えば中国の森を守り、ゴミの量を減らす事ができます。Ｔ
Ｊ天気予報の社員だけでも、毎日何膳の箸を消費しているのでしょうか？
　例えば全社員、460 名が月 25 日、１年間に昼食で割り箸を使用すると考えると、13 万
8000 膳。朝食、夕食も含めると…コレは驚異的な数字です。
　「そうだよなぁ」とすっごく感じました。今は良いかもしれない、日本はまだ大丈夫なのか
もしれない、けど、世界の国の中で、雨が全く降らない国もあるのも事実です。私達がまい
箸を使用したとしても、世界から見たら、ちっちゃなことかもしれません。でも、これから
の子供たちそのまた子供たち…のために、私達にできることを続けていきたいと思っています。そして、ハッピー
タイムズをご覧いただいてくださる一人でも多くの方が「まい箸生活」をしていただけたら、とっても嬉しいです !!
では、vol.38 スタートです。

せたいっ！ 半強制的に、お店のスタッフにコ
レむっちゃ良いから聞いて！と皆に聞いてもら
いました。あっ何だか、自分で話のハードルあ

げちゃってますね…（笑）では聞いてくだ
さい。

成功への近道は、自分の好きなことをするこ
　　と。嫌な仕事してる人って時計ばっか見て
いませんか？ 好きな仕事をやってる人は、えっ
もうこんな時間？ 時間が経つのがあっという
間です。どう毎日を過ごすかで、成長の差は歴
然としていると思います。
　自分が夢にむかって、よしっ！ やってみよ
う！ と思ったとします。そして、いろんな人
に相談しアドバイスを求めた時、「ぜったい無
理」「難しい」「甘い」などという素晴らしい
アドバイスをもらったことってありませんか
……！？
　あの人は「ぜったい無理」っていうけど、

未来の事がわかる人っているのか
な？ 過去のデータ、今の実力だけをみて、未
来をあきらめるなんて、すっごくもったいな

い！ 今は今日までの結果。昨日の自分を
毎日越える。そしたら、１年後どうなってるだ

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

てんつくマン

未来は今からつくれる
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ろう？ 今と一緒でいるわけが無い。むしろ一

緒である事のほうが難しい。未来は今から
作れる。勇気を出して一歩踏み出すか、立
ち止まるかで人生は変わります。

　そして、たった 1人で未来は変わ
ります。私達は連鎖して生きています。だ
から、隣にいる人が、笑顔なのか、イライラし
てる人か、信じてくれる人か、心配性の人か、
それがうつります。大丈夫、いつか伝わるよ。
がんばろうって言ってくれる人が一緒にいてく
れたから成功できたと軌保さんは話してみえま
した。

　奇跡はパズルと一緒。今日中に１万
ピースのパズルを完成しないといけない。と
なったときに、神様お願します。どうか、パズ
ルを完成させてくださいと言って、とりあえず
お昼寝をして、目覚めたとき、箱は開いていな
いし、袋の封さえあいていない。当たり前です
よね。まずは自分で箱を開けて、封をあけて、
１つずつはめてみる。もしかしたら、１時間１
つもはまらないかもしれない。そうすると、夢
は叶わないんじゃないか、パズルは完成しない
んじゃないかと勘違いしてしまいます。でも、

あきらめずやっていくと、「何をやっ
ているんですか？」という出会いが
おこり、「私にできることはありませ
んか？」とサポートが入ります。実は、
こういう夢があるんです。って自分が一生懸命
やっていると、一人、また一人と手伝ってくれ
て、やがてパズルは完成し、夢が叶うんです。
皆に感謝すると、口をそろえて、私は１枚はめ

ただけよ。って。あきらめなければ、奇
跡は起こり、夢は叶います。
　そして、自分に誇りを持ったとき必
ず花が咲きます。
　失敗したりうまくいかないことがあっても
自分を責めない。前だけを見ること。そして、

