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� ハッピータイムズ

皆様、新年明けまして
おめでとうございます。

　日頃は、ＴＪ天気予報をご愛顧賜りまして、社員一同心より深く御礼申し上げ
ます。
　昨年は一宮末広店のリニューアル、桑名にも、店舗をオープンさせていただき
まして、誠にありがとうございました。インパクトのある、変わった店名と店舗、
初めてお越しいただくお客様は、すこし戸惑いと、不思議な感覚をお持ちになら
れたことと存じます。
　本当に、多くの皆様に支えていただきまして、今日のわが社がございます。遠
路各地より、また長年にわたり「ＴＪ天気予報」をご利用くださいまして、心よ
り深く感謝申し上げます。

　お客様に、ヘアーデザイン、メイク、エステ、ブライダル、着付けなどの技術
を通して、より輝いていただくこと、また、木造店舗のやさしい空間の中で、ス
タッフの優しさ、元気、楽しさで、お客様に笑顔と満足をご提供できたらいいな
と、そんなＴＪ天気予報でありたいと願っております。

　また、ヘアー技術をさせて頂く際に、一番大切になるのが、髪そのものの美し
さです。ＴＪ天気予報では新しいデザイン技術の開発と同時に、良いヘアーコン
ディションで、デザインが楽しんでいただけるよう、様々な工夫を凝らし、新し
い商材開発にも研究を重ねております。つややかな美しい髪もＴＪ天気予報の願
いです。

　昨年も多くの皆様にアンケートのご協力を頂きまして誠にありがとうございま
した。
　温かい励ましのご意見や、厳しいご指摘も、反映していけるよう取り組んでま
いります。本年、ＴＪ天気予報は「上質なサービスを値ごろ感のある価格でご提
供する」をモットーに、お客様の素敵なライフスタイルのお手伝いと、居心地の
良いサロンを提供してまいります。本年もどうぞ変わらぬご愛顧賜りますよう、
宜しくお願い申し上げます。
　皆様のご健康とご多幸を、心よりお祈り申し上げます。

ＴＪ天気予報代表取締役　大前武司よりご挨拶

皆様、新年明けまして
おめでとうございます。



3ハッピータイムズ

編集長モジコのあいさつ

　あけましておめでとうございます。いよいよ 2009 年がスタートいたしました。2008 年も多くの
皆様にお会いでき、また勉強させていただく事ができましたことを、心より感謝いたします。ありが
とうございます !! 2009 年も昨年にも増して、天気予報に来てよかったと思っていただけるような、
皆様にとって価値ある存在になれるよう、スタッフ一同努めてまいりますので、本年も宜しくお願い
致します。
　紹介させていただくのが遅れましたが、このＡ４サイズの冊子はハッピータイムズと言いまして、
皆様に美容のこと、ＴＪ天気予報のこと、スタッフのことなどをもっともっと知っていただき、皆様
のお声をたくさんお聞きし、皆様に愛されるお店、人になりたいという想いから発行させていただい
ております。この１年間、幾度となく、お届けすると思いますが、どうぞおつきあいくださいませ。私、
編集長の神保愛子と申します。一応、ニックネームはモジコといいます。（vol.2 で皆様につけていた
だきました…）宜しくお願いいたします !! 
　では、2009 年初号スタートです！

新年早々、トイレの話で恐縮ですが、トイレにまつわ
　　る著書は実にたくさん紹介されていて、ちょうど昨

年の同じ頃、皆様に「そうじ力」という本をご紹介させ

ていただきました。

　今年は、「なぜトイレの蓋をするだけで９割の
人はお金持ちになれるのか」という本をご紹介さ
せていただこうと思います。

　皆さんはトイレ掃除をするときに何に一番心がけてい

ますか？ 目に見える「汚れ」を取り除くことだけに意

識が向いていませんか？ 見える所だけを清掃しても効

果は半減してしまいます。実は、汚れを取り除くことで

はなく、「におい」を取り除く事が一番のポイン
トなんです。嫌な臭いはお金だけではなく、人をも遠
ざけます。「汚れ」は目に見えますが、「におい」は目に

見えません。

　本の中には次のように書かれています。

「トイレの蓋をする人」→「臭いにこだわる人」

「臭いにこだわる人」→「見えない所にも気を使う」

「見えない所にも気を使う」→「信頼できる」

「信頼できる」→「安心して仕事が頼める」

「安心して仕事が頼める」→「仕事が増えて、お金

がいっぱい入る」

　といった感じです。

　やはり仕事で成功するには、周りの人から信頼されな

ければなりません。

　運の悪い人というのは、どうしても見かけだけを取り

繕う癖があります。しかし、運の良い人というのは、見

かけよりも中身を磨いていきます。

　外見を着飾ったり、表面だけを取り繕う人はというの

は、時間が経つにつれてボロが出てきます。一方、見か

けはパッとしなくても中身が磨かれている人は、時間が

経つにつれて、輝きが増してきます。

　また、本の中では次のようなことも書かれています。

「毎日歯を磨くのは、お金持ちになる為ですか？」「お風

呂に毎日入るのは、大富豪になる為ですか？」凄い効果

を期待して、歯を磨いたりお風呂に入ったりする人はほ

とんど、いませんよね。毎日の習慣として当たり前になっ

ているのではないでしょうか。

　一方、トイレ掃除といえば、大きな臨時収入を期待し

て励んでいる人が多いかもしれません。しかし、トイレ

掃除の場合も、歯を磨いたりお風呂に入ったりするのと

同じように、当たり前の習慣になっているのが望ましい

です。

　そうなればしめたものです。なぜなら、幸運という
のは「期待する人」のところをあまり好まない
からです。欲や下心がスッと抜けて忘れた頃に思いが
けない臨時収入や良い出来事は起こるものです…

　私がご紹介したのは、ほんの一部分です。ぜひ皆さん

にこの本をご覧いただいて、良い習慣を身につけていた

だいて、今年のご自身の目標といいますか、取り組み項

目の１つにしていただけれたらなあと思っております。

私自身も毎日、励んでおります。何か良い事が転がり込

んできたらそのときはご報告しますね（笑）

　今年も皆様にとって素晴らしい１年となりま
すように…。

私らしさの方程式

なぜトイレの蓋をするだけで
９割の人はお金持ちになれるのか !?

