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信　条：ポジティブシンキング（何事に
も前向きに☆）
TJ天気予報ってどんなところ？：
第２の家。学ぶことがたくさんあって成
長できます。

ダイヤモンド・プラチナ・ゴールド会員様限定号
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編集長モジコのあいさつ

編集長のモジコです

以前読んだ自己啓発の本で、本嫌いの方
　　でも、面白くて読んじゃえるような本

があったので、紹介したいと思います。

　「自分なあ、このままやと 200％成功でけ

へんで」

　平凡なサラリーマンの前に、ある朝突然

現れた関西弁のゾウの姿をした奇妙な生き

物。昨晩出席したセレブパーティーで中学

生の同級生が億万長者になっているのを目

の当たりにし、失意のまま酔いつぶれてい

た。

　「世界中の偉人を育てたん、基本的にはワ

シやで」と自慢げに言う　自称、超有名な

　こんにちは。ハッピータイムズも今回でvol.40を迎える事ができました。皆様のご愛読あっ
てこそです。ありがとうございます!! 思いかえせば、vol.1は、ほぼ内緒で作って、作ってしまっ
てからこういうのを発行しました。と会社に報告したような…。当初は２人でしたが、いま
やイケメン５人と甲斐田さんと三好さんという、素晴らしいメンバーに恵まれ、ハッピータ
イムズを作成しております。
　これからも皆様にいろんな情報をお届けできるよう、がんばっていきますので、今後とも
よろしくお願いいたします !!
　話は変わりますが、先日、お休みをいただいて、ディズニーランドに行ってきました。平
日だというのに、相変わらずの人、人、人。今回はショーを見ながら食事をすることを目的
で行ったのですが、朝、開園早々に、レストランの予約を取るため、私なりに猛ダッシュし
ました !! が、既に長蛇の列…えっ !? 皆、何時に来たのっ？ というくらい並んでいて、とっくにランチタイムの
チケットは売り切れ、ゲットできたのは夜の７時台のチケットでした…
　ちなみに、私はリロ＆スティッチのリロという女の子が好きで、リロ見たさに、そのレストランに走ったので
すが、リロ＆スティッチが出演するのは、ランチショーのみで、会えずじまいでした。でも、フラダンスとミッキー
＆ミニーのショーだったので、なんだかんだ言いつつも、ディズニーの魔法にたっぷりかかってきました（笑）
では、vol.40 スタートです。

神様、ガネーシャの言うがままに契約を交

わしたものの、このゾウの神様は主人公の

サラリーマンの家に住みつき、たらふく食

べてゲームをしては寝るだけ。なんとなく

史上最悪の師匠の雰囲気が…

　ようやく聞いた最初の教えは何とも意味

不明な「靴を磨く」という課題！？　

という感じでストーリーは始まります。

　「だれやあれへんがな。ガネーシャやがな」

　「タバコ吸うてもええ？」

　人間よりもさらに俗っぽいガネーシャに

面食らう主人公にお説教を始める。

　「ぶっちゃけた話、自分、しょぼいやん？」

　その後偉人を引き合いに出し、ガネーシャ

が手がけた武勇伝を語り始めます。

　「…せやな、ニュートンくんおるやろ？」

～「だいたい重力のこと教えたったのもワ

シやがな。あの子気つけへんから、りんご

私らしさの方程式

夢をかなえるゾウ
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編集長モジコのあいさつ

おとしたったんや」～

　それから毎日、ガネーシャは科学から音

楽、ビジネス、文学に至るまでの有名人を

出しては、課題を主人公に与え、

　「せやから靴みがけいうとんねん」

　ガネーシャも言っていましたが、どの自

己啓発書もさほど難しいことは書いていな

い。ガネーシャは一日ひとつ内部的な自身

でできる課題を与えてくれるのです。

　成功本はその具体的方法により一気に読

ませ、その気にさせるかがポイントだと思

います。

　甘いものが大好きで、人間よりも怠惰な

関西弁のガネーシャのエピソードは本質を

つき、かつコミカルに語られているので、

私も吸い込まれるように一気に読みました。

こういった類の本を読んで、声を出して笑っ

たのは始めてかもしれません。

　もし、先輩や上司に「今、営業でトップ

の○○くんおるやろ？ あれもワシの一門な

んやけどな」といわれて説教されても、腹

まで入って聞く事は難しいかもしれません。

でも、「神様やがな」と象顔のおっさんが言

うことで説得力を増すし、それ以上に、課

題が主人公を突き動かしていきます。

　すぐに正答を探して本を読んでし
まうけれど、合格と違って成功に正
答はないケースがほとんどで、本を
読んでものになるのは、本人も忘れ
るくらいずっとあとのことだと思い

