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2 ハッピータイムズ

編集長モジコのあいさつ

　皆様、こんにちは。今年もあと２ヶ月となりました。早いものですね。だんだん、寒さも厳しくなっ
てきますので、体調には充分、気をつけてくださいね。
　私事で恐縮ですが、先日、私の弟が結婚しまして。私は、上に姉との３人兄弟で、姉は 10年前に
結婚したので、まぁ、久方ぶりの身内の結婚式で、朝から我が家ではてんやわんやでした。身内だけ
のこじんまりとした式と披露宴でしたが、弟たち２人の温かい気持ちがこもった、良い結婚式でした。
両家の子供たちがたくさんいて、走り回ったり、主役の２人が入場の時には、「今からクイズだして
いい～!?」と話しかける始末で、笑いのたえない式でした。とても穏やかな時間を過ごせた１日でした。
　では、vol.41 スタートです。

先日、ＣＤショップに行ったら、「Around40 ～アラ
　　フォー～」というＣＤを見つけました。プリプリ、

レベッカ、今井美樹、久保田利伸などなど、そうそうた

るメンバーが名を連ねていて、「あー懐かしいっ」と思

う曲ばかりでした。私は、アラフォー世代と言われる方

の、ギリギリ妹分（自称）ですが、姉の影響で、その世

代の方が青春を謳歌した時代に、流行っていたものは、

存じ上げているつもりでございます。子供ながらに、バ

ブル時のバレンタインデーの、ちっちゃな義理チョコの

お返しに、スカーフだの、ネックレスだの、貰ってかえっ

てくる姉の姿に、あれほどのちいちゃなチョコが、こん

なものに化けるのかと度肝を抜かれたことを覚えていま

す…

　いつの時代も、アラフォーと言われる方を、ターゲッ

トにしている商品が非常に多いですが、今、さらにその

世代の方を狙った、アパレル、住宅関連産業が非常に多

い気がします。女子大生ブーム、おやじギャル、新人類、

負け犬、アラフォー世代といつの時代も、その時その時

の時代の真ん中にいる気がします。

　「おひとりさま」という文化を生み出したのも、その

世代の方だと思います。「個を確立した大人の女性」を

示す言葉とも思います。レストランを気軽に一人で利用

する、一人旅行を楽しむなど。私も一人旅行はまだデ

ビューしておりませんが、一人お茶、一人ご飯などはし

たりします。以前雑誌で、おひとりさまだからわかる、

接客サービスの大きな勘違いという記事を目にしまし

た。おひとりさまを堪能していらっしゃる女性が、とあ

る居酒屋に訪れたときのお話で、まずは３品頼み、「足

りなかったらあとで頼みます」と告げ、最初に出てきた

のは、ほぼお盆と同じ大きさの大皿にのっただし巻卵、

店員さんが「卵８個分です。」と、その後出てきたもの

全てが、4～５人前。ほとんど一口ずつずつつまんだく

らいで店を後にしたそうです。「なぜ、うちはとて
も大盛ですが大丈夫ですか。と声をかけれない
のだろう」と、１人で訪れた人にとって、量が顧客満

足と言えるんだろうかと疑問に思ったそうです。

　また、別の日にリゾートホテルに泊まった際、そのホ

テルに入っている、ピザ屋を利用したときに、一人だと

わかると、店員さんはメニューを持ってくるやいなや、

「メニューには書いておりませんが、お好みのピザをハー

フでお作りすることができます。ピザ以外のメニューで

もハーフでお作りすることができます。」と案内してく

れたそうです。でも、ピザもパスタも食べたいけれど、

いろいろ食べれないしと悩んでいると、「では、ピザと

パスタ、両方ともハーフサイズにしてはいかがでしょう

か？」と提案してくれたそうです。値段は１人前とほぼ

同じ値段だったようですが、損をしたという思いは全く

なく、それよりも、ただ気を使ってくれたことが嬉しく、

このピザ屋と居酒屋の話を何人の人にした事か
と言ってみえました。
　私がよく、お茶をする店も、何にしようか悩んでいる

とメニューには書いてないけど、今日コレできるよーと

声かけてくれたり、私は驚異的な速さで食しますが、良

いタイミングで、お茶とデザートを持ってきてくれたり、

私は生クリームが苦手なんですが、生クリーム無しにし

といたよとか。嬉しいことをサラっとやってくれます。

おひとりさまに限らず、相手がほしいものを、先に提供

されることって、小さなことでも大きな満足につながる

んだなと日々感じ、かゆいところに手が届く、そ
んな、店、人でありたいと思う毎日です。

私らしさの方程式

人がほしがっているものを先取りする !?

