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ＴＪ天気予報編集部（２人）＋おまけ３人

編集長モジコのあいさつ
みなさんこんにちは。５月になりましたが、４月から新しい環境になった方も多いと思います、新
生活には慣れましたでしょうか？
私達、TJ 天気予報にも、４月に新しい家族がたくさん増えました。北は北海道から、南は沖縄まで、
総勢 70 名です！！ 美容院にご来店いただいたときに、スタッフ増えた！？ と感じられることと思
いますが、皆、多くの方に愛される美容師になる為、一生懸命頑張っておりますので、これから、宜
しくお願い致します！！
今回は、四月に行った、
四半期会での「てんつくマン」さんのお話をお届けしていきます。それでは、
ハッピータイムズ vol.44 スタートです。

私らしさの方程式
４月に四半期会があり、「てんつくマン」という方を、
講師にお招きし、２時間たっぷりお話をしていただきま
した。以前、少しご紹介させていただいたことが、ある
のですが、もう一度、どういう方か、ご紹介させて頂き
ますね。
てんつくマンとは、人の名前です。本名は軌保博光（の
りやすひろみつ）さん。どんな方かというと、
1988 年 お笑いコンビ TEAM ０ （相方：山崎邦正）と結成。
1994 年 「やりたいことが見つかった」と吉本興業円満退社。
1997 年 １ヵ月連続毎日フルマラソン（42.195 キロ）に挑戦、完走。
1998 年 路上に座り筆と墨を使いインスピレーション
で言葉を書き始め路上詩人となる。
2002 年 名前を「てんつくマン」に改名。天国を創る
ニューヒーロ！？ と勝手に名乗る。
2003 年 ７年半追い続けた夢である映画「107 ＋１〜
天国はつくるもの〜」を製作する。
2004 年〜環境問題、海外支援に関心を持ち、日本国内
に留まらず、海外まで飛び回っている方です。

成長の法則
人になって、失敗をおそれて、無理、とか難しいと
大かいって、やる前から、決め付けて、行動をしなく
なっていませんか？
私達、大人の師匠は赤ちゃんです。赤ちゃんは、テレ
ビでハイハイをしている赤ちゃんを見て、あの子は特別
だからできるけど、私には無理。。。なんてことは言いま
せんよね？ 一歩前に出ては転んで、一歩前に出ては転
んでを繰り返し、ハイハイができるようになって、今度
は、立って、一歩ずつ歩いて、そうやって自分で歩ける
ようになって成長していきます。あきらめるという選択
肢は赤ちゃんの中にはなく、当たり前のように、毎日チャ
レンジします。そして、他人と自分を比べることもあり
ません。人はだんだん他人と自分と比べて、幸せを放棄
してしまっています。例えば、職場で皆頑張ってくれた
から、Ａさんにボーナス 50 万を、Ｂさんには、80 万
をとなったとき、自分がＡさんだったらどんな気持ちで
すか？ 本来は臨時収入をいただけたことが、とても嬉
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ハッピータイムズ

編集長のモジコです

しいことなのに、人より劣っていたら、何か違う感情が
出てきていませんか？
人は成長する時一気に右肩上がりにとはいきません。
誰しも、停滞期といいますか、成長が止まったように感
じる時期が必ずあります。そこで、迷ったり、
あせったり、
人と比べたりするから、あきらめて、また違うことを始
めて、同じポイントまできたら、また、やっぱ違うとい
ろんなことをしてしまうから成長できないんです。そこ
で、逃げない。立ち止まって、今何をすべきか、考え行
動をすること。。。そうしていると、ある時期急にグーン
と延びていきます。私達のような技術職もそうですし、
どんなことでもそうです。
そして、成長が止まっている時、自分を責めてしま
う人いませんか？ ああしなければ良かった、私じゃな
ければよかった、と。自分を責めている間は、現状か
ら逃げているだけです。責める事ができるということ
は、どうすべきかわかっているという事です。逃げ道を
100％閉ざせば、100％の自分の力が発揮できます。自
分を責めても、誰の為にもなりません。人はみんな、長
所もあれば短所もある、強さもあれば弱さもある、弱さ
が無ければ人の痛みを感じれない、弱さがあるから優し
くなれる、だから、隠す必要はなくて、ありのままの自
分で、自分を信じて一歩ずつ進んでいけば、自分のポジ
ションに必ずつきます。
全ての出来事、出会いは完璧なタイミングでおきてま
す。だから自分に起きるすべてのことは、よき出来事な
んじゃないでしょうかっ。今は今までの結果、未来
は今から創れます。 昨日の自分を毎日越えること。
そして頑張り過ぎないこと。頑張りすぎて疲れていると、
皆、自分に入ってこれない、
イライラしていると、