ます。この本は、肩の力を抜いて楽に読め

る本でした。

　終盤、独り立ちしていく主人公から徐々

にガネーシャは消えていき、主人公も成功

にたどりつけたわけではないけれど、それ

でも前を向いて進んでいく姿が描かれてい

ました。

　読んでみてガネーシャが出す課題に
は、他の本と似た部分も沢山ありま
した。ただ、行動にまでは移せてい
なかったり、いざ、やってみると結構、

難しかったり、会った人を笑わせる。１日

何かをやめてみる。自分の一番得意のもの

はなにか人に聞く。とか。なんか、度胸試

しにも似た感じがあって照れくさかったこ

とを覚えています。

　この本に出逢って元気をもらった気がし

ました。ただ、毎日、ちょっと気にか
ければ、ガネーシャのように、課題
を与えてくれてる人っているんだと
いうことにも気づかされました。皆

さんもこの本でガネーシャに会われること

をお薦めします！

　本はちょっと～っ

て方は、ドラマ化す

るようなのでＴＶで

見てください。（なん

か、まわしものみた

いに、なってしまい

ました…）
『夢をかなえるゾウ』

水野 敬也 著
定価1,600円+税
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食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き

名古屋市天白区池見2-252

王子こと
堤　哲郎です。

暑いですね～！！！ 残暑厳しい中登場の王子です！
いや～今年の夏はホントに暑いですね！ 僕が子供のころは 30度越えると「今日は暑いね～」なんて言われて
ましたが、今や 30度越えは当たり前で 35度がボーダーになってきてますよね！ やはり確実に温暖化は進んで
いるんですね…。ついつい暑さに負けてクーラーの温度を下げたり、無駄な電気を使ってしまいがちですが

ちょっと我慢して自分たちの地球を守れるといいな～なんて考えている今日この頃の僕です！

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

自分に出来る省エネ活動は地道にしている今日この頃ですが、自分の食費だけはなかなか削れません（泣）。ガソリンもどんどん高くなっ
てきているなかで自分の燃費も良くなるといいんですけどね～…。先日もお店のスタッフと海に行ったときにみんなはアメリカンドッグ
やおにぎりなどで低燃費にすごしている中、一人だけ牛丼やらアイスやらを食べてしまいました。今年の後半はこの「食べ歩き」以外の
ところでの食欲をしっかりコントロールすることを目標にやっていきます（笑）。でもここだけは別ですからね！ しっかり食べてきました
のでどうぞ !!

※採用させていただいた方には、‘王子’よりステキ？？ なプレゼントをお送りします♪

今回は天白店をご利用いただいているＫさんからのご紹介です。

　今回もはるばる天白区まで行ってまいりました。おいしいもののため
なら移動距離は関係ありません !! しかも今回は仕事のスケジュールの関
係で一宮から出発して又戻ってくるまでに 2時間という強行スケジュー
ルです（笑）ま、余談ですが…。
　今回のお店は「うな吉」さんといううなぎの専門店です。知る人
ぞ知る名店というだけあって外見はかなりこじんまりしていて、一見
普通の民家のようです。暖簾ひとつの入り口を入り店内へ、シンプル
なつくりの店内にシンプルなメニューが。うなぎづくしのメニューがい
ろいろ載っていました。その中でもやはりここまで食べ比べているので
「ひつまぶし」を
チョイス！ 2,100 円
という価格でしたが
肝吸いなども付いて
いて高級感のあるメ