自分を褒める事！ お子さんで、お母さん、
お父さんに褒められたくて、がんばる子がたく
さんいると思います。すごいねーがんばった
ねーで終わらず、今度は自分で褒めてみてとい
うところまで導いてあげる。じゃないと、どん
だけがんばっても、100 点とっても、人から
褒められないとむなしさがやってきます。だか
ら自分を褒めるっていうことをできるようにし

ていく。大人でも一緒です。自分を褒めれ
る人はどんどん成長できます。
　自分を褒めるってそんなナルシストな～と思
うかもしれませんが、やってみないとわかんな
いです。どういうときに褒めたら良いの？ っ
思いますよね。例えば、料理をしいて、トマト

でも何でもいいので切ったときに「ナイス
カット！」って褒めてみてください。なん
かわかんないけど、心が嬉しい。で、楽しくなっ
て、その楽しい気持ちが料理に入って、「なん
か今日のご飯おいしいー」ってなって、また嬉

しくなって元気の循環が良くなります。
　私はこの間、カレー作ったら、めっちゃんこ
美味しかったです！（カレールーが美味しかっ
たということだったのかっ…笑）あきらめなけ
れば、夢は叶います！ あきらめた成功者なん
て聞いたことありませんよね？

　今日は今までの結果。未来は今か
ら作れます。偶然なんてひとつもあ
りません。動いた分だけ夢に近づき
ます。全ての事は意味があって最高
のタイミングで現れているのだと私
は信じています…。

編集長モジコのあいさつ

『おきもちとどきました。』
定価1,000円

「てんつくマン」製作

朝ロッカーを開けると
一冊の本が

中を読むにつれて涙があふれだす
愛する人、友達に

サンタクロースのように姿を見せず
こっそり幸せのいたずらをする本
「おきもちとどきました。」

※ＴＪ天気予報全店で
　　取り扱いしています。

奇跡はおこる
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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。
桜の季節も終わり新緑も少しずつ芽生えてきた今日この頃いかがお過ごしでしょうか？ 

新たな生活にも慣れてきた今、夢や希望に燃えている人、なんだかちょっとダウン気味でいわゆる
５月病の人、色々だと思います。どんな人も今一度ここらでゆっくり深呼吸をして見ませんか？
 自然の力には色んなパワーがあります。自分のペースを整えて日常生活を楽しみましょう !!

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!
今回はなんと２回連続「うなぎ」を食べ歩いてしまいました!!

いや～、ほんとにすいません。けして手を抜いているわけではないんですが…。たまたま、知り合いの方が紹介してくれたのが「うなぎ屋」
さんだったので、じゃあってことで急きょ２回連続「うなぎ」にさせていただきました。でも、今回も前回も少しずつ違ったものが楽し
めると思いますのでぜひぜひチェックしてみてください！それでは、どうぞ !!

　いかがでしたか？ たまには２回連続も悪くないですよね？ 季節
によっても獲れる場所によっても違う味をかもし出すのが料理の
素材。さらに調理の方法や食べ方によっても無限の楽しみ方があ
りますよね！ どんな時でもその時に「ベスト !!」って思ったもの
を紹介していくことには変わりはないのでまた楽しみにしていて
ください！ 次回は何が来るでしょうね～？？？

今回お邪魔したのは春日井市にある鰻処「まえの」さん。国道 19号線に
面していて一見うなぎ屋さんには見えない感じのモダンなつくりのお店です。
中に入ると意外に奥行きがあって広く、クラシックでシンプルモダンな感じで
した。席について早速メニューを広げてみると、「うなぎ」をベースにした料
理が結構沢山有り、思わず“う巻き”などに目がいってしまいました。中でも
面白かったのが“うなぎのサラダ”です。あんまり聞いたことないですよね？ 
そんな感じのサイドメニューも充実していて思わず迷ってしまいそうでした。
しか～し、僕はなんと言っても「ひつまぶし」を食べに来たんです！ 早速メイ
ンのメニューの方に視点を切
り替えてみると…。「ん？」ひ
つまぶしの隣にさらに魅力的
なメニューがあるじゃないで
すか !! その名も「おけまぶ
し」。そうです“おひつ”で
はなく“おけ”に入ってるん
です！ 
食いしん坊としてはたまらな
い魅力ですよね！ 迷うことな
くそちらを頼みました。出て
きたのを見てびっくり！ ほ
んとに大きい！ それを見た
だけで幸せになってしまい
そうなくらいの量で、しか