近寄ってきません。頑張りすぎず、楽しみすぎ
でちょうど良いです。最後にてんつくマンさんが言っ
ている言葉で、私の好きな言葉があるので、皆さんにお
伝えしたいと思います。
「自分を活かしてすべてのために」
一瞬という人生に
喜びを選択する
喜びならば

必要なのは
一瞬の勇気

追っていけ！！

自分に誇りを持った時、必ず花が咲きます。自分は一
人じゃないです、家族と仲間と毎日を楽しみましょう !!

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き
こんにちは！ 王子です！！
5 月です！ すっかり春の陽気に包まれ新しいスタートを切った方も少しずつ慣れてきたころじゃないでしょうか？ 我が TJ 天気予報
にも新たに 70 名の新しい仲間が増えました！ 毎年新入社員の子達を見ていると初心に帰れる自分がいます。期待と不安を胸に一生懸命
に働く姿を見ていると「あ〜、自分にもこんな時があったな〜」なんてちょっとオヤジくさい振り返りをしてしまいます（笑）。つい最
近までオドオドしてた子達も気付けばすっかり先輩の顔になり、周りのみんなもサポートをして成長していきます。そんな姿を見ている
と凄く嬉しくなりますし、仲間って良いなってつくづく思います！ 春は芽吹きの季節です、おもいっきり元気よくいきたいですね！！