ニューでした。そんなうなぎ尽くしの膳を目の前にして昼ごはんをセーブしてい
たお腹は一気に全開モードです !! いつもどおり２杯目くらいまで一気に食べまし
た。な～んて言うんですかね、むちゃくちゃやわらかいです !! 身はかなりしっか
りしているのにすんごくふわふわなんです !! しかもまったく臭みが無くうなぎの
旨味だけをしっかり捕らえて主張してるって感じです！ どうやったらこんな調理
ができるんだろう？ ってうなってしまいました。またまたいつものようにがっつ
いた後、しっかり忘れずにお茶漬けを頂きました。こちらのお店は「煎茶」でお
茶漬けを頂くようになっています。今までの経験上個人的にだし汁で頂くひつま
ぶしのほうがツボだった僕はドキドキしながら頂きました。しか～し、心配無用！
たれの味がしっかり残っていて薬味とのコラボレーションが最強です！ これはマ
ジックですね！ 普通に食べる時はほどよく、お茶を注ぐとパワーアップするたれ
…完敗です。ホントつくづく不思議ですね～、同じうなぎなのにどうしてお店に
よって個性がでるんだろうって感じです。それが「こだわり」なのかもしれない
ですが。時間が無くても十分満足度を高めてお店を出ることが出来ました。（多分
お店の人は滞在時間の短さにびっくりしてるでしょうが…）静かな空間で最高の
うなぎを・・・隠れた名店でじっくりうなぎを堪能されたい方にはぜひお勧めです！ 
住んでいる場所によっては遠いかもしれませんが行く価値はありますよ !!

電　　話／052-831-8853　　　定 休 日／火曜日
営業時間／AM11:00～PM2:00（オーダーストップ 1:30）
　　　　　PM5:00～PM8:00（オーダーストップ 7:30）

　いや～おいしいものを食べて満足した後は距離や時間は気になんないですね！ど
んなものもそうかもしれませんがそこに「価値」を感じればそれでＯＫかなって思
います。皆さんもそんな「価値」を感じる食を求めてさまよってみてください、そ
してぜひ教えてください（笑）僕はどこへでも行きますから！
　最近ヤッターマンという漫画をよく見るんですがきめ台詞で「ヤッターマンがい
る限り、この世に悪は栄えない」と言って色んなとこに戦いに行くんです。僕はそ
れの食べ物バージョンの気分で、「おいしいもののためならどこまでも」をきめ台
詞に今後も活動していきます！ そして一人でも多くの方とおいしいものを共有出
来たら幸せです♪ では又次回に…。

うな吉さん
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優良顧客様限定

パスポート特典

パスポート特典
～ダイヤモンド･プラチナ･ゴールド会員～

確認して
下さい！
お得な
情報です

2008年初めに、皆様にお送りさせていただきましたパス
ポートの特典について再度、確認させていただきますね！

ポリオワクチンは１人分 20 円。 20 円で１人分の子どもの命が救えます。
キャップは 400 個で 10 円。 800 個でポリオワクチン１人分になります。

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

前回来店日から、
期限内のご来店で割引

パスポートをお持ちの
お客様、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。

～OFFシーズンの月はストレートメニューがお得に～

９月・10月は
人気のストレー
トメニューがお
得になっていま
す。

エクセレントストレート　15,500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　　　14,500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　　　13,500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　　10,500円（税込）（シャンプー・カット・ブロー込み）
スリムパーマ　　　　　　　8,550円（税込）（シャンプー・カット・ブロー込み）

ＴＪ天気予報会員様ストレート特割価格

シャンプー
トリートメント

一緒にペットボトルのキャップを集めませんか？

ダイヤモンド
パスポート

ゴールド
パスポート

プラチナ
パスポート

＊ベース剤・スタイリング
　剤は含まれません。

１本 10％OFF

ピンクリボンキャンペーン

ペットボトルのキャップを10個以上のお持ちの方
　　TJ天気予報のメンバーズカードスタンプ
　　１POINTサービス
一緒にペットボトルのキャップを集めませんか。
ペットボトルのキャップ800個で、ワクチン一人分に変わります。

乳がん撲滅 　　　　　 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。

私達ＴＪ天気予報は、メーカー様の商品や独自の活動を通して社会的責任を果たしていきます。

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）・１コ（可児店）

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。

50ml   1,260円

ディープスリークの売上金の一部が
（財）日本がん協会へ寄付されます。

ディープスリークディープスリーク（（洗い流さないトリートメント）洗い流さないトリートメント）

アベタ商品の販売を通して、
環境保全を支援

一緒にペットボトルの
キャップを集めましょう！
ご協力お願いします。

一緒にペットボトルのキャップを集めませんか？

早　割早　割 商品定額割商品定額割

ストレート特割ストレート特割

ピンクリボンキャンペーン

１

2 アベタ商品の販売を通して、
環境保全を支援3

TJ天気予報の取り組み活動TJ天気予報の取り組み活動
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プレミアムトリートメント