もサイズに合わせてうなぎまでもが大きくて桶いっぱいにびっしりしき詰まって
います。バチがあたりそうなくらい幸せな気分で、早速一口…。「パリッ、フワッ」っ
て感じです。外見は見事に「パリッ」としていて食感を楽しめ、噛み進んでいくと「フ
ワッ」とした身が味わえるんです！ いや～不思議ですね～。いったいどうやった
らこんな風に出来るんでしょうか？また前回とは一味違った楽しみ方で、お茶漬
けまでの 3パターンを堪能しました！
やっぱり、それぞれのお店によって色んな特徴がありますよね！「パリッ」とし
た食感の好きな方は是非チェックしてみてください。

電　　話／0568-87-6668（瑞穂通店）
営業時間／AM11:00～PM2:00（L.O.PM1:30）
　　　　　PM5:00～PM9:00（L.O.PM8:00）
　　　　　PM5:30～PM9:30（L.O.PM8:30）平日夜のみ（瑞穂通店）
定 休 日／通常は毎週水曜日・第3火曜日

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き

春日井市瑞穂通8-24-1

まえのさん

瑞穂通店
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OFFシーズンストレート企画



6 ハッピータイムズ

試 着 相 談 会 開 催 ！試 着 相 談 会 開 催 ！

試 着 相 談 会 開 催 ！試 着 相 談 会 開 催 ！

試着？？　服の試着…
服の試着ではありません
ウィッグ・ヘアピースの試着です。ウィッグ・ヘアピースとは［トッ
プにボリュームを出すつけ毛］や服装・パティーなどに合わ
せてヘアスタイルを楽しむ［かつら］などです。
最近、お客様から、髪にボリュームが出なくなったと…だからヘアピースを
つけたいやＴＰＯに合わせて、ウィッグなどでオシャレを楽しみたいという
意見を頂くことが多くなりました。

そこで、業界№１のフォンテーヌさんと共同で［試着相談会］の開催を企
画しました。この［試着相談会］は、お客様の髪質に合わせて、悩みの部
分にボリュームを出したり、お気に入りのウィッグを見つけ、今まで気づい
ていなかったアナタの新しい魅力を見つけていただく相談会です。
試着用のウィッグをたくさんご用意していますので、あれこれ試してウィッ
グの楽しさを体感して下さい。

＊お気に召すモノがない場合は、購入する必要はありませんので、ご安心してご来店下さい。

試 着 相 談 会 開 催 ！試 着 相 談 会 開 催 ！ウィッグがアナタの
新しい魅力を
引き出します！

TJ 天気予報 × フォンテーヌ共同開催TJ 天気予報 × フォンテーヌ共同開催

１人１人丁寧にアドバイスさせていただきますので、１日限定 10名様になります。
大変申し訳ございませんが、定員になり次第ご予約を終了させていただきます。

0586－76－7438　TJ天気予報　本部
時間　AM10：00～PM６：00

まずは、
ご予約下さい!!

試 着 相 談 会 開 催 ！試 着 相 談 会 開 催 ！オシャレを楽しみたい
旅先や急なお出かけに

TJ 天気予報 × フォンテーヌ共同開催TJ 天気予報 × フォンテーヌ共同開催

進化したウィッグの魅力を体感して下さい。

試着相談会開催

日時）５月17日（土）・18日（日）の２日間限定で２会場で開催します。
　　　ＡＭ10：00～ＰＭ4：00まで

場所）一 宮 会 場　　P３（千秋店横TJ天気予報研修センター）
　　　　　　　　　　一宮市千秋町浅野羽根古金島9-1
　　　　　　　　　　TEL 0586-77-4798

