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名 前：渡邊 明日香
勤務地：津島店
信 条：追追追求。「好きこそ物の上手
なれ」です。
TJ 天気予報ってどんなところ？：
家族のように温かく、厳しく、お互いに
成長し合える学校のようなところです。
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編集長モジコのあいさつ
こんにちは。いよいよ、夏ですね！ 夏バテなどはなさっていませんか？ 外と、室内の温度差で、体調
を崩しやすいので、お体には気をつけてお過ごしくださいね。
ここ最近、中日ドラゴンズでおなじみの、我らのドアラが大人気で、いちファンとしては、嬉しい限
りです。もちろん本と写真集は即買いをしまして、毎日、眺めております。ドアラグッズも野球観戦の
たびに、着々と増え続けております。
あと、最近のＭＹブームは、中日ドラゴンズ選手別応援歌を完璧に覚えることで、車のＢＧＭは応援
歌のＣＤの延々リピートです（笑）挙句の果て、頼まれてもいないのに、ＣＤをスタッフに強引に貸し
出し、覚えると良いよ！ とアドバイスもしておきました…（笑）
では、ハッピータイムズ vol.39 スタートです。

情はどうですか？

私らしさの方程式

編
集
長
の
モ
ジ
コ
で
す

背筋がピンと伸びていて、パワフル

だったり、優しそうだったり、笑顔が素敵だったり。元
気なさそうだったり、怒っているような表情の方ではあ

印象は変えれる
コミュニケーションスキルアップといいますか、
先日、
人間力を高めるといったような、勉強会に行ってき
ました。

りませんよね。
もし、あなたのとても大切な人が目の前にいるとした
ら、どんな表情をするの？

どんな声をかけるの？

ういう自分の姿を見せるの？

ど

と聞かれ、我が身を振り

返ってドキッとしました。講師の先生は、昔、キャビン

始まるや否や、せっかく皆さんいらっしゃったので席

アテンダントをしてらっしゃったようで、その時は、先

替えしましょう！「はい、この列の方、立って、一番端

輩に注意されて、そのままの感情で接客をしていて、何

の列に」と、どんどん席替えが始まり、ほぼ全員が前後

も関係のないお客様に八つ当たりしていたと言ってみえ

左右、始めましての方ばかりになりました。そして先生

ました。笑顔もなく、ただ仕事をこなすだけ。職場の自

の２言目、
「隣の方が、今日のペアの方です。ではジャ

分とプライベートの自分は全く別人で、そんな自分が嫌

ンケンをしてください。」「負けた人！」
「勝った人の肩

だった。ある日、いつものように先輩に注意された時、

を１分間揉んでください」「はい、２回目いきます、３

あっ！

回目…」見事です。スキンシップすることで、初対面で

みよう。とひらめいたそうです。すると、驚いた事に、

すが、距離が、グーンと縮まりました。
セッションはすぐ始まります。「お互い向かい合って
ください」「相手がどんな人か、勝手に想像して、相手

わたしの大好きな人が見てるっと思ってやって

「この便に乗ってよかった。
また○○さんの便に乗るね。」
とお客様に声をかけられるようになったそうです。
先生が終始言って見えたのは、売れる営業マンはどこ

に話してください。はい、どうぞっ」 妄想好き（笑）

へ行っても売れる。何でだと思う？

の私には得意分野だっと思いながら、私はペアになった

あなたは車買いたいと思う？

女の子に向かい「白っぽい家に住んでいて、２人姉妹で、

う？

好きな食べ物はパスタ、かわいいものが好きで、好きな

自分の希望をしっかり組み取ってくれて、アドバイスし

色はピンクで、好きなタイプはかわいい顔の人、血液型

てくれる人が良いなー。そうなんです。車を売るのでは

は A 型で…」と先生の合図があるまで延々と話し続け、

なく。この人の一番のサポーターになろう、アドバイザー

あっているかどうかすり合わせてくださいとの合図で、

になろうっと思ってやってる人が売れる人で、この人と

ペアの女の子が「何でわかるんですかぁ！？」とほとん

長く一緒にいたいなと思われる人なのです。

どあってるとびっくりしてました。
印象は数秒で決まります。ほとんど 100％と言って

と。どんな人から

ノルマが見える人から買

答えはＮＯ絶対、買いたくないです。やっぱり、

先生は最後に、
「場を変える人になってく

良いほど外見で第一印象は決まります。実にその通りだ

ださい！」 と言葉をくださいました。朝「おはよ
う！」って扉開けたら、あなたが入ってくることで、ふ

と思いました。道とか聞くにしても、話しやすそうで答

わっと明るくなる、そんな人になってください。朝のテ

えてくれそうな人に話しかけますし、昔のＴＶの「ねる