編集長のモジコです
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今回は尾張旭にお住まいのＭ．Ｋさまのご紹介です。
　今回ご紹介させていただくのは尾張旭にあるラーメン屋さんの
「しげ家」さんです。食べ物屋さんが数多く立ち並ぶ尾張旭の中の一
軒で、そんなに大きくないお店ですが逆に期待値の高まる感じのラーメ
ン屋さん独特な雰囲気のあるお店です。お客様のご紹介だけでなく、尾
張旭店のスタッフもよく行っているという事でご紹介させていただきま
す。こちらのラーメンは本場博多の「とんこつ」ラーメンです。入り口
を入ると店内は「とんこつ！」って感じの独特のにおいで早くもお腹が
すいてきました！ メ
ニューはスタンダー
ドなとんこつラーメ
ンからタンタン麺、
汁なし麺など色々あ
り、ご飯もまかない
丼やチャーシュー
丼、手巻きまでさま

ざまでした。初めて行ったお店ですのでまずはスタンダードにとんこつラーメン
と、どこのラーメン屋に行ってもあれば必ず注文するチャーシュー丼を頼みまし
た。麺の固さやスープの濃さなども選べるこだわりがうれしいですね！ 早速運ば
れてきたラーメンのスープを一口…。ものすごいコクととろみのある食感、濃厚
なのにくどいわけではない本格的なとんこつを堪能できます。そしてそんなスー
プに負けじと絡みつく太麺！ かなり食べ応えがあります！ 周りの野菜やチャー
シューともそれぞれマッチして一口一口が存在感のある満足な味わいです！ 半分
くらい堪能したところで今度はチャーシュー丼へ。シンプルなのりとチャーシュー
の上にキムチが乗っかったかなり魅力的な一品。肉厚なチャーシューをふんだん
に使ったミニサイズでシンプルな中にもかなり満足度のあるサイドメニューで
す！ 替え玉を頼むのも楽しみ方の一つですが、裏メニュー的なサイドメニューを
堪能するのもラーメン屋での楽しみの一つですよね？ ぜひ、メインから裏まで堪
能しつくしてください！ 本格的なとんこつラーメンなので好き嫌いはあるかもし
れませんがこれだけ数あるラーメン屋の中から選ばれているだけあって味は保証
済みです。興味のある方、こってりしたのが好きな方はぜひチェックしてみてく
ださい。ちなみに余談ですが、厨房の中に張ってあるラーメンのこだわりの隣に
書いてある店長の自己紹介みたいな文章も面白いですよ！ ラーメンのベースは
「豚骨醤油」です。

電　　話／0561-52-6708　　　定 休 日／月曜日
営業時間／平　日　AM11:30～PM2:00　PM6:30～AM1:00
　　　　　日・祝　AM11:30～PM2:00　PM6:30～PM10:00

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き

尾張旭市東本地ヶ原2-7

王子こと
堤　哲郎です。

謹 賀 新 年！　　～２００９～
みなさん今日は王子です。あらためまして明けましておめでとうございます !! またまた変わらずの食いしん坊
王子ですが、本年もどうぞよろしくお願いします！ 2008 年の最後に今までの食べ歩きの振り返りをしました
が、これがまたよく行ったな～って感じです。いつの間にかそれなりに歴史を作ってきたこのコーナー、これ
もひとえに皆様のおかげです。この先も絶えることなく続けていきますので応援をよろしくお願いします !!

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

さて激動の 2008 年も終わり、新たに 2009 年が始まりました。皆さんはどんな年にしようと思いますか？ 年の初めに必ず目標を決めて
やっていても 1年はあっという間に過ぎていきますよね？ だからこそ毎日を大切に、一歩一歩進んでいくことが大切だと思います。この
ハッピータイムズも試行錯誤しながらつたない中にも情熱を込めてやってきました。気づけばそこに歴史が出来ていて時の流れと共に自
分の足跡が見えます。振り返れば後ろには出来たばかりの道があり、前を向けば自由に道を描けるキャンパスがあります。皆さんはどん
な道を描きますか？新たな歴史の一歩は毎日始まります、2009 年も実りある年にしたいですね。皆さんの健康とご多幸をお祈りしつつ
2009 年一発目の食べ歩きを始めます !!

※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♪

　新年一発目は「ラーメン」でした。確か以前もこんなことがあったような…。で
も、オールシーズンいけるラーメンですが冬に食べると格別ですよね！またしばら
くラーメンにはまってしまいそうな予感です、というかはまってます（笑）どこか
良いお店があればまたじゃんじゃん教えてくださいね！ どんな年になるかはわか
りませんが、良くするのも悪くするのも自分次第ってことではりきって 2009 年も
頑張りましょう！ 僕も、世代交代になる日まで全力で食べ歩き続けます !! 本年も
どうぞ宜しくお願いします。

しげ家さん
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チャレンジ 2009

Challenge 2009 お知らせ編

大切な皆様 へ 大切なお知らせ。大切な皆様 へ 大切なお知らせ。
～ いつも綺麗でいつも素敵なヘアスタイルのお手伝いをする為に ～

世界同時不況！世界同時不況！

2009 年がどんな年になるか？ 不景気が続くと、財布のヒモも堅くなります。2009 年がどんな年になるか？ 不景気が続くと、財布のヒモも堅くなります。

＊私も今年はお年玉の金額をすこし抑えようと考えています。（笑）＊私も今年はお年玉の金額をすこし抑えようと考えています。（笑）
2009 年は、節約がキーワードになりそうで無駄なモノ・必要ないモノは購入しなくなり、どうせ使うなら、高品質2009 年は、節約がキーワードになりそうで無駄なモノ・必要ないモノは購入しなくなり、どうせ使うなら、高品質
で良いモノを安く提供してくれるお店で購入したいと思いますし私ならそうします。で良いモノを安く提供してくれるお店で購入したいと思いますし私ならそうします。