　　　名古屋会場　　滝の水店（２階スペシャルルーム）
　　　　　　　　　　名古屋市緑区滝の水1丁目903
　　　　　　　　　　TEL 052-892-8108

　　　＊安心してお話が出来る、個室をご用意しました。

部分ヘアピース部分ヘアピース

全体の全体の
ウィッグウィッグ

形態安定型トップピース

BP861
税込税込 34,650 34,650円円

（本体価格 33,000円）

合成
繊維

ストッパー
付

総手
植え

合成
繊維

ストッパー
付

総手
植え

アジャスター
付

温度
制御

マニフィー ウィッグ

MF03
税込税込 63,000 63,000円円

（本体価格 60,000円）
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マジで驚く噂のマジックショー！！マジで驚く噂のマジックショー！！マジで驚く噂のマジックショー！！マジで驚く噂のマジックショー！！

新生活を迎えるにあたって心機一転、髪を切ってスタートを切った皆さんも多いのではないでしょう
か？ そして 5月を迎え、学校生活にもそろそろ慣れてきた今、思い切って「今までとイメージを変え
たい！」なんて方も多いのでは？？

我々TJ天気予報ではそんな中高生を応援する素晴らしい企画を考えちゃいました！
「本当はパーマやカラーもしてみたいけど校則厳しいし…」なんて方は必見です！

その企画とは？？その企画とは？？

に 朗報 です !!
この春から中学・高校に入学された皆さん

新たな学年を迎えた在校生の皆さん

擬似パーマでみんなのオシャレを応援しよう！っていう企画です！
最近はみんなオシャレで色んな髪型に興味を持っています。「あんなパーマかけてみたいな」とか「こんな色にしてみ
たい」なんて考えますよね？
さすがにカラーは無理かもしれませんが、パーマはかけなくても擬似的につくることができます。しかも意外と簡単に！

どうですか？ 簡単でしょ？ もちろん洗ってしまえば、おしまいなので校則違反にもなりません！ ワンランク上のオシャレを
楽しみたいあなた、人と差をつけちゃいましょ !! もちろんコテやホットカーラーでもスタイルを作ることは可能ですし、ちょっ
とだけボリュームを出したり、毛先だけ巻くことも出来ます。中高生の皆さんだけでなくお母さんと一緒にも楽しめちゃうの
でぜひ挑戦してみてください！

その方法は…その方法は…

魔法の擬似パーマセット魔法の擬似パーマセット魔法の擬似パーマセット魔法の擬似パーマセット

まず魔法のロー
ションを髪につ
けます。

期間限定
5月1日(木)～5月31日(土)まで

そしてマジック
カーラーを巻い
ていきます。

髪が８割くらい
乾くまでドライ
ヤーをあて、少
しそのままおき
ます。

後はスタイリン
グ剤で仕上げる
だけ。

あっという間に
パーマスタイル
の完成です！

（もちろんお母さんにとっても朗報です！）

髪につけて
巻くだけで
パーマのような
仕上がり！

マジックテープの
力で簡単に髪に巻
きついてくれる＋
熱をキープして
しっかりカール！

＊マジックカーラー（５個）＊マジックカーラー（５個）

５分で出来る
パーマスタイル

中高生企画

＊ループラスター＊ループラスター

びっくり価格びっくり価格　￥1,500￥1,500（税込）（税込）
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TREATMENT BAR
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tojo
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２人でご来店でお得です !２人でご来店でお得です !２人でご来店でお得です !
ダイヤモンド・プラチナ・ゴールド会員様限定企画

ＴＪ天気予報が
楽しい企画を
考えました。

期間限定
５月１日(木)～　
５月31日(土)まで

更に黒ひげゲームで、お得な商品をゲットしよう !更に黒ひげゲームで、お得な商品をゲットしよう !

友達！ 家族！ ＴＪ天気予報デビューセット

2 人 で 仲 良 し ペ ア セ ッ ト

ワタシ ＴＪ天気予報にご来店
したことがない友達

ワタシ 友達 or 家族

２人で、４本の矢を刺します。

黒ひげが飛び出したら、

ステキな商品が当たります!!