ケラスターゼ

内から変わる、指から分かる。内から変わる、指から分かる。
うるおいから生まれる厚みのある髪へ。うるおいから生まれる厚みのある髪へ。

５つのステップで進化する５つのステップで進化する
内部補修トリートメントシステム［プレミアムトリートメント］誕生！内部補修トリートメントシステム［プレミアムトリートメント］誕生！

新登場！

アクセルウォーター
（そなえる）

STEP

1
水の通り道 CMC を整え
て、必要な成分が髪の深部
まで行き渡りやすいように
します。

インナーCMC
（しみこむ）

STEP

2
髪の奥深くにあるCMCを
補修して、髪が水分を蓄え
る力を保ちます。

セメントCMC
（うめこむ）

STEP

3
キューティクルにある
CMCを補修して、水分バ
リア機能を高めます。

ステイエフェクト
（とどめる）

STEP

4
毛髪補修成分をしっかりと
定着させてパサつきを防
ぎ、保湿感を持続できるよ
うにします。

キューティスムース
（つつみこむ）

STEP

5
髪の表面を覆っている
CMC の油膜を補修して、
しなやかな指通りとツヤを
出します。

セラミドパック
（つづける）

ホーム
ケ　ア

日常のケアからCMC補修に重
点を置き、「プレミアムトリー
トメント」の効果を長くキープ
できるようにします。

新登場 プレミアムトリートメント
～すこやかな美を実感できる、内部補修トリートメントシステム～

ベーシックプラン

〈１回使い切りパック〉
12g　600円

ホームケアプラン ベストケアプラン

プレミアムトリートメント
▲

乾燥して内部に隙間
（ダメージホール）が
できた髪

▲

うるおいの詰まった
健康的な髪

５つのステップで、
毛髪内にできたダ
メージホールを徹底
補修。内側から美し
い髪に。 （毛髪断面） （毛髪断面）

先進のテクノロジーから生まれた高品質な製品を 1人 1人の
オリジナルコースで組み合わせ、ダメージの栄養補給だけでな
く、なりたい髪へ効果的に導いてくれます。サロンエステから
ホームエステまでちょっと贅沢なワンランク上のヘアエステ！

〈サロン集中補修〉

4,200円（税込）
〈家庭用セラミドパック2個付き〉

5,250円（税込）
〈家庭用セラミドパック4個付き〉

6,300円（税込）

稲沢店・江南店・桑名店では取り扱いしておりませんのでご了承下さい。同じような効果が期待できるケラスターゼトリートメントをご利用下さい。
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Cascading Color



8 ハッピータイムズ

Cascading Color

［カスケーディングカラー］は、毛先に向けて色のグラデーションが滝のように広がるヘアカラーデザイン。ポイントで
のアクセントとしてグラマラスで個性的な印象を手軽にプラス！　世界のトレンドのヘアカラーデザインをTJ天気予報で

世界の最旬ヘアトレンドは、グラデーションで魅せる

エレガントエレガント
＆ゴージャス度＆ゴージャス度
アップのアップの
巻き髪仕様巻き髪仕様
両サイドのネープにカスケーティ
ングカラーを入れれば、リバース
巻きで内側の明るいアッシュブラ
ウンが表に現れ、巻き髪のエレガ
ントさがさらにゴージャスに引き
立ちます。
内巻きにすると、明るいラインが
巻きの毛流れを彩ります。

両サイドのネープに、カスケーディング
カラーを。

サイド左右でカスケーディング 
カラーの位置と幅に違いをつける
ことで、シンプルなボブスタイル
の毛流れに変化が生まれ、全体の
シルエットがシャープに際立ちま
す。スタイリング次第で、ガラッ
と異なる印象に。

ヘビーサイドは大きく、ライトサイドは
小さめのブロッキングで、左右非対称な
サイドカスケーディング。

髪全体に入ったカスケーディン
グ カラーの効果で、シンプルな
ミディアムヘアが華やかで強さの
あるスタイルに。毛流れにインパ
クトが出るので、ヘアアレンジに
よってガラリとイメージを変えら
れます。

長めのトップにカスケーディング カ
ラーを入れる。フロント、サイドに加え、
バックにもフォイルをオン。

シャープフォルムシャープフォルム
が際立つが際立つ
アシンメトリーアシンメトリー
カラー。カラー。

ミディアムヘアにミディアムヘアに
バイオレット ブラウンがバイオレット ブラウンが
華やかさと華やかさと
インパクトをプラス。インパクトをプラス。

世界の最旬ヘアトレンドは、グラデーションで魅せる
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で入れるカラーだから、ヘアスタイル
でゲットしよう。