編
集
長
の
モ
ジ
コ
で
す



3ハッピータイムズ

今回はスタッフからぜひ！ と勧められてカレーを食べてきました。

　今回ご紹介するお店は刈谷市にあるインド＆ベトナム料理のお店
「SHUBHAKAMANA（スバカマナ）」さんです。多分読め
ないです（笑）お店の外観は思っていたより大きくて、かなりおしゃれ
な感じでした。店内も広くちょっとイメージしていた感じとは違ってい
ましたが、カレーの良い香りに包まれてとりあえず席に着きました。メ
ニューを開くと結構な数のカレーはもちろんサイドメニューも充実して
いました。しかし、迷わず好きなチキンとポテトが入ったカレーを選び、
今回はせっかくなので５段階ある辛さの中から４番目に挑戦しました。
ナンもかなりの種類があり迷いましたが、シンプルでおいしそうなチー
ズナンをチョイスし
ました。スタッフの
噂ではかなり大きな
ナンが出てくると聞
いていたのでお腹の

すいていた僕はわくわくしながら待っていました。そしていよいよ運ばれてきた
カレーとナン…。めっちゃでかい !!! 「え？ 何これ、ピザ？？」って感じです。ちょ
うど宅配ピザのMサイズくらいの大きさでかなりの厚みがあり、チーズもたっ
ぷりかかっていました！
　前代未聞のナンとめちゃめちゃおいしそうなカレーを前に興奮状態で一口。「辛
い！ でもうまい !!」３口くらいで汗がにじむ辛さでしたが、絶妙なバランスのス
パイスにやられてしまいます。ホントにとまらないくらいおいしいです！ ナンの
チーズとの絡みも絶妙であっという間に 3切れほどのナンを平らげました。いや
～本場のカレーってのはおいしいですし不思議ですね！ 口に入れた瞬間のスパー
シーな香りと味、その後にくる香辛料の独特な香り、最後にはピリっと辛さが残
る…。この仕組みは説明不可能です。それでいていつまでもヒリヒリするような
辛さが残らないんです！ もうまさにマジックですね !! どうやったらこんなおいし
いカレーが作れるんでしょうか？ 作った人は天才だなどと考えながらすべて完食
しました。かなり満腹です！ 女性には正直食べきれないくらいのナンの大きさで
す。でも親切なこちらのお店は、お持ち帰り用に包んでくれるので安心です。食
後にはゆっくりとチャイを飲み、満足感をかみ締めながらお店を後にしました。
絶対に行く価値のあるこちらのお店、お勧めです !!

電　　話／0566-21-8864　　　定 休 日／無休
営業時間／AM11:00～PM3:00（オーダーストップ PM2:30）
　　　　　PM5:00～PM11:00（オーダーストップ PM10:30）

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き

刈谷市恩田町6-69-1

王子こと
堤　哲郎です。

　　　　あっという間に寒くなり、時の流れの速さにびっくりな王子です！
皆さんこんにちは、寒くなったり暑くなったりおかしな気候の秋でしたがさすがに寒くなってきました
ね～。アウトドア派な方は冷たい空気でしゃきっと気が引き締まり、インドア派な方は暖かい室内が離
れられないまったり空間になる季節です。皆さんはどちらですか？ 僕は冬の寒さが大好きであえて外に

出かけてしまいます。冬の冷たい空気の中を歩きながら熱く語る！コレがやめられません（笑）

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

さてさて、季節は冬とくればまったりと暖を取りながらおいしいものを食べて話に花を咲かせるホントにいい季節ですよね！ 特に夏痩せ
をするでもなくただひたすら食べ続けて、食欲の秋の勢いのままな僕ですが冬は冬でしかり食べていきます。特に僕は辛いものが好きな
んですが、夏に食べる辛い物とはまた違った魅力の冬バージョンの辛い物をよく食べ歩いています。何が起こっても不思議ではない今の
ご時世、いざ！ と言う時に備えてしっかり燃やせるカロリーを蓄えていかないといけませんよね？ しっかり食べて厳しい寒さに備えてい
きましょう！

※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♪

　久しぶりに「食べ過ぎたかな～」っていう満腹感を感じました。ちょっと苦しく
て動きたくなくなりますがここまで食べると幸せです。腹八分目とはいうものの、
おいしいものを食べる時は思いっきりいきたいですよね！ 毎日じゃまずいですけ
どたまには思い切り食べるのもいいですよ！ 僕はこの仕事をしている時は思いっ
きり食べるときめているのでボーダーはありません。おいしいもののために動く範
囲にもボーダーはありません。そんなわけでこの先もおいしいものにこだわって食
べ歩いてきますのでよろしくお願いします。寒くなってきたんで次回は何か温まる
ものをリサーチしておきますね！ 乞うご期待 !!