※ＴＪ天気予報にご来店されたことがない友達・家族といっしょにご来店でお得！

※２人でご来店で２人共トリートメント or10 分間マッサージがサービス

or

２人仲良くお得です !

懐かしの
黒ひげゲームで
お宝を

GETしよ～

 ※技術料金のみ　※他の特典との併用は不可　※高校生以下対象外

※他の特典との併用は不可　　　　※高校生以下対象外

10分間マッサージ
or

トリートメント

※お好きなサービスを
　お選びください。

※ご予約時に必ず「デビューセット」or「ペアセット」とスタッフにお伝えください！※ご予約時に必ず「デビューセット」or「ペアセット」とスタッフにお伝えください！
　ご予約されたお客様対象にさせていただきます。　ご予約されたお客様対象にさせていただきます。

２人でご来店でお得です！

お１人様ご利用金額
5,000円以上で
→2,000円OFF

4,999円以下で
→1,000円OFF
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美しく・健康でいるための秘訣
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パーソナルカラーの効果パーソナルカラーの効果

パーソナルカラーとは“自分だけの色”、“似合う色”として呼ばれています。パーソナルカラーは 1色だけで
はなく色にはグループがあり分類分けされた中で見つける事ができます。似合う髪の色、ファッションを身にまとう事で自分
の魅力を最大限に引き出すことができるのです。逆に不似合いな色も存在するので、特性を知っていると失敗は少なくなります。

パ ー ソ ナ ル カ ラ ー を 知 ろ うパ ー ソ ナ ル カ ラ ー を 知 ろ う

パ ー ソ ナ ル カ ラ ー と は ！ ？パ ー ソ ナ ル カ ラ ー と は ！ ？

１と２、

どちらの肌色が

きれいな色に

見えますか？

似合わない色を身につけると、疲れて見えたり、老けて見られてしまったり…そんな経験ありませんか？ 別に自分は全然普通
なのに「疲れてる？」なんて聞かれてしまったこと。それは着ている服の色のせいだったり髪の色のせいかもしれません。

人の肌も一つの色と考えてみて下さい。色と色の配色に調和と不調和があるように、肌の色にも調和する色と調和しにくい色
があります。そして人間の肌の色は同じ日本人であっても、一人一人少しずつ違います。加えて肌だけでなく、髪や目の色、
骨格や顔立ちといった要素もその人の似合う色を決定づける要素なのですから、まさにパーソナル。似合う色とは「個
性の色」なのです。

色にアンダーベースがあるように人のお肌にもブルーベース・イエローベースが存在します。見分け方は瞳の
色だったり、肌の質、日焼けの仕方など様々あります。まずは自分がどっちのベースかを知る事が始まりですね☆
今使っている、化粧品の色や洋服の好みの色がベースと密接な関係にあると思います。（いちがいに言えませんが。）それ
は自分が似合う色を無意識の内に判断し、それを自分の“好み”　“スタイル”と自然に決めているからです。自
分の似合う色を知る事により、今以上にオシャレ度アップです！ 今回はベースアンダー色についてだけでしたが、次回
からはそこから更に 4つのカテゴリーに分けて更に砕いていきます。

この 4 つのカテゴリーの中に必ず人は属します。
自分がどこの分類に入るかはまたのお楽しみです。

カラー特集

 甲斐田 と  三好 です。
（稲沢店）　（可児店）

Y-1 では健康的で明るい肌色に見えるのに対し、Y-2 では肌色が黄色くくすんで見えます。
B-1 では肌色が青白く不健康に見えるのに対し、B-2 では血色の良い色白肌に見えます。
このように服の色との調和によって肌の色は違って見えるのです。