グラデーションで魅せるポイントカラー
世界最旬の
トレンドカラー

サイドに入れたアッシュ系のカス
ケーディング カラーが、ストレー
トヘアの毛流れをしっかりと主
張。
髪になびいたり、ふと顔を傾けた
り、髪の動きによって際立つカ
ラーが、ストレートの美しいライ
ンを強く印象づけます。

目じりと耳上を底辺にした大き目の三角
形でブロッキングし、右サイドのみカス
ケーディング カラーを。

るポイントカラー
ベーシックカラーデザイン料金 + 2,100円

ファーストカラーの場合は　＋1,050円

フロントに入れたゴールド系カ
スケーディング カラーの効果で、
シンプルなミディアムヘアも立体
的なフルバングスタイルに。前髪
の存在感が高まることで、目元の
印象もぐんとアップ。アシンメト
リーに入れた左サイドのカスケー
ディングもポイント。

フロントと左サイド
に、カスケーディング 
カラーを。

バングレスのフロントに入れたナ
チュラル ブラウンによって、顔
周りがぐんと明るく引き立ちま
す。
ハイライト効果によって、顔にか
かる長めの髪も重さを感じさせ
ず、メイクも一層映える華やかセ
クシーロングに。

パートラインを頂点にした正三角形のブ
ロッキングで、フロントにカスケーディ
ングを。

ストレートラインにストレートラインに
視線が集まる視線が集まる
ポイントカラー。ポイントカラー。

フルバングのフルバングの
カスケーディングカスケーディング
カラーでカラーで
目力アップ。目力アップ。

フェイスラインのフェイスラインの
ハイライト効果でハイライト効果で
華やかバングレス。華やかバングレス。

るポイントカラー
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敬老の日キャンペーン・ガソリン代還元キャンペーン

敬老の日感謝企画敬老の日感謝企画 期間限定　９月２日（火）～９月30日（火）

ガソリン代還元キャンペーンガソリン代還元キャンペーンガソリン代還元キャンペーンガソリン代還元キャンペーン 期間限定　９月２日（火）～10月31日（金）

最近、ガソリン代を含め、いろいろな物の物価上昇で家計を圧迫しています。そんな中、ＴＪ天気予報に遠く
からご来店頂き大変感謝いたします。少しでも皆様のお力になろうと企画しました。車を使ってご来店された
方を限定です。※スタッフまでご申告ください※

お車でご来店の方限定

スタンプ ＋１ポイント
サービスします。

高速を使ってご来店いただいた方

スタンプ１ポイント

スタンプ ＋２ポイント
サービスします。

スタンプ２ポイント

～65歳以上のお客様 パーマ料金が30％OFFに～～65歳以上のお客様 パーマ料金が30％OFFに～
※初めてご来店のお客様でもOKです。

TJ天気予報では、いつまでもステキなヘアスタイルを
楽しんでいただきたい思いから

9月15日は
敬老の日

いつもありがとう
ございます！

カットをされたら、パーマ30％OFF（下記のメニューが対象になります）

￥3,150 → ￥2,205
※欲しいポイントにボリュームや動きを出す
パーマです。

コントロールパーマコントロールパーマ

￥5,250 → ￥3,675
※くせ毛風のなめらかな質感に。初めての方、
パーマに抵抗がある方におすすめ。

ボディーパーマボディーパーマ

￥6,820 → ￥4,774
※しっかりウェーブ・ルーズウェーブなど。な
りたいウェーブ感を表現します。

エアリーパーマエアリーパーマ

￥4,200 → ￥2,940
※ビックロットを使ってやわらかさを出すパー
マです。

ニュアンスパーマニュアンスパーマ

￥6,300 → ￥4,410
※ルーズな感じに・ナチュラルに仕上げます。
毛先の動きが新鮮です。

テクスチュアパーマテクスチュアパーマ

※ご利用のお客様は

　TJスタッフにお申し付けください。

敬老の日感謝企画敬老の日感謝企画



11ハッピータイムズ

秋はデジタルパーマをかけよう !!