スバカマナさん



Autumn & Winter
Collection 2008

トップスタイリストが提案する
秋冬お勧めヘアデザイン

Azur（アズール）
一宮市妙興寺2-2-1　phone/0586-46-8055
OPEN AM10:00～PM9:00
http://www.e-alex.co.jp

■ 衣装協力 ■



千秋店
スタイリスト
小野原 美幸

夏で明るくなった髪色を
オレンジブラウンに抑え
ることにより秋冬カラー
に！ 巻髪スタイルを左
に寄せて、カジュアルの
中に大人の雰囲気をプラ
スしたゆる巻きカール。

木曽川店
スタイリスト
池田 沙織

顔周りにハイライトとピ
ンクブラウンベースのカ
ラーリングに。ローライ
トを入れることにより艶
と立体感を演出。耳横か
らパーマでボリュームを
出して、丸く、可愛らし
さ雰囲気に。

稲沢店
スタイリスト
松野 愛

11レベルのブラウン系
のカラーリングをベー
スに細かいアッシュ系の
ウィービングを入れるこ
とにより深みのあるカ
ラーに。毛先の大きめの
カール感をラフに崩すの
がPOINT。

末広店
スタイリスト
磯野 綾

ヤングカジュアルな
ファッションに合わせ
ショートスタイルを楽し
む外はねとトップ・顔周
りに太めにカスケーディ
ングカラーをプラスする
ことにより動きを出しま
した。赤のチェックのス
カートが映える、カラー
リングが2008年流。

千秋店が提案する
秋冬デザイン

木曽川店が提案する
秋冬デザイン

稲沢店が提案する
秋冬デザイン

末広店が提案する
秋冬デザイン

❶



江南店
スタイリスト
山田 泉

変化のつけにくい肩上ボ
ブを毛先にパーマをかけ
ることに丸みとやわらか
さをプラスしました。
ダークブラウンベースの
カラーリングも大人の女
性の必須アイテムです。

尾西店
スタイリスト
森下 真由香

強めのカール感が重くな
らないように耳にかけて
スッキリさせた、カー
リースタイル。大小の異
なるカールがランダムな
動きをすることにより洗
練されたデザインになり
ます。

北名古屋店
スタイリスト
小玉 千佳

11レベルのアッシュブ
ラウンをベースに顔周
りに甘さをプラスする為
にオレンジ色を入れまし
た。オレンジ色のカラー
リングが顔を包み込むよ
うなカールと目元ギリギ
リの前髪が北名古屋店お
勧めデザイン。

江南店が提案する
秋冬デザイン

尾西店が提案する
秋冬デザイン

北名古屋店が提案
する秋冬デザイン

滝の水店
スタイリスト
柳田 峻佐

12レベルのカラーリン
グをベースにフェース
ラインをリバースに流し
たときに耳上と襟足に２
レベル明るいハイライト
を入れました。トップに
動きとボリュームが出る
ように毛先をランダムに
カットします。

滝の水店が提案する
秋冬デザイン

❷



尾張旭店
スタイリスト
下鵜瀬 梨沙

定番のロングレイヤーの
巻髪スタイルはコテで仕
上げた後に手で崩してラ
フな動きをつけます。
2008年は毛先を軽くし
過ぎない重みのあるエレ
ガントデザインに。

津島店
スタイリスト
嶋崎 亜希子

肌が白く見える11レベ
ルのピンクベージュを
ベースに明るめのローラ
イトを入れることにより
動きをつけます。フェー
スラインに軽くレイヤー
を入れる事により小顔効
果とひし形シルエットで
頭の形を綺麗見せます。

日進店
スタイリスト
堀 春生

大人のワンピースに合
う、重めのレイヤースタ
イルを毛先にカール感と
ナチュラルな動きをつけ
ることにより自然さを出
しました。カラーも落ち
着きを演出する８レベル
のブラウンベースがおす
すめです。

多治見店
スタイリスト
魚住 宏祐

前下がりのショートボ
ブに変化をつける為に
耳にかき上げた時に、
POINTとしてカラーリ
ングが見えるクラッシッ
クボブ。強いイメージに
なり過ぎない、丸みのあ
るシルエットにすること
も大切です。

尾張旭店が提案する
秋冬デザイン

津島店が提案する
秋冬デザイン

日進店が提案する
秋冬デザイン

多治見店が提案する
秋冬デザイン

❸



大府店
スタイリスト
堀田 基樹

ロングレイヤーを遊ぶ
カール感と2008年ＴＪ
天気予報がお勧めするカ
ラーリング。カスケー
ディングカラーをプラス
することによりより動き
を強調しました。巻髪に
変化をつけたい方に、お
勧めします。

豊明店
スタイリスト
内藤 まどか

重めのガーリーボブに秋
色のショコラブラウンを
プラスすることにより重
く見えすぎない工夫しま
した。モデルさんの綺麗
でシャープなイメージを
毛先にカールの動きをつ
けて秋の仕様に変身。