こんな時代だからこそ！ ＴＪ天気予報ではいつもご利用していただける皆様に安心してヘアスタイルを楽しんでもこんな時代だからこそ！ ＴＪ天気予報ではいつもご利用していただける皆様に安心してヘアスタイルを楽しんでも
らえるらえるチャレンジ 2009 年チャレンジ 2009 年を実行したいと思います。を実行したいと思います。

チャレンジ 2009 年って何？チャレンジ 2009 年って何？
簡単に言うと 簡単に言うと 高品質なデザインをお値打ちに、安全に提供することです。高品質なデザインをお値打ちに、安全に提供することです。
これを実行するうえで、大変な苦労がありました。（涙）それはお値打ちです！ 同じモノなら、高いよりは安いほうこれを実行するうえで、大変な苦労がありました。（涙）それはお値打ちです！ 同じモノなら、高いよりは安いほう
が良いに決まっています。しかし安くし過ぎると利益が出ません・・・（汗）が良いに決まっています。しかし安くし過ぎると利益が出ません・・・（汗）

お客様に喜んでいただける価格で、しかも私達にもメリットがあるWIN WIN の関係を作ることを目的に様々な努力お客様に喜んでいただける価格で、しかも私達にもメリットがあるWIN WIN の関係を作ることを目的に様々な努力
をしました。をしました。

取引業者様のご協力。コスト削減の運動。流通経路の見直しなど様々な活動を通してチャレンジ 2009 年を実現する取引業者様のご協力。コスト削減の運動。流通経路の見直しなど様々な活動を通してチャレンジ 2009 年を実現する
ことが出来ました、また活動を続けます。ことが出来ました、また活動を続けます。

おしゃれを楽しむには、ヘアスタイルが綺麗でなければいけません。こんな時代だからこそ、いつも綺麗ね！ と言わおしゃれを楽しむには、ヘアスタイルが綺麗でなければいけません。こんな時代だからこそ、いつも綺麗ね！ と言わ
れる応援をさせて下さい。れる応援をさせて下さい。

　応援１　お値打ちで安全であること！
　応援２　高品質なデザインであること！

ＴＪ天気予報では、ヘアスタイルを通して [笑顔 ]と [ 満足 ]をいっぱい提供することが私達の使命と考えています。ＴＪ天気予報では、ヘアスタイルを通して [笑顔 ]と [ 満足 ]をいっぱい提供することが私達の使命と考えています。
チャレンジ 2009 年、私達の活動を楽しみにして下さい。チャレンジ 2009 年、私達の活動を楽しみにして下さい。

いつも綺麗でいつも素敵なヘアスタイルのお手伝いをする為に５つの約束をします。いつも綺麗でいつも素敵なヘアスタイルのお手伝いをする為に５つの約束をします。
１年間通してお得だね！ と言っていただけるメニュー・サービスを提供します。
高品質・安全・お値打ちなメニューを提供し、いつまでも綺麗なヘアスタイルを守ります。

コストを抑える為に、商材の質を落とすことは一切しません。
ＴＪ天気予報が認めた一流の商材・商品を使用し、髪のダメージを最小限にし、自宅での再現性
を高めます。

定期的なキャンペーンを開催して家計に優しい企画をします。
ＴＪ天気予報らしい楽しく、お値打ちな企画を開催し、ハッピータイムズを通してお知らせします。

最新のコレクション情報から、季節感のあるデザイン提供をします。
ファッション情報・デザインの勉強会を通して、お客様に合わせたデザインを提供します。

人材育成こそがお客様満足度のバロメーター
毎年ですが、2009 年はより一層スタッフ教育に力をいれ・技術面・サービス面でお客様に喜んで
いただけるスタッフを育成します。

約束 １

約束 ２

約束 ３

約束 ４

約束 ５

Challenge 2009

上質なサービスを
値ごろ感のある
価格でご提供する

緊急
発表



Challenge 2009 カラーデザイン編

6 ハッピータイムズ

チャレンジ 2009

カラーデザインを楽しんで頂く為に！カラーデザインを楽しんで頂く為に！
期間限定　　2009 年１月６日（火）～３月 31日（火）まで

カット ＋ 全体
カラー ＋ 栄養補給 ＋ コラーゲン

補給 ＋ ＰＨ調節
（ダメージ軽減）

通常価格（Ｌの場合）12,550 円 Ｓ・Ｍ　 8,800 円
Ｌ・LL　9,800 円

こだわり１ カラー剤 ドイツ・日本・アメリカの融合によって開発された
[ 世界最高水準 ] のカラー剤　コレストンパーフェクト

厳選した染料と精製技術により高密度に染
料が入り込むことで内部まで光を取り込
み、光輝く色を表現します。

酸化染料という染料を使用することによ
り、小さい分子が大きくなり髪内部で発
色することにより、シャンプーなどの影
響で色落ちがせずに長持ちします。

カラー剤に使用するアン
モニアを揮発性のアルカ
リを使用しています。不
揮発性の場合、髪・頭皮
に残留しやすく、ダメー
ジの原因になります。揮
発性のアルカリを使用す
ることにより、美しいカ
ラーデザインを提供しま
す。

[ 艶の秘密 ] [ 色持ちの秘密 ] [ アンモニアの秘密 ]

こだわり２ 栄養補給
ダメージ部分を保護することにより、毛先まで美しいカ
ラーデザインを提供します。

システィン酸を抑
制しカラー効率を
をＵＰさせること
により、カラー剤
の力を最大限に引
き出します。

毛髪内部でＣＭ
Ｃ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
り上げます。

最高品質前処理剤 ｢アデューラシリーズ ]