デジタルパーマ
　　カット＋デジタルパーマ＋トリートメント込み

14,800円（税込）

一 度 は 試 し て い た だ き た い、 お 勧 め パ ー マ

お手入れ簡単でカール・ウェーブが綺麗に出来る。
デジタルパーマの特徴を一言で言うと、ブロー・お手入れが楽になると言うことです。朝は、時間が
なく、なかなかお手入れに時間がかけれない人が多い中デジタルパーマをかけ、ブローの時に簡単な
コツで綺麗なカール・ウェーブが再現出来ます。えっ～これだったら自分も出来ると思うはずですよ!!

デジタルパーマをかけよう !!デジタルパーマをかけよう !!

2008年秋デジタルパーマでこんなスタイルに挑戦しよう !!2008年秋デジタルパーマでこんなスタイルに挑戦しよう !!

お手入れ簡単でカール・ウェーブが綺麗に出来る。

2 0 0 8 年秋お勧めデザイン

ゆ
る
巻
き
カ
ー
ル

ラフなクシュクシュカールのゆる巻きラフなクシュクシュカールのゆる巻き
カールは、可愛いスタイルの定番アイカールは、可愛いスタイルの定番アイ
テム。テム。

今年人気のボブスタイルに厚みのある今年人気のボブスタイルに厚みのある
毛先の質感がオシャレの上級者。毛先の質感がオシャレの上級者。

外巻きスタイルで毛先の軽さと、縦長外巻きスタイルで毛先の軽さと、縦長
のシルエットでと大人のイメージに。のシルエットでと大人のイメージに。
肌に合わせたカラーリングも重要です。肌に合わせたカラーリングも重要です。

トップのボリュームとふんわり感で、トップのボリュームとふんわり感で、
かわいいマッシュルームスタイルはスかわいいマッシュルームスタイルはス
タッフお勧めのスタイル。タッフお勧めのスタイル。

上質な流れの出るカール感は、顔をや上質な流れの出るカール感は、顔をや
さしく包みこむ大人のフェミニンスタさしく包みこむ大人のフェミニンスタ
イル。イル。

根強い人気の巻き髪スタイル、お手入根強い人気の巻き髪スタイル、お手入
れ簡単なフェミニンスタイル。れ簡単なフェミニンスタイル。

ボ
ブ
カ
ー
ル

エ
レ
ガ
ン
ト
カ
ー
ル

マ
ッ
シ
ュ
ル
ー
ム
カ
ー
ル

フ
ェ
ミ
ニ
ン
カ
ー
ル

巻
き
髪
カ
ー
ル

秋は
デジタルパーマが
オススメです。
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千秋店 店長
堤　哲郎です。

日焼け止めを
塗ったのに
真っ黒に
なりました

お客様からのＱ＆Ａ　日頃の疑問にお答えします !!

Q1「肌年齢は25歳がピークって言うけど、髪の毛はどうなの？」Q1「肌年齢は25歳がピークって言うけど、髪の毛はどうなの？」

★お客様からの素朴な疑問 　～番外編～

「昔から肌年齢はよく 25歳がピークって聞いてそれなりにケアしてるけど
　　　　髪の毛も同じなのかな？ そのくらいから手入れをすればいいの？？」

あるお客様との会話の中でこんな質問をされました。正直ドキッとしました。改めて聞かれると
僕も詳しくは知らなかったのです…。そこですぐに調べて勉強しました。その答えをせっかくな
ので今回ここで発表します！

髪は 10歳から老化する !!
びっくりじゃないですか？ なんと髪の毛は肌よりも 15歳も若い 10歳をピークに老化していくんです！ 言
われてみれば子供の髪の毛は基本的にただ洗っただけでもサラッとしてツヤがありますよね？ しかも大人と
違って適当なシャンプーや下手すれば石鹸で洗ってもきしまないことが多くないですか？

この事実の鍵を握るのは髪の中にある「皮質」というもの。この皮質が髪の表面に伸びて
髪を整えてくれる大切な役目をしています。それが 10歳までは自然に行われていくので
すが、10歳をピークに減少していくのです。

こんな驚きであり恐ろしい事実を知ってしまったからには、ほかっ
て置くわけにはいきませんよね！
そこで必要になってくる「トリートメント」をしっかりして、人工
的に皮質を補っていくことで髪を守っていきましょう。皮質をしっ
かり補充して、キューティクルを大切に保護していけば必ず髪はツ
ヤをだして輝いてくれます！
肌も髪もしっかりお手入れをしていつまでも輝いていきましょう !!