ンションで１日は決まります。どういう印象を与えるか、

とん紅鯨団」でも「第一印象から決めてましたっ！」っ

印象は自分で変えれます！

て告白がよくありましたよね！？（年齢を感じる例えで

を出す挨拶を！！

すみません…）

がうまれます。例えば、
「おはよう！

ここで裏技！？

相手が声

そうすることでコミュニケーション
今日、道込んで

先生は 印象は自分で変えれる といってみえ

なかった？」とか「おはよう！今日の服かわいいね」と

ました。外見は見られたいイメージの服装や髪型やメイ

か。一声かけるということです。お家で、会社で是非やっ

クをして、大切なのは、表情、姿勢、声だと。

てみてください！

例えば、わぁー素敵だなぁって思う方って、姿勢や表
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ますよ！！

何かいつもと違う感じがあると思い

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き
皆さんこんにちは夏モード全開の王子です！
夏ですねー！ 梅雨もあけ本格的に暑くなってきました !! 皆さん「夏バテ」になってないですか？
食欲がなくなりなんだか動くのもめんどくさい…。そんなときこそしかり食べて規則正しい生活をしていきましょう。
やはり人間の基本は「食う・寝る・遊ぶ」です！ どっかで聞いたことあるセリフだなって思った方はきっと同世代
ですね（笑）何はともあれ、まずは基本的な生活習慣の見直しをしてパワフルに夏を楽しみましょう !!

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き !!
王子こと
堤 哲郎です。

今回も「うなぎ」食べ歩いてきました !!

冬生まれなのになぜか夏が似合うといわれてしまう僕ですが、実際夏は大好きです！（湿気さえなければ…）なんだか一年のうちで一番
太陽が輝き、パワーをくれるこの季節、元気いっぱいに乗り切っていこうと思います。一般的には食欲がなくなりやすい季節なんですが
僕には一切関係ありません！ 相変わらずお腹はすきますし、食欲も旺盛です。ちょっと位夏バテになってもいいかなって思うくらいの
勢いで今回も食欲に任せて食べ歩いてきましたので、皆さんも便乗してしっかり食べちゃってください（笑）それではどうぞ！
今回は瀬戸市にお住まいの池川様からのご紹介です。
はるばる向かったのは瀬戸市にある「角甚」 さんという和食のお
店です。もともとは旅館であるところの支店としてやっているお店でし
た。割と物静かな通り沿いにある古風な感じのお店で、店内も地元のお
客様でにぎわっていました。なんとなく今までに紹介してきたうなぎの
お店とは違った雰囲気で、どんなうなぎが出てくるのかな〜と思いなが
らせっかくなんで「ひつまぶし」を頼みました。ここまできたら同
じメニューで食べ歩きます！ ってことで頼んでみました。出てきたも
のはいたってシンプルな感じなんですが量が多い！ 普通のひつまぶし
なのに思い切り 桶 にはいってる感じです！ そしてその中に盛り付け
られたご飯の上にうなぎがびっしり敷き詰められています！ こ〜れは蓋
をあけた瞬間にテン
ションあがりますよ
〜。片道１時間かけ
ていったのでお腹は
鳴りっぱなし！ つい
ついがっついてしまいました。
（いつものことですが…）２杯目くらいまで無言
で食べてしまいましたがまだまだあります。と、ここで落ち着いて感想を述べな
いといけないですね（笑）
こちらのうなぎは味ももちろんですが食感がめちゃくちゃ良い !! 外身がパリッ
パリで中がふ〜んわりしてるんです。それも今までに無いくらい本当にパリっ
てしてるんです！ 例えて言うなら焼き鳥の「皮」みたいな感じです。これがま
た最高です！ 食感って大切ですよね？ 僕はほんとにそう思います。なのでこち
らのうなぎの食感はかなりツボでした！ しかも中はほんとにふわふわなんです
よ！ たまらなくないですか？ 食感も味も最高とくればとどまる理由はありませ
ん！ 一気に食べて残すところあと一杯分となりました。思わず全部いってしまい
そうでしたが、かろうじて踏みとどまりお茶漬けを楽しむことに。薬味を入れて
角甚支店さん
だし汁を注ぎます。前回のお店はお茶でしたがこちらのお店はだし汁で頂くスタ
イルです。すでに満足度が高まっていただけにこのあとの結果は重要です！「あ
〜かけなくても良かった…」なんてことになったら悲しいですもんね。でも、そ
んな心配は無用でした！ おいしかったんです！ ホントに !! むしろ「かけて良かっ
た」って思いました。とってもシンプルなだけにうなぎ本来の持ち味が勝負の今回、
大満足です。余計なものをそぎ落としたシンプルな素材本来のおいしさを堪能し
たい方にはぜひお勧めです。
電