Ｙ

Ｙ-1 Ｙ-2

B

B-1 B-2

※肌色は同じ色です。※肌色は同じ色です。

こんにちは。桜も散ってしましましたが、暖かくなりようやく、初夏を感じますね。
花粉症でなければ最高の季節なのですが…。

さて、昨年末から自分に似合う色を知るという事で、自分の瞳の色で似合う色を
知ろうという事をやってきました。今回からはまず色のアンダーベースを知り、
パーソナルカラーを探せるようになり、ヘアカラー・ファッションに合わせ、

色のある生活を楽しめるようになりましょう★☆

春（スプリング）
タイプ

夏（サマー）
タイプ

秋（オータム）
タイプ

冬（ウィンター）
タイプ
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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「カットしかしてない時でもアフターケアは必要なの ??」Q1「カットしかしてない時でもアフターケアは必要なの ??」

★お客様からの素朴な疑問 　～番外編～

「今日はパーマもカラーもしてなくてカットだけだったんだけど、
　　　　　　　　　　　　　そんな時もアフターケアは必要なの？」

そうなんです！ 実はカットだけでも髪のケアは必要なんです！
髪を切るとむき出しの毛先から髪の中のたんぱく質が流れ出てしまい、結果的に髪は必要な
栄養分をなくしていってしまいます。さらにそぎを入れたりすると毛先の広い範囲でキュー
ティクルがはがれてしまっていることもあります。

＊トリートメントは、髪の根元につけすぎてしまうと頭皮の汚れやベタつきの原因に。髪の毛先から
中間くらいに重点的にもみ込むのがコツです！

＊濡れた状態の髪は乾いている時よりも傷みやすい状態です。せっかくトリートメントをしても濡
れたままほかって置いては元も子もありません。トリートメントの後には必ず髪を乾かしてあげま
しょう！

★★おまけのワンポイントアドバイスおまけのワンポイントアドバイス★★

「じゃあカットしない方がいいじゃん！」って思うかもしれませんがそうもいきませんよね？
われわれ美容師も極力傷まない道具を使い、極力傷まないようにカットをします。
つまり最終的に毛先の運命を決めるのはアフターケアをするかしないかということになってきます。

アフターケアとして必ず毛先を中心にトリートメントをつけ、油分で膜をつくり毛先を包んであげましょう！ お風呂
の中でするトリートメントに加えて、洗い流さないトリートメントをお風呂上りにつけてあげるとさらに効果的です！

カットの後はもちろん、希望のスタイルになった後の毛先はとってもデリケート。
トリートメントをしっかりして優しく丁寧にケアしてあげてくださいね !!

お客様からのＱ＆Ａ　日頃の疑問にお答えします !!
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①足立　和久
②30歳③愛知④店長⑤アダッ

チ⑥バイク無いけどツーリン

グ⑦紅茶⑧器の大きな男にな

れ⑨船で旅行したい。世界一

周!!

①福本　真弓
②27歳③愛知④チーフ⑤フク

ちゃん⑥ボーリング⑦ブラッ

クサンダーチョコ⑧元気の

一粒　チョコ習慣!!⑨気球に

乗ってみたい。1回3万円…

①佐竹　美紀
②26歳③岐阜④チーフ⑤みき

ちゃん⑥食べる⑦愛犬　リブ

⑧HAPPY PARADICE!!⑨島での

んびり暮らしたい。

①姫田　真希
②25歳③岐阜④スタイリスト

⑤姫ちゃん⑥雑貨屋めぐり⑦

ジェルネイル⑧偶然！？　

いや、必然だ!!⑨舞妓さんに

なって、京都めぐり

①若松　美樹
②25歳③東京④スタイリスト

⑤ミキティ⑥万華鏡⑦お部屋

改造⑧「自由であり続ける為

に僕らは夢でメシを食う」⑨

自由人。

①徳丸　哲也
②24歳③岐阜④アシスタント

⑤てっちゃん⑥サッカー⑦

コーラ⑧明日やろうはばかや

ろう⑨観覧車に乗れるように

なること

①寺澤　俊樹
②23歳③愛知④アシスタン

ト⑤テラ様⑥お酒⑦お酒⑧

power puff boys⑨長生きする

①豊川　知孝
②23歳③岐阜④アシスタント

⑤とよ⑥まんきつ⑦銭湯⑧人

の足を止めるのは絶望ではな

く諦め!!⑨日本一周（のんび

り）

①大江　祐加
②23歳③福岡④アシスタント

⑤大江⑥まったり⑦メロンパ

ン⑧チョコ好きに悪い人はい

ない。⑨自由な生活!!