こだわり３ コラーゲン補給
お肌に良いコラーゲンは髪にも、とっても良いです。

コラーゲンは高い保湿力を持ち、髪に自然な
ツヤ・しなやかなハリを与えます。
カラー施術中に補給することにより、感動的
な手触りを実現します。

髪に [ツヤ・潤い・しなやかなハリ ]を与える

高品質 100％コラーゲンパウダー使用

こだわり４ ＰＨ調節
ダメージ残留物の除去がＴＪ天気予報のカラーが良い秘密

アルカリ完全除去
残留したアルカリを大豆イソフラボンの効果により、
健康な弱酸性に戻し、におい・パサつきを改善します。

過酸化水素完全除去
ダメージの原因になる過酸化水素を瞬時に水と酸素に
分解して髪と頭皮を清潔な状態にして、かゆみ・パサ
つきを改善します。グロスセラマイルド

こだわり５ 頭皮ホゴ
健やかな頭皮環境づくりから健康で美しい髪を導きます。

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。

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。

＊ＴＪ天気予報では、カラーを安心して楽しんで頂く為に頭皮ホゴもサービスで行って
います。カラー剤による、かゆみ・痛みがあるお客様はスタッフまでお申し付け下さい。

カラー後に残留してしまう、成分が髪のダメージにつながります
その成分を完全除去することにより、ダメージを軽減します。

スキャルプサポート
オイル

フェイスプロテクト
クリーム

ＴＪ天気予報のこだわり

今までの
カラー剤

ＴＪ天気予報の
高色密度カラー剤

KC-002 CMC-005

（ダメージ軽減）

上質なサービスを
値ごろ感のある
価格でご提供する

艶と色持ちが断然違います！自信作



Challenge 2009 早得キップ編

7ハッピータイムズ

チャレンジ 2009

早いとお得、早得キップ！早いとお得、早得キップ！早いとお得、早得キップ！早いとお得、早得キップ！
期間限定　　2009 年１月６日（火）～チケットを配布します

早得 1 カット料金５％OFF
例）4,200 円

（カット・シャンプー・ブロー・マッサージ込み）

3,990 円 ＊一般のお客様が
対象になります。

＊前回ご来店日から45日以内だと、カット料金10％OFFに !!
更にお得 !!

早得 2
カット ＋ 全体

カラー ＋ 栄養補給 ＋ コラーゲン
補給 ＋ ＰＨ調節

（ダメージ軽減）

Ｓ・Ｍ　 7,800 円
Ｌ・LL　8,800 円

Ｓ・Ｍ　 8,800 円
Ｌ・LL　9,800 円

早得 3 パーマメニュー20％OFF
＊一部除外メニューあり

2,520 円
3,360 円
4,200 円

コントロールパーマ　3,150 円

ニュアンスパーマ　4,200円

ボ デ ィ ー パ ー マ　5,250円

頭の形を綺麗に見せた！

髪の動きをつけたい方！

ちょっとイメージを変えたい方！

早得 4 ストレート･縮毛矯正メニューがキャンペーン価格
（シャンプー・カット・縮毛矯正・トリートメント込み）

13,980 円

14,980 円

16,800 円

17,800 円

気になるクセをしっかり伸ばしたい方
スタンダードコース　16,500 円
自然なストレートデザインを楽しみたい方
ハイクラスコース　17,500 円
いつまでもキレイなストレートデザインを保ちたい方
ハイグレードコース　18,500 円
誰もが憧れる上質なストレートデザインを求める方
プレミアムコース　19,500 円

早得 5 デザインの再現性を高めるプロのアイテム商品10％OFF（併用可）
＊一部除外品あり

ＴＪ天気予報ＴＪ天気予報

売れ筋商品売れ筋商品

ミルボン
エストクアル
広がりやすい髪も、こ
の一本でなんとびっく
り！ おさまりのある
質感に整えます。

￥2,730 →￥2,457 

コタセラ
シャンプー

インターロック
クリームPPT
どんな髪質にも合い、
驚きの回復力を発揮し
ます。

￥3,675 →￥3,307

コタセラ
トリートメント

植物抽出エキスを配合
し、頭皮のデリケート
な方も安心してお使い
いただけます。
￥1,890 →￥1,701

植物抽出エキスを配合
し、頭皮のデリケート
な方も安心してお使い
いただけます。
￥2,940 →￥2,646

前回来店日から、２ヶ月以内
に来店で、とってもお得に !!

上質カラーが1,000円OFF

上質なサービスを
値ごろ感のある
価格でご提供する

注目

プロお勧めのアイテム！

210 円のお得！

通常価格から20％OFF!

通常価
格から

1,000
円お得

!

最大 2,520 円OFF!



Challenge 2009 家族割・パスポート割編

8 ハッピータイムズ

チャレンジ 2009

家族・友達と来店でお得！家族・友達と来店でお得！家族・友達と来店でお得！家族・友達と来店でお得！

・ＴＪ天気予報にご来店したことがない家族・友達が高校生以上の場合30％OFFにさせて頂きます。
　＊中学生以下の場合、20％OFFになります。
・他の特典（キャンペーン期間中やその他サービスチケット等）との併用はご遠慮下さい。
・お一人様、何回でもご利用出来ます。

※パーマ・カラー・トリートメントのみの技術でご来店の際、シャンプー・ブロー代としてご利用いただけます。

２人仲良く 30％OFF

パスポート割 シャンプー＋マッサージ＋ブロー 10,000円

家族割

シャンプー・ブロー（通常価格2,620円）がパスポート割でお得になりました。
（通常価格2,620円×５回＝13,100円を10,000円でさせて頂きます。）
「１回あたり2,000円」3,100円もお得！
マッサージとブローも付いて頭からリフレッシュ！ ヘッドマッサージ感覚でご利用ください。