話／0561-84-5878

営業時間／AM11:00〜PM2:00

PM5:00〜PM8:30

定 休 日／水曜日

瀬戸市五位塚町11-61

いかがでしたか？ 食欲湧いてきました？？ 人間の基本となる「食」をしっかり
見直してしっかり食べていきたいこの季節、夏バテしてる場合じゃないですよ！
どうしても重いものはちょっと…って思う方には「夏野菜」がお勧めです。前回も
書きましたがその季節にしかないベストな食べ物を楽しむ。しかも野菜ならそんな
に重くなくスムーズにいけると思いますので、ぜひ試してください。
まだまだ暑くなってくるこの季節ですが、しっかり食べれるものを常に皆さんに
情報提供できるようにしっかり食べ歩いていきますのでいろんな情報を皆さんもど
んどん教えてくださいね！ また次回も楽しみにしていてください !!

ハッピータイムズ
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一人より二人で楽しむ夏 HAIR

2008

一人より
より二人で楽しむ 夏HAIR

夏 ペア
各サロンが提案する 2008年最新のHAIRデザイン
4
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一人より二人で楽しむ夏 HAIR

一人より二人で楽しむ 夏HAIR

無造作感のある巻きカールをセンターパートで大人のクラシカルレ
イヤーに！ 作り過ぎない自然さが人気の秘密。

コンパクトな小顔ボブは、シャープな毛束がアクセントに！ ２人
共、トップに動きと遊びを作ることにより軽いイメージに。メンズ
のツーブロックは 2008 年人気のデザイン。

Part3(千秋店)が提案する2008年夏ペア

Part5(木曽川店)が提案する2008年夏ペア

クールな２人を演出するラフで自然なハネ感と重さと軽さをブレン
ドさせた夏 HAIR。個性あふれる大人なショートスタイル。

若さと元気があふれるふわふわパーマは誰からも可愛がられるおす
すめのデザイン。フェイスラインのストレートとトップのカール感
のバランスが似合わせのポイント。

Part7(稲沢店)が提案する2008年夏ペア

Part9(末広店)が提案する2008年夏ペア
ハッピータイムズ
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一人より二人で楽しむ夏 HAIR

一人より二人で楽しむ 夏HAIR
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印象に残る可愛らしさのガーリーなショートマッシュ。軽さと動き
をミックスさせネープを外ハネにして楽しんで！

華やかさ＋可愛らしさを！カールとツヤ感で表現。コンパクトにな
りやすいヘアスタイルを横広がりにアクセントをつけることによ
り、夏らしいデザインに！

2008 年話題のエスニックを取り入れたランダムウェーブ。計算さ
れたナチュラルな無造作感で、女性らしさと個性を最大限に引き出
します。フロントのポンパドールも注目です。

女性度を UP させるロングの重軽カールはレイヤーと軽さを最小限
におさえて A ラインに仕上げます。毛先をランダムに崩してフェ
ミニンなイメージに！

Part3(千秋店)が提案する2008年夏ペア
1mm(江南店)が提案する2008年夏ペア

Part5(木曽川店)が提案する2008年夏ペア
3mm(尾西店)が提案する2008年夏ペア

9mm(尾張旭店)が提案する2008年夏ペア
Part3(千秋店)が提案する2008年夏ペア

Part5(木曽川店)が提案する2008年夏ペア
1t(津島店)が提案する2008年夏ペア

リッジの効いた巻き髪カールにストレートバングを合わせることに
よりクールな甘口ヘアに。艶のあるきれいな毛先は、大人の女性の
必須アイテム。巻き髪 HAIR は根強い人気です。

ペアで楽しむショートレイヤーはトップの動きとバングの長さが特
徴です。ネ−プを短めに設定するのが 2008 年流。ぱっと目をひく
鮮やかなカラーもスタッフおすすめ。