大府店が提案する
秋冬デザイン

豊明店が提案する
秋冬デザイン

天白店
スタイリスト
市川 由香里

重みのあるロングレイ
ヤーを巻髪風にならない
ように空気感を出しなが
らカワカッコイイ系に！ 
８レベルのマットベース
のカラーリングにホイル
ワークで艶と軽すぎない
前髪が2008年の定番で
す。

小牧店
スタイリスト
木戸 幹子

大人の女性に大切な毛先
の艶感を大切に仕上げた
人気のカールスタイル。
大人っぽさの中に可愛ら
しさを作り出す前髪がＴ
Ｊ流。カラーリングで艶
やかにすることも秋冬は
お勧めです。

天白店が提案する
秋冬デザイン

小牧店が提案する
秋冬デザイン

❹



可児店
スタイリスト
竹内 かおる

マッシュベースのショー
トスタイルにカスケー
ディングカラーで動きを
出しました。前髪は小顔
効果のあるへの字バング
でキュートな感じに似合
わせました。

可児店が提案する
秋冬デザイン

各務原店
スタイリスト
杉本 大輔

顔を包み込むようにフォ
ワードに髪を流しトップ
にボリュームを持たせま
す。大人っぽさを演出す
るバイオレットカラーと
カスケーディングカラー
のミックスでクールな中
に動きをプラスしまし
た。

桑名店
スタイリスト
地辺 留美子

全体のボリューム感をあ
ごラインに置くことによ
り可愛らしさとモードさ
をミックスしました。ブ
ラウンカラーで艶やかさ
を出しアクアウェーブで
柔らかいカールをマッチ
させた秋冬スタイルに。

各務原店が提案する
秋冬デザイン

桑名店が提案する
秋冬デザイン

春日井店
スタイリスト
坂田 久美

伸ばしかけの髪型を楽しむ
ミディアムスタイルはトッ
プの動きと顔周りの軽さが
特徴です。顔の印象を良く
見せる、フェースラインに
入れたカスケーディングカ
ラーもお勧めデザイン！

春日井店が提案する
秋冬デザイン

❺
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Autumn & Winter Hair キャンペーン
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ストレートメニューが変わりました

本 格 ス ト レ ー ト デ ザ イ ン

新ストレート･縮毛矯正はこんな方におすすめです

スタンダード
コース

ハイクラス
コース

ハイグレード
コース

プレミアム
コース

トリートメント

通常価格 ¥16,500

¥13,980

トリートメント

通常価格 ¥17,500

¥14,980

トリートメント

通常価格 ¥18,500

¥16,800

トリートメント

通常価格 ¥19,500

¥17,800

ランク
オプション

スタンダード
コース

ハイクラス
コース

ハイグレード
コース

プレミアム
コース

デトックス
★ ★

髪の表面に付着しているシリコンなどを取り除き、薬剤の効果を最大限に発揮します。

プレトリートメント
★ ★ ★ ★

事前に毛髪内外部に栄養成分を均一に与え毛髪の強度を高めます。

栄養補給
★ ★

薬剤にコラーゲンなどの栄養成分を混ぜる事で仕上がりの質感をUPさせます。

PH 調整
★ ★ ★ ★

アルカリに傾いた毛髪内部を弱酸性に戻すことでストレートの持続力を高めます。

過水除去
★ ★ ★

ダメージの原因となる成分を化学反応で健康な状態に戻します。

アルカリ除去
★ ★ ★

ダメージの原因となる成分を化学反応で健康な状態に戻します。

内部補給（★の数が多い程 栄養効果が高い）
★ ★ ★★ ★★★★

ストレート後の疲れた髪に有効成分を浸透させ健康な状態に近づけます。

コーティング（★の数が多い程 コーティング力が強い）
★★ ★★★ ★★★★

毛髪表面を強化し、手触りの良い質感に仕上げます。

スタッフおすすめ

2008年11月
新発売!!新発売!!

デビュー

○くせ毛をしっかりまっすぐに伸ばしたい方
○素肌のような自然なストレートにしたい方
○ボリューム感のあるナチュラルストレートにしたい方
○ふくらみやすいのを抑えたい方
○毛先のハネ、おさまりが気になる方

新ストレート・縮毛矯正は
４つのコースをご用意しました!!

ストレート
or

縮毛矯正

カット

ストレート
or

縮毛矯正

ストレート
or

縮毛矯正

カット

ストレート
or

縮毛矯正

カット カット

期間限定
11月1日(土)～
12月31日(水)

★ 髪の負担を軽減したメニューになっており、★印の数が多いほど、キレイなストレートスタイルになります。
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毛髪内部でＣＭＣが水
を抱え込むことにより
みずみずしくしなやか
な髪を作ります。

ウェーブチェック

ワィンディング

シャンプー・カット

仕上げ

２液塗布

シャンプー台で、一度
流すことによりウェー
ブ効率を最大限にしま
す。

毛髪にクリープ現象を
起こし、しなやかで弾
むようなカールを作り
ます。

（約２時間30分）

栄養補給

中間水洗

加温（15分）

エアーパーマ

新発売特別新発売特別
キャンペーンキャンペーン

ス タ ッ フ 感 激 の パ ー マ メ ニ ュ ー

エアーパーマの特長

エアーパーマの施術工程

～　しっかりカールで弾むように軽い　～

エアーパーマ カット ＋ エアーパーマ
＋ トリートメント込み 13,600円

カール感弾む、エアーパーマ

2008年11月

新発売!!新発売!!