究極の癒し

※チケットは各店舗にて販売いたします。

※同封のチケットをご持参下さい。

上質なサービスを
値ごろ感のある
価格でご提供する



Challenge 2009 学割編

9ハッピータイムズ

チャレンジ 2009

中高生限定

学　　　割学　　　割学　　　割学　　　割
中高生限定

中高生限定中高生限定中高生限定

高校生限定高校生限定高校生限定

カット ＋
POINTストレート

or
POINTパーマ

＋ トリート
メント

2,620 円 3,150 円 1,570 円

通常価格　7,340 円

＊高校生の場合＋ 520円
5,780 円

1,560 円 OFF

12,980 円

13,980 円

14,980 円

15,980 円

気になるクセをしっかり伸ばしたい方
スタンダードコース　16,500 円
自然なストレートデザインを楽しみたい方
ハイクラスコース　17,500 円
いつまでもキレイなストレートデザインを保ちたい方
ハイグレードコース　18,500 円
誰もが憧れる上質なストレートデザインを求める方
プレミアムコース　19,500 円

学 割 価 格

※中高校生の方に
　お得な情報です。

ポイントパーマメニュー

縮毛矯正・ストレートメニュー縮毛矯正・ストレートメニュー縮毛矯正・ストレートメニュー

ポイントパーマメニュー ※気になる前髪、トップにボリューム
　が欲しい方におススメです。

※ＴＪ天気予報は
　中高校生の味方です！

シャンプー ＋ カット ＋ ストレート or 縮毛矯正 ＋ トリートメント

Ｓ・Ｍ　 8,800 円
7,800 円

学　割　価　格

カラーカラーパーマパーマ 通常価格から 20％OFF

＊中学生の場合

頭の形を綺麗に見せた！

コントロールパーマ
3,150 円 2,520 円
髪の動きをつけたい方！

ニュアンスパーマ
4,200 円 3,360 円
ちょっとイメージを変えたい方！

ボディーパーマ
5,250 円 4,200 円

Ｌ・LL　9,800 円
8,800 円

学割
価格

Ｓ・Ｍ　 8,800 円
7,800 円

通常価格から 1,000 円 OFF

カット ＋ 全体
カラー ＋ 栄養補給

＋ コラーゲン
補給 ＋ ＰＨ調節

（ダメージ軽減）

上質なサービスを
値ごろ感のある
価格でご提供する



Challenge 2009 誕生日編

10 ハッピータイムズ

チャレンジ 2009

サイコロを振ってプレゼントをゲットしよう！
ルール

誕生日おめでとう企画誕生日おめでとう企画誕生日おめでとう企画誕生日おめでとう企画大切なお客様の
お誕生日にＴＪ天気予報から
のプレゼント

お客様アンケートの中に「誕生日のサービス」についてのご意見をたくさん頂きました。チャ
レンジ 2009 少しでもお客様に喜んで頂く為に、ＴＪ天気予報からささやかなプレゼント企画
を準備させて頂きました。

年に一度の誕生日の月にご来店頂き「誕生日カード」をご提示ください。

ルール サイコロを振って頂いて、出た目のプレゼントチケットがもらえます。

技術料金の技術料金の

1,000円OFF1,000円OFF

サイコロを振ってプレゼントをゲットしよサイコロを振ってプレゼントをゲットしよう！う！

クレンジング・クレンジング・
トリートメントトリートメント

１ 回 無 料１ 回 無 料

ポイントパーマポイントパーマ

１ 回 無 料１ 回 無 料

トリートメントトリートメント
メニューメニュー

1,000円OFF1,000円OFF

シャンプー・シャンプー・
ブローブロー

１ 回 無 料１ 回 無 料

マッサージマッサージ

10分サービス10分サービス

❶❶ ❷❷ ❸❸

❹❹ ❺❺ ❻❻

同封させて頂いたカードの中に
「誕生日カード」がございます。
お客様の誕生日をご記入して頂き
メンバーズカードと一緒に

カードケースに入れておいて下さい。



11ハッピータイムズ

「最近やたらと髪が抜ける気がするんだけど・・・
 髪を洗ったあとの排水溝を見るのがこわいんだけど、これってずっと続くの？？」
秋から冬にかけての時期から最近までこんな質問をよく聞きます。でも人間も動物なので、
季節の変わり目に多く髪が生え変わるサイクルがあり、その時期にはいつもより髪が抜ける
ことが多くなりますが頭皮が正常であれば何の問題もありません！

お客様からのＱ＆Ａ　日頃の疑問にお答えします !!

千秋店 店長
堤　哲郎です。

★お客様からの素朴な疑問 　～番外編～

Q1「最近抜け毛が多いんだけど大丈夫かな？」Q1「最近抜け毛が多いんだけど大丈夫かな？」

まずは抜けた髪の毛をチェック！
「抜け毛が気になる」って方はまずは抜けた髪の毛をチェックしてみてください。特に毛根の部分を要チェック！ 髪
の毛を一本無理に引き抜くと根元にはプルプルしたゼリー状の毛根がついています。自然に抜けた場合は、健康であ
ればかたくて丸く固まった毛根があり「青信号」です。問題なのは、この毛根にふくらみが無くて先細りしている場合。
これは髪の根元のコンディションが「赤信号」の危険な状態です。ここが一つ目のポイントです。

毛根がかたくて丸く固まった状態（正常） 毛根が先細りの状態（危険信号）

以上のように抜け毛が増えたといってもどんな状態かが重要で、ただひたすら心配することはありません。「最
近きになるな～」って思ったらまずは抜けた髪をチェックしてみてください。正常な抜け毛であれば一日に
50本から100本くらい抜けていても何の問題もありません。かえって気にしすぎないことが大切になります。
逆に黄色や赤色の危険信号に当てはまる場合は何らかの予防策が必要になります。「よく解らない」という時
にはぜひプロに相談をして正しいケアをしてください。ただ悩んでいてももやもやするだけなので気になった
時にはぜひ早めの行動をお願いします。抜け毛のためだけでなくいつまでも健康できれいな髪を保つためにも
「スキャルプケア」は重要になってきます。‘健康な髪と肌はベースから’基礎のお手入れ始めましょう！！

まずはチェックしていただけましたか？ では、次のチェックです。枕元に落ちている髪の毛を粘着テープなどでお掃
除してみてください。成長した髪に混じってうぶ毛がありませんか？ このうぶ毛がたくさんあると「黄信号」。これ
から成長するはずの幼い髪が早く抜けてしまうのも問題なんです。髪が「青信号」でなくなったら、真剣にスキャル
プケアをはじめて抜け毛の防止策をとりましょう。