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

王子こと
堤 哲郎です。

私事ですが、最近勤務するお店が変わりました！ 振り返ればびっくりすることに８年いた千秋店を離れて新たに稲沢店に勤務させていた
だくことになりました。王子の大移動です！（笑）新たな生活を向かえて新入社員と同じように希望と不安に満ち溢れています。ま、場
所が変わっても僕がすることは唯一つ、お客様にとってもスタッフにとっても最高のお店を作ることってことでワクワクしながら毎日を
過ごしています。改めて大切に感じることや感謝できることの多さにびっくりすると共に改めていい人生だなって思います。これからも
感謝の気持ちを忘れずに頑張っていきます。稲沢店に来ていただいている皆様宜しくお願いします、そして千秋店に来ていただいている
皆様本当にありがとうございました！ 食いしん坊王子はまだまだ続きますのでよろしくお願いします！！
今回は一宮にお住まいの M・G さまからのご紹介です。
ご紹介するのは一宮市にある洋食「ダチェス」さんです。洋風
の温かみのある建物にオレンジ色の看板が目印です。店内は古風な木の
つくりになっていて、ガラスやタイルの使い方がおしゃれなお店でした。
メニューを開くとかなり種類が豊富で洋食屋さんらしいハンバーグやオ
ムライス、コロッケなどさまざまな組み合わせのものがありました。か
なり目移りして珍しく迷ったうえで今回は「ハンバーグとタラバ蟹のク
リームコロッケ」のセットを注文しました！ 約 2,000 円と少し高めか
なと思ったのですが、
出てきた料理を見て
納得です。まず最初
にセットのサラダが
出てきました。この
サラダも３種類から
選べるのですが僕は
「生ハムのサラダ」を
選びました。セットのサラダなのでこじんまりとした物が出てくるんだろうな〜
と思っていたのですが、とんでもない！ しっかり単品でも一人前ありそうなリッ
パなサラダの登場です !! まず、ここでびっくり！そして続いてスープを頂きまし
た。どちらも味には満足です。しか〜し、驚くのはまだここからです。メインの
ハンバーグとタラバ蟹のコロッケが登場したのですが、なんとそれぞれが大きな
お皿にしっかり盛り付けてあるんです！プレートで出てくるもんだと思っていた
僕はまたまたここでびっくり！ そうとう食欲をそそります。さっそく大好きなハ
ンバーグからまずは一口…「ん？」なんか不思議な食感…。
なんとこちらのお店ではハンバーグが軽く揚げてあるんです !! たっぷりの肉汁
を含んだやわらかい食感はそのままに外見がカリッとしていてびっくり、ハンバー
洋食ダチェスさん
グだけでなくテンションも上がります↑！ そしてコレがホントにおいしい !!! 自
家製のソースともベストマッチで最高です。さらにコロッケのほうもころもの中
に蟹が丸ごと入っているというありえないシチュエーションで、これまたびっく
り＆大満足 !! さらにさらに、ご飯のお代わりが自由という気のききよう！ 最高
じゃないですか？ 何から何まで大満足でかなりのハイテンションの中ガッツリ頂
いてきました。もちろんご飯もお代わりしてお腹いっぱい！ 今回はデザートは我
慢しましたがそちらのほうも充実しています。お店の雰囲気から料理まで必ず気
に入ると思います。ぜひぜひ皆さんでお出かけください !!
電
話／0586-51-2615
定 休 日／火曜日
営業時間／ランチ：AM11:30〜PM2:30 ディナー：PM6:00〜PM11:00

愛知県一宮市時之島宮前1-5

いつもおいしいものばかり食べさせていただいて大満足なんですが、今回は特に
満足度が高かったです！ やっぱ食べ歩きはやめられないですね！
しかも、伺ったお店に新人さんがいて不器用ながらも一生懸命な姿を見て思いっ
きり応援してしまいました。自分のお店にもフレッシュな風が吹いている今、自分
自身初心に帰って頑張ろうと思います！ 仕事もプライベートも食べ歩きも全力で
いきますので今後とも宜しくお願いします !! では、また次回もお楽しみに…。

※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♪
ハッピータイムズ
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各店舗キャンペーン企画（5）
5コ

名古屋市天白区植田本町1丁目1306

天白店

5 コスタッフいち押しメニュー

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

コントロールパーマ

こんな方にオススメ！！

3,150 円

●今までパーマをかけたことがない方
●少しイメージチェンジをしたい方〜
●パーマの失敗があって、パーマ嫌いになってしまった
●お家でのお手入れを楽にしたい方〜

7コ

リラクゼーションオイル
+
カット
+
AVEDA カラー
+
フットリリーフ ( お持ち帰り )
ミニ ￥1,260 大 ￥3,150

S・M

スムーズインフュージョン
トリートメント 198ｇ〈まとまりにくい髪用 〉
タマヌオイルの高い保湿効果が髪の内部に浸透、植物コンディショ
ニング成分がキューティクルをしっかり整えて髪表面をコート。
見違えるようになめらかでまとまりやすい髪に仕上げます。

L・LL ミニ ￥12,000
大 ￥14,000

■ 価格

￥5,250

小牧市堀の内2-66

ベッドクレンジング
リラックス + 新感覚クレンジング始めました

桑名店

選べるコース

２つのコースをご用意しました

☆小牧店オンリーメニュー☆
★エイジングケアコース★ ¥３,０００
癒しのシャンプー台で行われる、４つの効果
と心地良さにこだわった『浄化』、
『活力』、
『目覚
め』、
『収れん』のエイジングケアメニュー
＊エイジングケアコースに限り、マッサージ時間を『追加
10分を 1,000円 』でご利用頂けます。