おまたせしました

①普通のパーマよりも、大きめ
のカールが再現出来る（乾か
してもダレない）。
※自宅で簡単にヘアスタイルが再
現出来る。

②パーマが長持ち
※長い間、楽しめるから経済的。

③ダメージが少ない。
※パーマを繰り返す方、カラーと
併用される方におすすめ。

④仕上がりが柔らかく、手触り
が良い。
※空気感を含んだような仕上り。
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エレガント＆エレガント＆
ゴージャス度ゴージャス度
アップの巻き髪仕様アップの巻き髪仕様

シンプル＆カジュアルなシンプル＆カジュアルな
スタイルの中にスタイルの中に
大人の遊び心を大人の遊び心を

2008 年大人のカラー

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

ベーシックカラー料金 + 2,100円
ファーストカラーの場合は　＋1,050円

カラー料金

ベーシックカラー

 Ｓ …￥5,250
 Ｍ …￥6,300
 Ｌ …￥7,350
 LL…￥8,400

カスケーディングカラー誕生
ヘアカラーはオシャレのポイントでもあり、現代の私達には欠かせないものです。
ヘアカラーが私たちの生活に身近な存在になって約10年余り。カラーを楽しまれ
る皆様や私たち美容師も進化してきました。
もっともっと綺麗にもっともっとオシャレになりたいという声に生まれたヘアカ
ラーが“カスケーディングカラー”なのです。

見えるカラー　魅せるカラー
ワンランク上質なヘアカラー

2008年秋冬　おすすすめ「カスケーディングカラー」

カスケーディングカラー
部分部分をベースとは違うカラーを乗せてポイント的にオシャレを楽しむヘアカ
ラーの技法です。
長さを変えずに雰囲気を変えたい！今までの色で飽きてしまって変化をつけたい。
さりげなくオシャレをしたい。人と違う物が好き。
奇抜すぎるのは抵抗があるけど、見える変化が欲しい。
などの方にうってつけのヘアカラーです。

両サイドのネープ（首
元の髪）にカスケーディ
ングカラーを入れれば、
外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。

一見シンプルでナチュ
ラルなボブスタイルも
前髪に少し色を入れて
あげるだけで遊び心の
あるスタイルに。やり
すぎない大人なカジュ
アルをご提供します。
ワンランク上を目指す
あなたに。

カスケーディングカラー誕生

2008年
大人のカラー
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アイテム ディテール 質　感 使用量

オ
イ
ル
ワ
ッ
ク
ス

名前も見た目も優しく上品
なミルクタイプのスタイリ
ング剤です。少しゆるめな
カール感と、指通り。自然
なやわらかさが売りの上品
な大人の巻き髪に向いてい
るスタイリング剤。

ミルボン
プレジューム
ドロップ１

風にのってやわらかに揺れ
るかすかな束感を表現しま
す。

ミルボン
プレジューム
ドロップ２

毛先までのキレイなまとま
りとなめらかな指通り、柔
らかい束感を表現します。

ワ

ッ

ク

ス

見た目もかわいくさまざま

なスタイルや質感に合わせ

てチョイス出来るとっても

かわいいやつです。

ウェーボ
デザインキューブ
ホールド
ワックス

強力なセット力と適度なツ
ヤで、メリハリのある仕上
がり。

ウェーボ
デザインキューブ
ハード
ワックス

強めのセット力で、毛束感・
立体感のある仕上がり。

ウェーボ
デザインキューブ
ニュートラル
ワックス

ほどよいセット力で、やわ
らかな動きのある仕上が
り。

ウェーボ
デザインキューブ
ライト
ワックス

軽いセット力で、ふんわり
空気感のある仕上がり。

ウェーボ
デザインキューブ
ラウンド
ワックス

ほどよいセット力で、ツヤ
感・動きのある仕上がり。

ウェーボ
デザインキューブ
ハードグロス

強めのセット力とツヤ感
で、グロッシーな仕上がり。

ウェーボ
デザインキューブ
ソフトグロス

グロス効果で、ツヤ・まと
まりのある仕上がり。

ウェーボ
デザインキューブ
ドライ
ワックス

強いセット力とドライ感
で、マットな仕上がり。

ウェーボ
デザインキューブ
クールジェル

パリっとしたセット力で、
シャープな毛束感のある仕
上がり。

ウェーボ
デザインキューブ
エアールーズ
ワックス

ほどよいセット力で、弾力
間のあるエアリーな仕上が
り。

ム
ー
ブ
エ
マ
ル
ジ
ョ
ン

エマルジョンタイプだから

髪にすっとなじみ思い通り

の動きを再現。ヘアスタイ

ルに動きを表現する２種類

が登場。

トリエ
ムーブ
エマルジョン８

ハードな動き、強調メイク

トリエ
ムーブ
エマルジョン10

ハードな立ち上げ、しっか
りメイク

ニューフェイスそろいました!!