成長した髪はしっかりとした
長さや硬さがあるのが特徴で
すが、うぶ毛は短く細く少し
うねっている状態で、周りの
髪に比べてあきらかに子供の
状態の髪です。

チェック１

チェック２

最近
若づくりに
必死です…。



12 ハッピータイムズ

カラー特集

 甲斐田　と  三好 です。
（北名古屋店）（可児店）

ＴＪ天気予報のヘアカラーは色を豊富にそろえております。メインで使用しているカラー剤だけでも全部で 50
種類以上もあります。色の配合で色彩を無限大まで広げていく事が可能です。絵の具の要領ですね！ 色のバリ
エーションが豊富なことも重要ですが、さらにもう一つ重要なことがあります。
それは……根元の伸びてきたところと毛先の明るくなっているところで使用するカラー剤の種類を変えること
です。さらに、毛先の部分は痛みやすいのでトリートメント効果の高い微アルカリカラーを処方しています！ 
通常、ヘアカラーはアルカリ剤を使用して髪を明るく染めたり・色を入れたりしています。人の肌や髪の毛
は弱酸性といわれています（ビ●レのＣＭでもやってますよね★）※アルカリ剤は髪のダメージにつながります。
すでに染まっている毛先をさらに痛まないようにするために根元の
カラー剤とは違うトリートメント効果の高いカラー剤を使用しなけ
ればなりません。オシャレ染めをする場合は、根元の黒く伸びた髪
の毛、前回カラーした既染毛、そして、ダメージを受けている毛先。
それぞれに合わせたカラー剤を使用し、使い分けています。

このように綺麗に染めるために様々な施術がほどこされ、自分だけ
のオリジナルヘアカラーが完成するのです。

いかがでしたか？ サロンカラーの隠された魅力に気づいて頂けたで
しょうか？？ 不況に負けない綺麗なヘアスタイル・ヘアカラーで
2009 年も乗り切って行きましょう♪

さて、今回は再びサロンカラーの良さ・凄いところをご説明させていただきますね☆

何気なくやっているサロンのカラーは実は凄く手の込んだモノになっています。

最後にみなさんはカラーパスポートという存在はご存知でしょうか？？
ＴＪ天気予報でカラーされた方を対象に次回、根元のカラーのみをされる方にお得なパスポートをお渡しして
おります。

伸びた根元のカラーをしっかり染めて、いつまでも美しい状態でいられるためのアイテムになっています。
ご利用のお客様はスタッフまで声をおかけ下さい！

前回ご来店より1ヶ月以内の場合は

3,500円（根元カラー＋シャンプー・ブロー）

前回ご来店より 45日以内の場合は

4,200円（根元カラー＋シャンプー・ブロー）

カラーパスポート

あけましておめでとうございます！
2008 年も激動の年で色々な面で大変な時期でした…。

2009 年もこれから大変な時期にさしかかってきますが、ヘアスタイル・ヘアカラー
を綺麗にして暗い世の中に負けないように立ち向かって乗り越えて行きましょう !!!

2009 年度版2009 年度版

❸毛先がダメージによっ
て明るくなった部分は
色素補充のカラー剤を
塗ります。

※髪の毛です

❷以前染めたカラーの部分
微アルカリカラーを使
用（トリートメントカ
ラー）

❶伸びてきた黒い部分
アルカリカラーを使用



13ハッピータイムズ

美しく・健康でいるための秘訣



14 ハッピータイムズ

アンケート・スタッフ表彰

皆様のお声が私達の財産です。
10 月１日（水）～ 10 月 31 日（金）の間にご来店のお客様にご協力をお願いして、アンケートを実施させていただきました。たく
さんご返送いただき、大変感謝いたします。ありがとうございました。
たくさんの貴重なご意見から、ご要望にお答えできるように改善・改革に取り組み、ヘアスタイルを通して皆様に喜んでいた
だける会社、スタッフを目指します。改善させていただきました項目の一部をお伝えさせていただきます。

✿レシートが欲しい

毎年、一年間を通して、優秀なスタッフを発表し、表彰していますが、今回もまた発表します。
各店、５つの項目に最もふさわしいスタッフを投票で選びました。
聞いた・見た・話したことのあるスタッフなら、どうぞ一声かけてあげて下さい。

Part3 千秋店 １㎜江南店 ９㎜ 尾張旭店 ７ｔ 滝の水店 ５コ 天白店 スパエステ Cocoa

Part5 木曽川店 ３㎜ 尾西店 １ｔ 津島店 ９ｔ 大府店 ７コ 各務原店 本　部

Part7 稲沢店 ５㎜ 春日井店 ３ｔ 日進店 １コ 可児店 ９コ 小牧店

Part9 末広店 ７㎜ 北名古屋店 ５ｔ 多治見店 ３コ 豊明店 １Ｐ 桑名店

スタッフ表彰

常にお客様のことを考え行動し心のこもったおもてなし、技術、ご提案などが出来ていて、またあの人にしてもらいたいと思っ
ていただけるようなスタッフ、お客様に喜んでいただくために一生懸命頑張っているスタッフを選びました。