三重県桑名市五反田1880-5

カワイク、
カッコよくなってともだちをいっぱいつくろう！
！

♪

●小学生までのお子様のカット￥１,０００

夏の紫外線をはねのけてツヤツヤ髪になろう
●ＵＶカットトリートメント＋￥１,０５０
紫外線によるダメージが進行するこの時期に
いつものカラーやトリートメントに＋￥１,０５０でＵＶカット効果を！！
（単品でされる場合は￥２,１００です。）

８

2,520円

+

ミニ ￥11,000
大 ￥13,000

（親御さんも一緒にカット等される場合）

6月

ムコタアデェーラ アイレ10

2,520円

植物由来洗浄成分ババスベタインにグアー由来のコンディショニング
成分を配合。豊かな泡で髪と頭皮の汚れをしっかり落としながら、
タマヌオイルの保湿効果で髪をやわらかくなめらかに洗い上げます。

■ 価格

癒しのシャンプー台で行われるクレンジング
です。思わず眠ってしまうほどの気持ちよさ
で、頭皮をキレイにしながら疲れをリフレッ
シュしてくれます。

５月

ムコタアデェーラ アイレ09

スムーズインフュージョン
シャンプー 250ml 〈まとまりにくい髪用 〉

3 つあるコンポジションの中から
1 つ選んでいただき、パドルブラシ
で頭皮をマッサージします。

★リラクシングコース★ ¥２,５００

1ページ

4,200 円

梅雨対策コース

小牧店

NEW

＝

岐阜県各務原市那加前洞新町4丁目195番地

各務原店

AVEDA 三昧コース

9コ

+
ベース剤
アイレ09・10

ハッピータイムズ

♪

♪

素敵な
ヘアスタ
イル
人気者に で
なろう！
！

髪にツ
ヤが
でますよ
〜！

♪♪

♪♪
♪

♪

パ ーマ
モニター

大募集
Perm Monitor
ジャストカールとしなやかな質感。
理想のカールを追求した
TJ天気予報オリジナルパーマ

期間限定

5月1日（金）〜 6 月30日（火）まで

TJ天気予報の人気ベスト5のパーマメニューが
体験できるビッ チャンス！
体験できるビッグチャンス
！
髪のダメージを最小限に抑え、お手入れ簡単なパーマにこだ
わったＴＪ天気予報オリジナルメニューがお値打ちに。2009年
のトレンドパーマを楽しもう
！
！

パーマモニター 対 象メニュー
※すべてメニュー
（シャンプーブロー・カット・
トリートメント料金）が含まれています。
大きめカール感が手に入る！

5つのメニューが
通 常 価 格 より

3,000円ＯＦＦになります！

触りたくなるほどしなやかな毛先

しっかりカールで弾むように軽い！

TJ天気予報オリジナルメニュー

コ スメカ ー ル

酸性パーマ

エアーパーマ

Wパーマ

デ ジタル パ ー マ

本物を求める、大人の良質なウェーブ・
カールスタイル！スタッフもオススメ
！
！

ダメ−ジを気にせずパーマを楽しみたい!

新技術により今まで出来なかったカール感が
実現！カラーとの共存・繰り返しOK！
！

根元の髪質をコントロールし、パーマのデザインを
魅力的に。お手入れしにくい髪質を扱いやすく!!