～ＴＪ天気予報新スタイリング剤シリーズ～
2008年冬…新たにＴＪ天気予報のスタイリング剤がデビューしました！ 時代は刻一刻と変化します。我々美容師の提案する
スタイルやトレンドももちろん変化をしていきます。そこで！ スタイルを変えればそれに見合ったスタイリング剤を、皆さん
の髪により合ったスタイリング剤をぜひこの機会に見つけてください !!

・卵殻膜（保湿成分）とパー
ルタンパク（ツヤ成分）配合
でパサつきの無いツヤ髪に仕
上げます！
・ＵＶ吸収剤配合で紫外線か
ら髪を守ってくれます。＝褪
色が少なく色持ちがよくなり
ます！
・10種類の中から必ずスタ
イルや髪質に合った質感を選
べます！

ニューフェイスそろいました!!

特　徴

１プッシュ分

パール粒大２個分

２プッシュ分

100g 
1,890円

100g 
1,890円

80g 
1,470円

80g 
1,470円

80g 
1,470円

80g 
1,470円

80g 
1,470円

80g 
1,470円

80g 
1,470円

80g 
1,470円

80g 
1,470円

80g 
1,470円

37g 
1,680円

39g 
1,680円

セット力
★

セット力

セット力
★★★★★

軽 さ

セット力
★★

★★★★★

セット力
★★★

セット力

セット力
★★★★

軽 さ

セット力
★

★★★★

セット力
★★★★★

★★★★

セット力
★★★★

軽 さ
★

軽 さ

軽 さ
★★★★

セット力

軽 さ
★★★★★

★★★

軽 さ
★★★★★

★★★★

軽 さ
★

セット力

軽 さ
★★

★★★★

軽 さ
★

軽 さ
★★

セット力

軽 さ
★

★★★★★

軽 さ
★★★

セット力

軽 さ
★★★

★★★

★★

※デザインキューブは、各店により、取り扱い品目が異なりますので、スタッフまでご確認下さい。

11月1日(土)～12月31日(水)
期間中 20％OFF
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アヴェダ／ケラスターゼ／ラ・カスタ 特集

配合成分が 93％植物成分のカラー！
AVEDAカラーは、通常カラー価格に
+1,050 円でさせていただいております。

「美しい髪は健康な頭皮から生まれる」という信念から、配合成分が 90％以上植物成分のシャンプー・ト
リートメント（毛髪用・頭皮用）により、栄養分・保湿分などを健やかに吸収できる頭皮の状態を保ちます。
アヴェダ製品に配合される植物成分 -回復力、ホールド力に優れた植物の種子や潤いをもたらす木の樹液
など、これらが一体となって優れた力を発揮し、オリジナリティーにあふれた美しくピュアなヘアスタイ
ルを創り出します。髪や頭皮、環境保全に取り組んできた地球にも優しい製品です。

〈ギフトセット内容〉
①しなやかさに包まれて（まとまりにくい髪用のシャンプー、トリートメント、ベース剤のセット）　　　　　　8,610円
②歓びをたずさえて
　（傷んだ髪用シャンプー、トリートメント、ベース剤とハンドクリーム、フットクリームのトラベルサイズセット）5,670円
③ヒマラヤの灯り（ホリデー限定アロマキャンドル）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,200円

1964 年の誕生以来、先進のテクノロジーと独自のヘアマッサージ“リチュアル”の組み合わせで、スキンケア感
覚でヘアケアを考えるブランドとしての地位をいち早く確立。パリのロレアル研究所が生んだ髪の美と健康の研究
の結晶でもあります。
先進のテクノロジーから生まれる、斬新で高品質な製品。お客様一人一人の髪質、状態にあった効果的なメニュー・
商品を提供します。
美しく輝く髪へ導く、感動的な体験は世界中の厳選されたサロンしか取り扱いができません。

シングル……2,100円　　　　　　ダブル……3,150円　　　　　　トリプル……4,200円
※キャンペーン中、セットメニューされたお客様にダブル2,100円・トリプル3,150円で提供させていただきます。

　　　　 トリートメント ～ひとりひとりの美しく健やかな髪づくりをサポートする～

（ラ･カスタ）
このたび千秋店に登場したラ・カスタシリーズ。オーガニック原料を使用し、「人と環境」をテーマに、
安全・自然・健康だけでなく地球環境にもこだわった心と体に良い上質なナチュラルヒーリング化粧
品です。「植物エキス」「植物油」「植物精油」を処方し、最高の髪と地肌を作り上げるラ・カスタシャ
ンプー・トリートメントをぜひ体感してください！