お客様第一賞１

ＴＪ天気予報に入社し、日々、自己への挑戦、今日より明日、明日よりあさっての自分に挑戦し、成長を感じるスタッフを選びました。
人間をつくる学校賞２

明るい笑顔、楽しい会話、いきいきとした活動を率先して行い、お店のムードメーカーでありみんなの手本になるようなスタッフを選びました。
三原則賞３

ヘア、メイク、ファッション、全ての身だしなみにおいて、ファッションリーダー的存在のスタッフを選びました。
ファッションリーダー賞４

いろいろやってくれて、実はこの人がいなくなると、お店が大変になってしまう人を選びました。
縁の下の力持ち賞５

Part3 千秋店 １㎜江南店 ９㎜ 尾張旭店 ７ｔ 滝の水店 ５コ 天白店 スパエステ Cocoa

Part5 木曽川店 ３㎜ 尾西店 １ｔ 津島店 ９ｔ 大府店 ７コ 各務原店 本　部

Part7 稲沢店 ５㎜ 春日井店 ３ｔ 日進店 １コ 可児店 ９コ 小牧店

Part9 末広店 ７㎜ 北名古屋店 ５ｔ 多治見店 ３コ 豊明店 １Ｐ 桑名店

Part3 千秋店 １㎜江南店 ９㎜ 尾張旭店 ７ｔ 滝の水店 ５コ 天白店 スパエステ Cocoa

Part5 木曽川店 ３㎜ 尾西店 １ｔ 津島店 ９ｔ 大府店 ７コ 各務原店 本　部

Part7 稲沢店 ５㎜ 春日井店 ３ｔ 日進店 １コ 可児店 ９コ 小牧店

Part9 末広店 ７㎜ 北名古屋店 ５ｔ 多治見店 ３コ 豊明店 １Ｐ 桑名店

Part3 千秋店 １㎜江南店 ９㎜ 尾張旭店 ７ｔ 滝の水店 ５コ 天白店 スパエステ Cocoa

Part5 木曽川店 ３㎜ 尾西店 １ｔ 津島店 ９ｔ 大府店 ７コ 各務原店 本　部

Part7 稲沢店 ５㎜ 春日井店 ３ｔ 日進店 １コ 可児店 ９コ 小牧店

Part9 末広店 ７㎜ 北名古屋店 ５ｔ 多治見店 ３コ 豊明店 １Ｐ 桑名店

Part3 千秋店 １㎜江南店 ９㎜ 尾張旭店 ７ｔ 滝の水店 ５コ 天白店 スパエステ Cocoa

Part5 木曽川店 ３㎜ 尾西店 １ｔ 津島店 ９ｔ 大府店 ７コ 各務原店 本　部

Part7 稲沢店 ５㎜ 春日井店 ３ｔ 日進店 １コ 可児店 ９コ 小牧店

Part9 末広店 ７㎜ 北名古屋店 ５ｔ 多治見店 ３コ 豊明店 １Ｐ 桑名店

ご意見ありがとうございます。以前からご意見を頂いておりましたが、全店レジを導入いたし
ました。全員の方にレシートをお渡ししております。大変お待たせいたしました。尚、領収書
をご希望の方はスタッフまでお申し付け下さい。

✿誕生日の企画が　欲しい
ご意見ありがとうございます。お誕生日（月）の方に企画を決定しました。サイコロをふって
プレゼントをGETして下さい。（すでに10ページにてご案内してますね）

✿いろいろ企画が　あって行くのが楽しみ
ご意見ありがとうございます。喜んでいただきながら、楽しめる企画を日々考えています。こ
れからもＴＪ天気予報は期待を裏切りません。

※アンケートにご協力いただきましたお客様に抽選でプレゼントをお送りさせていただきました。（2008年 12月中旬）

石田　紘子

宮野　彩子

松野　　愛

鎌田　咲子

西村さゆり

中野　裕央

大地明日香

平山　祐美

久保　大介

水野恵里佳

森田　翔子

林　　健臣

矢野　裕子

蟹江　祥子

梅　　　梢

伊藤　美香

阪井　文香

島井　博之

川原　千佳

中村　幸代

中村　徳美

加納　幸代

高津　枝理

林　　菜美

庄内　　望

市橋　奈実

横塚沙菜子

鈴木　辰哉

石田有理子

小泉　貴寛

犬飼　英樹

西川　美幸

澤田　達也

井手慶太郎

近藤　　蘭

岡崎　愛可

竹中　　舞

中田　明子

谷口　幸弘

萩原早央里

川原　千佳

大橋　利康

矢野　千夏

水谷めぐみ

石田　紘子

小島　彩香

杉本理恵子

藤井　　一

林　　真衣

中野　裕央

山田　賢治

小玉　千佳

田中　達也

浅井　麻由

池田　　紘

寺崎　愛美

國村　　優

佐藤　加奈

松永　直樹

中田　明子

登野城麻弥

若松　美樹

三浦　雅也

地辺瑠美子

田中　艶美

齋藤　吏奈

木村　圭一

今井三香子

穴見　法子

加藤　恭子

古沢　　香

鎌田　公介

渡辺　知里

小林　佳代

大崎　　静

渡邉明日香

西見　遼一

玉野ひとみ

飯田　恭子

岡崎　愛可

三好　明梨

松井　紀幸

市川由香里

蒲　　祐介

樋上　玲子

若松由希子

小林　真麻

和田　知子

森田　広志

薬師寺一孝

高木　大造

林　　誉淳

森岡　崇浩

中野　裕央

石田有理子

松本　佳美

鈴木　奨司

永田　寛文

船迫　亮介

後藤　圭子

原畑　貴志

武藤まどか

安江佐穂子

松井　紀幸

杉山　孝一

田中美由紀

宮川　晋輔

服部　加奈

北澤　千絵

伊藤　真也
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スタッフ紹介　ＴＪ天気予報桑名店

あけましておめでとうございます。今年も皆様にとって良い一年でありますように。
今年もバリバリやっていきますよ。と言いつつもこのスタッフ紹介ページもラストに
なってしましました。2005 年９月にスタートし、いろいろありました（ページの都合
でカットされたり…）が、やっと全店スタッフをご紹介できました。果たして次は何
のページになるのやら……
では、スタッフ紹介スタートです。