本来あるはずの皮質は髪の中に
必要な栄養分を包んでくれる役
割をしてくれています。
たとえるならみかんの房のよう
な役目です。

この大切な皮質が減っていけば
中にある栄養分は流れやすくな
り、さらにその表面を覆ってい
るキューティクルまでもが傷み
やすくなります。

キューティクルが傷むと水をはじか
なくなったり、紫外線などの外的な
ダメージ要因から髪を保護する力が弱
くなります。しかも、キューティクル
が弱って必要以上に水を吸い込んだ髪
をそのまま乾かすと目に見えないとこ
ろで髪にしわがよってツヤの無い髪に
なってしまうというわけです。
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美しく・健康でいるための秘訣



RISING COMPLEX 2008

a-nation 08
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RISING  COMPLEX 2008・a-nation 08

2008 年８月４日（月）名古屋の吹上ホールで中部地区の美容室が 21社合同で企画したRISING COMPLEX 
2008 が行われました。
このRISING COMPLEX 2008 は美容師・美容学生・高校生などに美容の楽しさを伝えるイベントで、21社の
美容師総勢 300人ぐらいのスタッフがイベントを盛り上げる為に去年から準備を進めてきました。

TJ 天気予報も参加したRISING COMPLEX 2008 の様子をお伝えします。

2008 年８月 17日（日）ポートメッセなごや野外特設会場で、a-nation 08 という野外コンサートが行われま
した。豪華アーティストが参加したイベントでTRF・Every Little Thing・倖田來未・大塚 愛・鈴木亜美・東
方神起・AAA・安室奈美恵・My Little Lover・三浦大知などがステージに立ちその歌声を聴きながら、私達
TJ天気予報は会場にブースを出展し、多くのお客様にセット・メイクなどの技術をし、喜んでいただきました。

熱い！ 熱い！ ホントに熱かった a-nation 08 の様子をお伝えます。

ブースイベントを楽しむお客様 TJ天気予報のブース

TJ天気予報のブースでは
クールロマンティックをテーマに表現しました。

コレクションステージ
テーマ「アースカラー」

コレクションステージを担当した
可児店の永井里依とモデルさん

ライジングコンプ
レックスに、多く
の方が参加されま
した。
21社のサロンがそ
れぞれのテーマに
基づき表現してい
きます。

TJ天気予報テ
クニカルチー
ムのメンバー
が、担当した
ブースイベン
トでは本当に
多くの方が集
まりました。

お疲れ様でした。
ステージ終了後に
記念撮影！

PM12:00に
OPENし
お客様が
ご来店
されます。

ＴＪ天気予報のブース

ブース内の様子 ヘアアレンジを担当する７ｔ後藤

OPENして
長蛇の列に
なり、30～
40人のお客
様が並びま
した。

ブース内は
クーラーが
あるのです
が熱くて、
スタッフも
お客様も汗
だく。

ブース内では、
ヘアアレンジ・
メイク・エクス
テの技術が行わ
れ、お客様のご
要望にお応えし
ていきます。

仕事の合間に皆で
休憩を取りながら
ライブを楽しみ予
定でしたが、忙し
過ぎて、あまり見
れませんでした…
（残念）しかし最
後は倖田來未を皆
で見て満足・満
足！
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スタッフ紹介　ＴＪ天気予報小牧店

みなさんこんにちは。まだまだ暑い日が続きますが、お元気でしょうか？ 残すところ
スタッフ紹介もあと２店舗となりました。ラストスパートでがんばっていきます。

では『９コ　小牧店』です。どうぞ…。

①松岡 初臣
②33歳③岐阜県④店長⑤お

じいチャン⑥森林浴⑦人間

ウォッチング⑧1人の100歩よ

り100人の１歩⑨地球の温暖

化をとめること

①根上 明日香
②25歳③北海道④チーフ⑤ね

がサン⑥遠出をして写真を撮

る⑦接骨院通いとストーンス

パ⑧リラックス⑨のほほんと

過ごしたい

①樋上 玲子
②26歳③愛知県④スタイリス

ト⑤ひがサン⑥スタバ通い⑦

5年ぶりの毛先キンパ⑧気分

は上々。運気も上々⑨カフェ

と美容院のコラボレーション

①宮川 晋輔
②26歳③愛知県④スタイリス

ト⑤ちんたん⑥カスタム⑦

戦闘機⑧You say good bye I 

say hello.⑨Good Family!!