①笠原　えみこ
②23歳③岐阜④アシスタント

⑤かっさん⑥山のぼり⑦各務

原キムチ⑧ハイリスクハイリ

ターン⑨粋なおばちゃん

①水崎　晶依
②21歳③福岡④アシスタント

⑤せいちゃん⑥買い物⑦ドラ

ゴンボール⑧博多弁ばい。⑨

海外でのんびり暮らす。

①小島　さおり
②21歳③鹿児島④アシスタン

ト⑤こじこじ⑥買い物⑦コー

ヒー⑧遊びは真剣 仕事は遊

び心を持って。⑨幸せなおば

ちゃん

①山下　沙織
②21歳③石川④アシスタント

⑤リー⑥買い物⑦アロマ・お

香⑧石川弁 まっし。げん。

⑨世界一周旅行に行く!!!

①蒲　祐介
②22歳③岐阜④アシスタン

ト⑤かばちょ⑥音楽漬け⑦

パブ・ロック⑧Rock’n Roll 

Junky⑨Band、Live 漬け♪

①清水　光
②20歳③岐阜④アシスタン

ト⑤ぴかる⑥カラオケ⑦

Radwimps(ﾛｯｸﾊﾞﾝﾄﾞ)⑧昨日の

敵は今日の友⑨世界中の野良

猫を救う

①古田  夕加里
②20歳③岐阜④アシスタント

⑤ゆかりん⑥ドライブ⑦THE

３名様(漫画)⑧エコ⑨沖縄に

移住!!

①松尾　絵里奈
②20歳③岐阜④アシスタント

⑤ばしょー⑥人間観察⑦ドラ

イブ⑧共に勝つ⑨のんびり旅

行!!

①大矢　奈津樹
②20歳③岐阜④アシスタント

⑤なっちゃん⑥買い物⑦岡田

くん（V6）⑧一期一会⑨イヌ

をたくさん飼う!!

①富居　里紗
②20歳③岐阜④アシスタント

⑤トミー⑥デコ電⑦DS（ネプ

リーグ）⑧しあわせ⑨かわい

いおばぁちゃん

①萩原　早央里
②20歳③岐阜④アシスタント

⑤サリー⑥食べるコト⑦キャ

ベツ⑧弱肉強食⑨のんきにく

らしたい。

①田中　美由紀
②22歳③岐阜④レセプション

⑤みーちゃん⑥キノコあつめ

⑦山を見る⑧LOVE ＆ PEACE

⑨自然とともに生きる。

ＴＪ天気予報 各務原店 スタッフ大特集!!
こんにちは。やってきましたスタッフ紹介。新入社員も入ってスケール UP ↑
ただ人数が増えただけではないですよ（＞＜）

今回は『７コ　各務原店』です。どうぞ。
ＴＪ天気予報 ７コ 各務原店

皆様。いつもご利用ありがとうございます。オープンから１年が過ぎこれか

らも益々ご期待に沿えるお店にしていきたいと思っております。今後も宜し

くお願いします。

７コ心
ゴコロ

ＴＪ天気予報　各務原店　足立 和久

スタッフ紹介　ＴＪ天気予報各務原店

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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今年も76人が新加入しました

～入 社 式～

～新人研修～

名古屋市の『キャッスルプラザ』で入社式が行われました。
フレッシュな76人がTJ天気予報に新たな風を吹き込んでくれ、無限大の活躍に期待しています。４月１日(火)４月１日(火)

新人研修がはじまりました。会社理念の話や先輩方から、話を聞き社会人としてのマ
ナー・知識を身に付けていきました。

４月２日(水)４月２日(水)
～４日(金)～４日(金)