①飯尾　比呂之
②33歳③京都府④エリアマ

ネージャー⑤リーダー⑥バイ

ク⑦ブラックホール⑧アセン

ション⑨宇宙のナゾを解明す

る事

①佐古　岳史
②28歳③愛知県④チーフ⑤タ

ケ⑥漫画喫茶・バスケット

ボール⑦ミニストップのドー

ナツ⑧覚悟は出来ているか？ 

俺は出来ている⑨良いトキに

良いトコにいたい

①中村　幸代
②26歳③長崎県④チーフ⑤さ

ち⑥写真を撮ること⑦カレー

ライスが常にスキ⑧一期一会

⑨地元で美容師をすること

①地辺　瑠美子
②26歳③鹿児島県④スタイリ

スト⑤るん⑥音を楽しむ⑦

いっぱい笑うこと⑧奮励努力

⑨色んな国に行く事

①稲葉　由希恵
②26歳③宮崎県④スタイリ

スト⑤ユキちゃん⑥映画・

音楽⑦アロマキャンドル⑧

creation・imagination⑨海

外に住むこと

①前田　利博
②25歳③三重県④スタイリス

ト⑤まえちゃん⑥読書⑦2012

年問題⑧人生こそ至上のギャ

ンブル⑨アカギのようになる

①桑原　隼
②25歳③岐阜県④アシスタン

ト⑤ハヤト⑥盆踊り（郡上）

⑦海外ドラマをあさる⑧春夏

秋冬⑨大物になる　コレク

ション関係の仕事をしたい

①山中　美和
②23歳③三重県④アシスタン

ト⑤みわ⑥ミスチル・買い物

⑦トータルテンボス⑧スシ

ロー⑨ロングヘアーになるこ

と

①岡　千絵美
②24歳③三重県④アシスタン

ト⑤ちえ⑥ライブに行く⑦

headline・かじりっこ⑧ミス

チル⑨桜井さんに会って歌っ

てもらう“Sign”

①若松　由希子
②24歳③愛知県④アシスタン

ト⑤わか⑥お笑いを観る⑦ポ

ニョ⑧ミッキーとミニーみた

いな夫婦⑨ディズニーランド

に住む

①城田　絵里加
②21歳③福岡県④アシスタ

ント⑤エリカ⑥お買い物⑦

ONEPIECE⑧笑うカドには福来

たる⑨お嫁さん　可愛い子を

産む

①中田　千尋
②23歳③兵庫県④アシスタン

ト⑤ちーちゃん⑥愛車でドラ

イブ⑦愛車での１人の時間⑧

関西弁⑨ＴＪ天気予報　神戸

店　OPEN!!

①大橋　利康
②22歳③岐阜県④アシスタン

ト⑤ヤス⑥レゲエ・映画⑦缶

コーヒーBOSSの缶収集⑧あ

りがとう⑨死ぬまで笑顔でい

続ける

①雁金　祐貴
②21歳③滋賀県④アシスタン

ト⑤ユウキ⑥車⑦キティちゃ

ん⑧プラス思考⑨人とは違う

センスの持ち主

①服部　加奈
②23歳③三重県④レセプショ

ン⑤かな⑥ネイル⑦安室ちゃ

ん⑧一生青春⑨およめさん　

海外セレブ生活

ＴＪ天気予報 桑名店 スタッフ大特集!!

ＴＪ天気予報 １ページ 桑名店

まもなくオープンして１年が経ちますが、たくさんのお客様にご来店いただ

き大変感謝します。今年も満足の頂ける技術・接客を心がけてまいりますの

で宜しくお願いいたします。

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

１ページ心
ゴコロ

ＴＪ天気予報　桑名店　飯尾 比呂之
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2009 年からＴＪ天気予報の施術前のシャンプー剤が変わります！
なぜなら美容師が施術の前のシャンプーに求めるものは、シリコンや油分にも負
けない洗浄力。傷んだ毛先のダメージ補修。頭皮にも優しい処方。仕上がりのし
なやかさ…。良いスタイル作りはシャンプーから
すでに始まっています。より良いベースを作りス
タイルの再現性をベストにする事を我々プロは
常に考えます。

そしてついに全てを満たしたシャンプー
でより良いデザインを創ります！

編集部からのお知らせ！

年始のお知らせ 年始の営業時間のご案内年始の営業時間のご案内

シャンプー変更のお知らせ

スタイリストデビューまでの道のり2009年度版
スタイリストとして、お客様を担当させて頂くには、様々な取得項目・オーディションをクリアーしなければい
けません。ＴＪ天気予報の教育カリキュラムの一部をご紹介します！

アシスタントも３つのランクに分かれています。

＊オーディションをクリアーしながらランクＵＰしていきます。

編集部からのお知らせ

１月１日（木）～５日（月） 年始休業とさせていただきます。

　　６日（火）～10日（土） 通常通り営業いたします。

　　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。

全てのお客様にＴＪ天気予報
こだわりのシャンプーを！

お客様のヘアスタイルのデザインを決める、カットは一番重要
な技術です。ＴＪ天気予報では、サッスーンカットをベースに
したオリジナル技術開発を行い、質の高いデザイン提供に取り
組んでいます。

カット取得項目

アシスタント

カットの基礎とな
る、４つのベーシッ
クスタイルを学んで
いきます。会社全体
で行われる、総合
オーディションをク
リアーすると次にス
テップに進めます。

カット基礎４スタイル
デザインの幅を広げ
る応用スタイルを学
びます。デビュー
オーディションで３
つの中から１つ出題
されクリアーしなけ
ればいけません。

カット応用３スタイル

似合わせ・コミュニ
ケーション力を高め
る為に、モデルさん
を 50 人カットしな
ければいけません。
モデルさんを集める
のも、勉強の１つで
す。

モデル50人担当
実際の営業で、ご協
力して頂けるお客様
を通してサロン実習
に入ります。技術力
はもちろんのこと、
スピード・接客まで
厳しくチェックしま
す。

サロン実習

メイン
アシスタント

スタイリスト

モデルデビュー
オーディション

カット基礎
３スタイル

デビュー
オーディション

ファーストクレンジング！ファーストクレンジング！

ダメージ補修
ペリセア

アミノ酸系活性剤

チーフ
アシスタント

しっかり洗浄
酸性石鹸系活性剤

漢方処方
カミツレエキス・ホホバエキス

ローズマリーエキス

やった～
スタイリスト
だ～