①川原 千佳
②25歳③北海道④スタイリス

ト⑤かわチャン⑥ものまね⑦

根上サン家でたこパー⑧自分

で決めた限界は限界でない⑨

世界一自由に好きなことをす

る

①木戸 幹子
②23歳③長野県④スタイリス

ト⑤みっこ⑥本を読む⑦ス

トーンスパ⑧一期一会⑨世界

一周する

①尾上 円香
②24歳③愛知県④アシスタン

ト⑤えんチャン⑥週１の銭湯

通い⑦緑の宝石☆クロレラ⑧

大丈夫!!⑨アフリカ象の飼育

係

①梅村 有希
②24歳③岐阜県④アシスタン

ト⑤うめ⑥お料理・おかし作

り⑦おもてなし料理クッキン

グ⑧死ぬ気でやれよ。死なな

いから⑨明るい家庭をつくる

こと

①林田 和美
②21歳③長崎県④アシスタン

ト⑤リンダ⑥音楽鑑賞⑦森林

浴⑧思いやり⑨一生笑って過

ごす

①酒井 亮助
②25歳③福岡県④アシスタン

ト⑤メガネ⑥ツーリング⑦真

実の愛を求めて、自己啓発⑧

笑顔⑨エース

①藤井 友実
②21歳③佐賀県④アシスタン

ト⑤ちーチャン⑥植物鑑賞⑦

メンズ誌をみること⑧のんび

り⑨海の見える公園で毎週寝

ること

①小野 友美
②21歳③福岡県④アシスタン

ト⑤おのチャン⑥ＤＶＤ鑑賞

⑦城巡り⑧マイペース⑨自然

いっぱいのところで暮らす

①平林 彩香
②20歳③福岡県④アシスタン

ト⑤ジュゴン⑥ダンス⑦ドラ

イブ⑧元気⑨自由気ままな海

外の旅（放浪）

①三浦 雅也
②20歳③静岡県④アシスタン

ト⑤みっちぃ⑥ぼーっとす

る⑦バイク⑧ルールなんて

ねぇ！あるのはマナー!!⑨有

名になる

①田中 艶美
②32歳③愛知県④エステ⑤ツ

ヤさん⑥ドライブ⑦中日ドラ

ゴンズ⑧感謝⑨世界遺産をめ

ぐりたい

①矢野 千夏
②22歳③愛知県④エステ⑤ち

なっチャン⑥お買い物⑦クッ

ション⑧癒し⑨お嫁さん

ＴＪ天気予報 小牧店 スタッフ大特集!!

ＴＪ天気予報 ９コ 小牧店

いつもご来店いただき、大変感謝いたします。

たくさんのお客様に支えられ、１周年が迎えられました。

ますます磨きをかけ、ご期待に応えられるようにがんばってまいります。

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

９コ心
ゴコロ

ＴＪ天気予報　小牧店　松岡 初臣

９コ in ココア
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頭皮ホゴ宣言・Beauty Job impact 2008

頭皮ホゴ宣言
TJ 天気予報ではお客様に、

より安心により快適に
ヘアデザインを楽しみ続けていただく為に頭皮を保護するアイテムを使用させていただいております。
すこやかな頭皮環境づくりから健康で美しい髪へ導くことを宣言します。

TJ 天気予報だからこそ出来ることがあります！
ヘアカラーやパーマに使用する薬剤は全て毛髪に最大限に作用するようにつくられています。
どうしても避けられない薬剤の頭皮への付着によりケアを怠ると頭皮環境に影響を及ぼしてしまう可能性があります。

パーマ液やヘアカラーなどが一番
ついてしまいやすいフェイスライ
ンを保護してくれて、ついた薬剤
もふきとるだけでおとせます。

フェイスプロテクトクリームフェイスプロテクトクリーム
今まで出来なかった頭皮の保護を
してくれます。髪がカラーで染
まっても頭皮は染まらず、刺激か
らも守ってくれる優れもの。

スキャルプサポートオイルスキャルプサポートオイル

TJ天気予報
だから

できること

※皮膚の弱い方はスタッフまでお申し付けください。

1 0 / 2 0 （月）・ 1 0 / 2 1 （火）は社員旅行の為、休業させて頂きます。
大変ご迷惑をおかけ致しますが、よろしくお願い致します。

お休み の お知らせ

お客様の大切な頭皮をパーマ・カラー前にホゴします！