柔らかな弾力カールが際立つくるふわカール。プルンと可愛らしい
夏のパーマスタイルは女の子の定番。肌をきれいに見せるカラーリ
ングと合わせれば今年の夏は楽しくなります。

愛らしさを 120％上げるミックスウェーブはリッジ感と柔らかさ
を同時に実感したロマンチックロング。お手入れ簡単な TJ おすす
めのデザインです。

5mm(春日井店)が提案する2008年夏ペア
Part7(稲沢店)が提案する2008年夏ペア

7mm(北名古屋店)が提案する2008年夏ペア
Part9(末広店)が提案する2008年夏ペア

Part7(稲沢店)が提案する2008年夏ペア
3t(日進店)が提案する2008年夏ペア

Part9(末広店)が提案する2008年夏ペア
5t(多治見店)が提案する2008年夏ペア

ハッピータイムズ

ハッピータイムズ
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一人より二人で楽しむ夏 HAIR

一人より二人で楽しむ 夏HAIR
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再現性の高いカールと計算された毛先の軽さを楽しむスウィート
カール。トップから丸みのあるシルエットにプラスしてカールを活
かすのが POINT。

くるくるパーマを元気よく仕上げたラブリー HAIR。パーマスタイ
ルに仕上げでコテをプラスしてカールを強調！前髪をタイトにサイ
ドにするのもコツです。

変化のつけにくいロングストレートにクールさをプラスし大胆に仕
上げたロングレイヤー。縦長を強調する ラインにダークブラウン
のカラーリングでミステリアスな存在感を !!

ふわりとタイトの絶妙バランスで誕生するカジュアルカールスタイ
ル。毛先のカールは「巻き髪」ではなく「ルーズ巻き」にするのが
◎です！

7t(滝の水店)が提案する2008年夏ペア

9t(大府店)が提案する2008年夏ペア

5コ(天白店)が提案する2008年夏ペア

7コ(各務原店)が提案する2008年夏ペア

個性的なクールボブは印象的な長めの前髪とちょっと遊びのある毛
束が私らしさ！ 人気のエスニックを取り入れた最新デザイン。

清潔感と品の良さが際立つカジュアルレイヤー。顔を包み込むよう
な軽さとレイヤーを入れてやわらかいイメージに。前髪をサイドに
流すのも POINT。

ルーズな透け感と和みのオーラを発するミディアムレイヤー。肩で
外ハネにして軽さと動きを楽しみながらお手入れ簡単な夏おすすめ
デザイン。

束感とルーズな動きの相性抜群のリュクスカール。弾むようなラン
ダムカールを耳にかけてすっきりまとめます。前髪をタイトにする
ことも忘れずに！

1コ(可児店)が提案する2008年夏ペア

3コ(豊明店)が提案する2008年夏ペア

9コ(小牧店)が提案する2008年夏ペア

1ページ(桑名店)が提案する2008年夏ペア
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夏を楽しむデザイン
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ＴＪ天気予報が提案する 2008 年夏 HAIR
ＴＪ天気予報が
提案する

2008年夏HAIR

〜ストレートデザイン〜
期間限定

7月1日(火)〜8月10日(日)

※好評につき、期間延長しました！

ツヤのある
髪の毛は
最大の魅力！
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NEW

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 〜

ハッピータイムズ

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

21,000円

夏カラー・夏パーマ×Ｔシャツ

夏カラー・夏パーマ×Tシャツ
〜夏限定 ス タ イ ル を 楽 し も う 〜

其の壱
カジュアルマットカラー
× Ｔシャツ

涼しげなカラーが最も輝く季節＝夏
暑い夏のカジュアルシーンに程よく映える明
るさのカラーを楽しみたい。それでいてやり
すぎてる感じではなくどこか品のよさすら漂
う色…。
寒色系の色味でまとめた涼しげなカラーで夏
の街にお出かけしてみませんか？

〜夏カラー〜

ビタミンカラー × Ｔシャツ

クールロマンティックカラー
× Ｔシャツ

元気いっぱいなビタミンカラーが映える季節＝夏
ポップなスタイルに合わせて思い切り元気な
ビタミンカラーと程よく日焼けした肌で夏
モード全開！ 暑い夏を熱く乗り切りたい方
にお勧めです。しっかりした色味を入れるこ
とでこの夏の自己主張をしてみては？