今年も76人が新加入しました

入　場　前
みんなとっても
緊張しています。

辞　令　交　付
ひとりひとり辞令を渡
していきました。
これで仲間入りです。

今回はパート９の酒井店長
が司会進行をしました。
緊張のあまり、カミカミで
したが……

店ごとに分かれ自己紹
介・ミーティングをし
ました。

お辞儀の仕方も
学びます。
何事も基本が大
事です。

最後は記念撮影で終了!!
これから、TJ天気予報スタッフと
して、どんなことがあっても頑張
りましょう!!苦しみの大きさに感動
の大きさが比例することを…心に

後輩の成長のために
先輩方もお手伝い!!

会長が新人
のために熱
演です。
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お知らせ❶お知らせ❶ TJ天気予報Part9 末広店 リニューアルのお知らせTJ天気予報Part9 末広店 リニューアルのお知らせ

検索ＴＪ天気予報 検索

編集部からのお知らせ

この度、2008年5月30日（金）TJ天気予報
Part9末広店をリニューアルオープンさせて頂
く事になりました。平成4年の9月にスタートし、15
年間沢山のお客様に愛され、支えられながらおかげさま
で、前向きな成長を続ける事ができました。そこには、
たくさんの素晴らしい出会いがあり、笑顔が生まれ、た
くさんの幸せがありました。10年以上ご利用頂いている
お客様もたくさんいらっしゃいます。応援してくださっ
た全ての方々に、本当に心から感謝しております。

5月19日（月）より旧店舗の取り壊し工事が始まります
ので、末広店は5月19日（月）～29日（木）まで
営業をお休みさせていただきます。長年ご利用頂いて
いるお客様や、現末広店舗に親しみを感じていらっしゃ
る方がたくさんおみえになると思いますが、旧店舗は5/18（日）まで営業させて頂いております。尚、末広店
スタイリストは5月24日（土）と5月25日（日）の二日間のみ、以下の店舗に出勤させて頂きます。

5/5（月）・5/6（火）は美容室TJ天気予報・スパエステcocoa全店お休みを頂きます。
ご迷惑をおかけしますが宜しくお願い致します。

TJ天気予報でもブログを始めました！
こちらです→
『http://www.tj-tenkiyohou.co.jp/blog/』
携帯電話でも閲覧可能！（携帯電話の種類によっ
ては見れない場合もございます）
様々なスタッフが様々な内容について書き綴って
いきます。お暇なときに是非ご覧下さい！

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

詳しい情報はこちらまで。
随時、更新していきます。

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。

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。

今すぐクリック

工事期間中にご来店を予定されていたお客様には大変ご迷惑をお掛けしてしまい、心からお詫び申し上
げます。5月30日（金）よりnew末広店OPEN限定キャンペーンをさせて頂きます。これから
もお客様の幸せが増えるようにスタッフ全員で努力して参ります。新しい末広店にご期待いただき、変
わらぬご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い致します。

TJ天気予報 Part9 末広店　店長 酒井 一吉

3mm尾西店……酒井一吉、島井博之、磯野綾
Part3千秋店……篠田佑子、中野舞子、福本優作
Part7稲沢店……津久井恵、中野裕央、福島咲子

5月18日(日)

旧店舗

5月30日(金)

新店舗OPENお休み
(5/19～5/29)

最近、お客様より全ての技術を１人の担当者が行ってほしいというご意見を頂くことがございます。多くの皆様のご希望に添うた
め、担当者がかけ持ちをさせていただく場合がございます。また、担当者、指導のもと技術オーディションを合格したアシスタント
が施術させていただく場合もございますので、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。　　　　　　　　　　 ＴＪ天気予報

編集部からのお知らせ！

お知らせ❷お知らせ❷

〒491-0918 愛知県一宮市末広2丁目3-19（場所は同じです）
フリーダイヤル：0120-966-005　電話番号：0586-43-1318

お知らせ❸お知らせ❸

お 願 いお 願 い