・ヘアマスクトリートメント＋ラ・カスタ　シャンプー（ＳＨ）ダメージ用　　　　　　　　　4,200円
・ヘアマスクトリートメント＋ラ・カスタ　シャンプー（ＳＬ）軽いダメージ～普通用　　　　3,675円
・ボンドトリートメント＋ラ・カスタ　シャンプー　　（ＳＨ）ダメージ用　　　　　　　　　5,250円
・ボンドトリートメント＋ラ・カスタ　シャンプー　　（ＳＬ）軽いダメージ～普通用　　　　4,725円
・プレミアムトリートメント＋ラ・カスタ　シャンプー（ＳＨ）ダメージ用　　　　　　　　　6,300円
・プレミアムトリートメント＋ラ・カスタ　シャンプー（ＳＬ）軽いダメージ～普通用　　　　5,775円

オーガニックとは、化学肥料や化学合成農薬を最低３年以上無使用の土壌で栽培されたハーブなどの植

物の花や樹木、果実などから抽出される天然成分のことを言います。産地から加工製造工程まで厳しく

細かな基準が定められています。この基準に適合しているか、第３者による認定があって初めてオーガ

ニックと認められます。

豆知識
オーガニック
植物原料とは…

　　　　Holiday 2008　期間限定2008･11･16（日）～12･31（水）

取扱店　　千秋店

取扱店　　江南店・稲沢店・桑名店・多治見店

取扱店
末広店・天白店・豊明店・
小牧店・各務原店・可児店

いつまでも美しいヘアスタイルを提供する為に！
－ＴＪ天気予報では、地球環境に配慮した製品や
　　　世界的に評価の高い商品を導入することにより、より良いヘアデザインを提供します－

　　　　　シャンプー（SH）ダメージ用、（SL）軽いダメージ～普通用

自分の為に！
地球の為に！
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美しく・健康でいるための秘訣
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2008年 10月 6日（月）　TJ天気予報社内コンクールがパークアリーナ小牧にて行われました。
毎年行いつつも、年ごとに色々と内容を変えているこのコンクールですが、
・フォト 4部門
・ウィッグ部門（アシスタント）
・モデル部門（スタイリスト）
今年はこのような部門に分かれて競い合いました。昨年
は店舗ごとに分かれてのエントリーでしたが、今年は完
全な個人戦となりました。それぞれ個人で勉強してきた

事がそのまま結果に繋がります。また、今までは裏方に回っていた店長達も、今年は選手と
して出場しました。今年もお忙しい中、審査員として 美容業界の方・メーカー様・ディーラー
様、様々な方にお越し頂きました。

社内コンクール

TJ 天気予報全スタッフ大集合！

ウィッグ部門競技中の様子

モデル部門協議中の様子

フォト部門

ウィッグ部門 モデル部門

フォトコン審査の様子フォトコン審査の様子

・FRESH部門（アシスタント経験 3年未満）
・RISING STAR部門（アシスタント経験 3年以上）
・NEW COMER部門（スタイリスト経験 3年未満）
・HAIR DRESSER部門（スタイリスト経験 3年以上）
フォト部門ではキャリアによりこのような 4つの部門
に分かれまし
た。
事前に撮影し
てきた作品
を、当日審査
員の方々に評
価して頂きま
す。

FRESH部門
優勝

RISING
STAR部門
優勝

NEW
COMER部門

優勝

HAIR
DRESSER部門

優勝

1mm江南店勤務
澤口　海香

作品名
「GENKIDAMA」

1t 津島店勤務
渡邉　明日香

作品名：
「SO STRAWBERRY」

5 コ天白店勤務
今枝　敏典

作品名：「drawing」

1コ可児店勤務
三好　明梨

作品名：「蛇道」

まだカットデビューしていないアシスタントが、ウィッグを
使用して作品を競技時間の 30分で仕上げます。カラーや飾り
等は前日までに準備しておきます。

優勝

9mm尾張旭店勤務
牛島　早央里

第二位

Part5 木曽川店勤務
林　菜美

第三位

Part3 千秋店勤務
　奥本　絵里

各
部
門
の
入
賞
作
品
は
こ
ち
ら
！

審査員の方々に評価を頂いた作品はこちら

そして最後に行われた
のがモデル部門です。
それぞれスタイリスト
がモデルさんを使い、
30 分でデザインしま
す。

優勝

1mm江南店勤務　西村　昌敏の作品

第二位

1コ可児店
勤務

三好　明梨
の作品

審査員の方々に評価を頂いた作品はこちら

第三位

Part9 末広店
勤務

鎌田　咲子
の作品
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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