強い日差しを浴びてより輝く髪を演出できる季節＝夏
パールの輝きを持つ淡い色味のベースにさり
げない色味のホイルでスタンダードな中にも
上質な質感を手に入れたい方へお勧めです。
さりげないカラーなのになぜか「きれいな髪
だね」って言われたくないですか？

其の弐

〜夏パーマ〜

ロングカール
×
Ｔシャツ

ミディアム
ニュアンス
カール
×
Ｔシャツ

襟元をさえぎるものが
無く一番ロングがきれ
いに見える季節＝夏
中間から毛先にかけ
ての大きめなゆるい
ウェーブで大人なカ
ジ ュ ア ル を 楽 し も う！
冬に巻いていた髪を少
しほぐしたようなラフ
なウェーブでシンプル
かつ大胆に夏スタイル
を楽しみたい方へ !!
梅雨対策でストレート
にしていた方のスタイ
ルチェンジにもお勧め
です。

ファーストカラー・コスメカールでつくる

太陽に負けないスタイ
ルで元気をアピールし
たい季節＝夏
春にばっさり切った髪
を活かしてスタイルに
変 化 を。 軽 す ぎ な い ボ
ブのスタイルに全体も
しくは毛先へのニュア
ンスカールで動きをつ
け て。 大 人 っ ぽ い の に
遊び心のあるスタイ
ルで他との差をつけ
ちゃって〜！

夏HAIR×Tシャツ

スタイル

T J 天 気予報お勧めの極上メニュー で と び っ き り の 夏 ス タ イ ル を 楽 し ん で く だ さ い ! !

L et' s e n
njjoy
oy H appy
app y S
SUMME
U MMER
R !!

ハッピータイムズ
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2008 年夏限定メニュー

2008年

夏限定メニュー

2008年綺麗で楽しいヘアスタイルを楽しんでいただくために、TJ天気予報からオススメする商品を
取り揃えました。
髪の内部から美しさを引き出すトリートメントセットや暑い夏をクールに過ごす夏ひんやりセットな
どお好みに合わせ楽しんでください。

ピンクリボンキャンペーン
使うたび、内部から上質で美しい髪に
ヘアマスクトリートメント

ディープスリーク (

)

湿気から守り、ツヤのある
おさまりのよい髪に。オ
イルタイプの洗い流さない
トリートメント。シルクプ
ロテインポリマーが湿気を
吸収しやすいダメージ部分
に被膜を形成し、グレープ
シードオイルとカメリア
シードオイルが湿気からの
フォルムの崩れをコント
ロールします。

＋
高濃度の配合成分が熱に反応し、髪内
部でゲル化！ 理想の髪を取り戻す本
格的なトリートメント。

洗い流さない
トリートメント

50ml

2,100円

1,260円

期間限定
７月１日(火)〜8月10日(日)まで

＝ 2,640円

ディープスリークの売上金の一部が㈶日本がん協会へ寄付されます。
セットメニューをされた場合は、プラス1,000円でディープスリーク（50ml）がご購入できます。

夏ひんやりコース
ミントのスーッと爽快な使用感で気持ちまで軽やかにリフレッシュ!
クレンジングトリートメント

ミントシャンプー

＋
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。

2,100円

強いクール感で、
頭皮も気分もスッ
キリ爽快。髪と頭
皮・毛穴の汚れを
サッパリと洗い流
して健やかに整え
ま す 。 フレッシュ
なシトラスの香り。
200ml

1,260円

期間限定
７月１日(火)〜8月10日(日)まで

＝ 2,640円

セットメニューをされた場合は、プラス1,000円でミントシャンプー（200ml）がご購入できます。
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美しく・健康でいるための秘訣

ハッピータイムズ
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2008 年ＴＪ天気予報の取り組み
2008年TJ天気予報取り組み

人材育成こそがお客様満足度バロメーター
人材育成こそがお客様満足度バロメーター

ＴＪ天気予報では、レベルの高いスタッフを育成する為に、様々な勉強会などに取り組んできました。
2008年TJ天気予報の取り組みの一部をご紹介します。
2008年春夏トレンドセミナー 2月25日
パリ・ミラノコレクションから2008年春夏の
コレクション情報を取り入れデザインのクオリ
ティーを上げる。
場所：一宮市民会館
講師：福谷氏

ケンジグループ 神之門氏講演 4月7日

一日コーチングセミナー

人材育成をテーマに、神奈川のケンジグループ
の神之門さんに講演をしていただき幸せに生き
る為のヒントを頂きま
した。
場所：稲沢市民会館
講師：神之門氏

5月26日

コミニュケーションスキルをＵＰさせる為の一
日コースの勉強会。
チーフ職のスタッフが
全員参加します。
主催：日本創造教育研究所
写真はイメージです。

2008年 DS コンクール

3月10日

美容技術のコンクール。ウィッグ部門・モデル部門に分
かれ、多くのＴＪ天気予報スタッフが参加しました。
場所：名古屋国際会議所
主催：野々村美容商事
デザイナーズ部門ゲストHEAVENS賞：
三好 明梨（1コ可児店）
デザイナーズ部門ゲスト snob賞：
三好 明梨（1コ可児店） ダブル受賞
デザイナーズジャーナル部門 髪化粧賞：
甲斐田 祥久（7mm北名古屋店）
カット部門 Double賞：森永 莉奈（Part9末広店）

マッサージの勉強会

シャンプー甲子園

2月23日

場所／グランドプリンスホテル
東京・神戸で行われたKOBE
COLLECTIONにメイクアシスタ
ントで参加

3月26日

場所／
恵比寿ガーデン
ホール
TOKUKOさんコ
レクションにヘ
ア担当で参加
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ＴＪ天気予報の卒業生である奥村氏によるスキ
ルＵＰ研修。
40名のスタッフが参加。
場所：本部研修センター
講師：奥村美和氏

他社の美容室から学べることは本当に多いで
す。各店の店長が全員参加した幹部合宿。
場所：ケンジアカデミー
講師：神之門氏、
塩崎氏

メイクラボ

コミニュケーションスキルをUPさせる為に幹
部スタッフが取得中。（５名）
コーチング研修卒業生
（11名）
主催：日本創造教育研
究所

6月16日

イメージメイクから撮影メイクとコラボレー
ションをテーマに山口啓氏がデザインをティー
チイン。
場所：未来会館
講師：Be-STAFF
山口 啓氏

写真はイメージです。

女性モード撮影

ヘアショーに参加します！
RISING COMPLEX 2008

4月3日

日時）８月４日㈪ PM15:00〜
場所）吹上ホール 第一ファッション展示場
内容）美容の楽しさを発見する日
ＴＪ天気予報の他、中部地区の美容室21社が参加
するイベント。ブース内をフリーにまわる、フリー
マーケット型イベントと業界初21社のトップデザ
イナーによる合同コレクション。

場所／
女性モード社ス
タジオ
業界誌にTJ天
気予報が提案す
るカラーデザイ
ンを発表。

ＴＪ天気予報が誇る、テクニカルチーム（Ｔ４）がイベントに参加します。
中部地区最大級の美容サロン
プレゼンテーションイベント

東京コレクション

５回コース

幹部合宿（カット講習・人材育成） ６月９･10日

コーチング研修（６ヶ月コース） ３月〜８月

コレクション・撮影にも積極的に参加しています。
神戸コレクション

5月15日

新入社員76名のシャンプーマンの頂点を決め
るシャンプー甲子園。熱い戦いが繰り広げられ
ました。
場所：本部研修センター
優勝：末広店
青木夏紀

VIDALサッスーンカットスクール ５回コース
VIDALサッスーン講師である
山崎氏によるカット講習。
カットプロジェクトが取得
し、それをマニュアル化して
スタイリストに講習中。
場所：本部研修センター
講師：山崎氏

奥村塾

体のバランス矯正院の院長 寺平 義和氏にマッ
サージ技術が更に上手になるように講習を開い
ていただきました。
場所：ルベルスタジオ
講師：寺平 義和氏

てんつくマン講演・映画試写会 3月14日
てんつくマンさんの映画を鑑
賞。
その後、講演のＣＤがＴＪ天気
予報幹部スタッフで口コミで広
がりました。
場所：稲沢市民会館
講師：てんつくマン

4月16日

雑誌arの撮影
場所／
都内某所
雑誌arの撮影
TJ天気予報が提
案するパーマデ
ザインを発表。

5月27日

Beauty Job impact 2008

日時）9月15日（月・祝）
PM14:00〜19:00（予定）
場所）名古屋国際会議場
イベントホール
内容）ヘアショー＆フリーブース 50社
によるビューティーイベント
イベントは当日開催されるヘアショーとタイ
アップする形での番組コーナーイベントを開
催。レポーターはテレビ愛知アナウンサー
「荒井千里」とボニータガール。
イベント当日：スパイガールモデル５名
ヘアーショーに出演。