私たちＴＪ天気予報では、ヘアデザイン・メイク技術の勉強と共にファッション傾向・コミュニケーションスキ
ルなどの勉強を通し、質の高い人材育成に努めて参りました。
2008年１年間を通し、活動してきた内容の一部をご紹介させていただきます。

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

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：大学の先生
　　　福谷氏

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

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

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

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）

ZIP FM主催のイベントZIP SUPER SQUARE
に参加。ヘアメイク
をブース内で展開。
場所：久屋公園

2008年春夏トレンドセミナー 2月25日

2008年　DS　コンクール 3月10日

中部地区の美容室21社が集合したイベントに
ＴＪ天気予報の参
加！ ヘアショー・
ブースイベントを展
開しました。
場所：吹上ホール

ライジングコンプレックス 8月4日

エイベックス主催のイベントa-nationに参
加。ヘアメイクでイ
ベントを盛り上げま
した。
場所：ポートメッセ
名古屋

a-nation 8月17日

中部地区の最大級の美容サロンプレゼンテー
ションイベントに参
加。スパイガールと
コラボレーション。
場所：名古屋国際会
議場

BEAUTY JOB IMPACY 9月15日

てんつくマン講演・映画試写会 3月14日

VIDALサッスーンカットスクール ５回コース

写真はイメージです。写真はイメージです。

パリ・ミラノコレクションから2008年秋冬コ
レクションの勉強会
場所：ウエラスタジオ
講師：大学の先生
　　　福谷氏

2008年秋冬コレクション 7月29･30日

25ans主催の神戸コレクションにバックステー
ジに参加。
場所：名古屋ヒルト
ンホテル

神戸コレクション 9月22日

ZIP SUPER SQUARE 10月4･5日

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

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

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

シャンプー甲子園 5月15日

マッサージの勉強会

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。
（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

コーチング研修（６ヶ月コース） ３月～８月

4月16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

一日コーチングセミナー 5月26日

写真はイメージです。写真はイメージです。

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

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

メイクラボ 6月16日

幹部合宿（カット講習・人材育成） ６月９･10日

奥村塾 ５回コース

ケンジグループ　神之門氏講演 4月7日
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編集部からのお知らせ！

年末年始のお知らせ年末年始のお知らせ 年末年始の営業時間のご案内年末年始の営業時間のご案内

編集部からのお知らせ

12月28日（日）まで 通常通り営業いたします。 １月１日（木）～５日（月） 年始休業とさせていただきます。

12月29日（月）・30日（火） AM9:00～PM7:00まで営業させて頂
きます。 　　６日（火）～10日（土） 通常通り営業いたします。

12月31日（水）

AM9:00～PM5:00まで営業いたします。

・縮毛矯正　　　　　PM2:00まで
・パーマ＋カラー　　PM2:30まで
・パーマorカラー　　PM3:00まで
・カット　　　　　　PM4:10まで

　　11日（日）・12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。

　　13日（火） 振替休業とさせていただきます。

ご 報 告
いつもご来店ありがとうございます。以前よりご案内させていただきました「ペットボトルキャップ」の回収結果中間報
告です。
なんと、ペットボトルのキャップが約 120kg（48,000 個）集めることが出来ました。
ご協力ありがとうございます。NPO法人　Reライフスタイル → 認定 NPO法人「世界の子どもにワクチンを日本委員
会（JCV）」→ 国際児童基金（ユニセフ）を通じて世界の子どもたちにワクチンが届けられます。
今回の活動でポリオワクチン 120人分が寄付出来ました。今後も引き続き回収活動を行っていきますので、ご賛同頂け
る方はご協力下さい。方法は簡単。ペットボトルのキャップを洗って・乾かして・お店にご持参下さい。

『捨てればただのゴミ、集めればボランティア』　宜しくお願いします。

ワクチンを購入するのに必要なキャップの数ワクチンを購入するのに必要なキャップの数

・ポリオ（小児まひ）⇒１人分 約 20円（400個）
・MMR（はしか・おたふくかぜ・三日ばしか）
　　⇒１人分 約 114 円（2,200 個）
・はしか ⇒１人分 約 95円（1,850 個）
・DPT（百日咳・ジフテリア・破傷風）
　　⇒１人分 約９円（180個）
・BCG（結核）⇒１人分 約７円（140個）
ワクチンの価格は、ユニセフ・サプライディビジョンによる概算（＄＝ 120円）
で換算。ペットボトルキャップの引渡し価格は、400個（１キログラム）でお
よそ 21円になります。

Ｔ Ｊ 天 気 予 報 　 経 営 理 念
私たちはお客様を第一と考え私たちはお客様を第一と考え
誠意と情熱をもって奉仕します誠意と情熱をもって奉仕します

ＴＪ天気予報は人間をつくる学校ですＴＪ天気予報は人間をつくる学校です