お手入れ簡単で大きめカールが綺麗に出来る
カールが長持ちするのも人気の秘密です！
！

カット ＋ コスメカール ＋トリートメント

カット ＋ 酸性パーマ ＋トリートメント

カット ＋ エアーパーマ ＋トリートメント

カット ＋ パーマ ＋トリートメント

カット ＋ デジタルパーマ ＋トリートメント

通常価格

通常価格

通常価格

通常価格

やわらかく弾む上質カール！

通常価格

12,600円 13,500円 13,600円 13,800円 14,800円
この企画は、TJ天気予報のメンバーズカードを
お持ちの方限定の企画です。
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お一人様一回限りとさせて頂きます。

Perm Monitor

込み
申し
方法

各店一日限定3人までとさせて頂き、定員になり次第終了させて頂きます。

キ リト リ

1

期間中、5つのパーマメニューを
5つのパーマメニューを

（コスメカール
コスメカール・酸性パーマ
酸性パーマ・エアーパーマ
エアーパーマ・Wパーマ
Wパーマ・デジタル
・デジタルパーマ
パーマ）

各店にて、申し込みを受け付けています。
ご予約お願いします。
［パーマモニター］とスタッフにお伝えしていただき、
こちらのチケットをご持参下さい！
※アンケートのご協力もお願い致します。

通常価格より
通常
価格より

3,000円OFF
※他のサービスとの併用はご遠慮下さい!
他のサービスとの併用はご遠慮下さい!

期間限定

5月1日（金）〜 6 月30日（火）まで
ハッピータイムズ
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2009年最新ストレート宣言

TJ天気予報
お勧めストレートを
大研究

期間限定 5/1㊎〜6/30㊋まで

ストレートHAIRも1つじゃない!

〜 ストレートHAIRの楽しみ方もイロイロ。
こんなストレートHAIRもあったんだ！〜
早得きっぷをお持ちの方は、期間以内で更に500円OFFとなります。
決め手は、毛先のゆるカール感

好感度
バツグン

ストレートをしながら
毛先にカールをつける！
Design

TJ天気予報オリジナルメニュー

ツヤのある髪色は、上質HAIRのカギ

輝くツヤを
手に入れる

ストレートもカラーを
同時に楽しみたい！
Design

ストレートHAIRに飽きた方に変化
をつける、
デジストカールは、
ストレ
ートとデジタルパーマを同時にす
ることにより、
お手入れ簡単な巻
髪スタイルになります。丸味のあ
るシルエットが2009年流です。

ツヤやかに輝くストレートは女性の
憧れ。2009年流行の重めの前
髪と顔周りにアクセントをつける
カットにより洗 練されたイメージ
に。軽くしすぎないロングレイヤー
がおすすめです。

デジタルパーマと根元の
気になるクセ毛を伸ばす
ストレートパーマが同時
に出来る、最新メニュー

ツヤのある髪色・サラサ
ラのストレートが同時に
実現出来る。
カラーもストレートも同時に出来る

デジストカール

グロスストレート

カット ＋ 根元ストレート ＋ デジタルパーマ ＋トリートメント込み

カット ＋ ストレート ＋ 根元カラー ＋ グロストリートメント込み

19,800円

21,000円 →

21,000円 →

気になるボリュームがおさまります

ナチュラル
感が
新しい

短時間で
お手入れ
簡単

自然な感じの
ストレートにしたい！
Design

根元のクセをしっかり伸ばす

気になる前髪を
ストレートにしたい！
Design

人気のボブと厚みのある前髪は
可愛いさとオシャレさが共存した
最新のデザイン。広がりやすい髪
質はスリークスリムでナチュラル
な丸味とツヤのある質感にしてく
れます。

気になる前髪をストレートにして、
お手入れ簡単なカールスタイル。
クセを生かして内巻きにブローを
することによりランダムに動くカー
ル感を表現。

ボリュームの出やすい髪
質をまとまりの良い状態
にし、お手入れが簡単に
なります。

気になるクセ・気になる
部分
日頃の悩みを解消する
ポイントストレート

ボリュームが気になる方に最適

気になる前髪をストレートにする

スリークスリム

ポイントストレート

9,800円

カット ＋ スリークスリム込み

シャンプー・カット・ブロー別

本 格 ストレートデ ザイン 〜 さらに 質 感 が U Pしました 〜

新ストレート・縮毛矯正コース
気になるくせをしっかり
伸ばしたい方へ

自然なストレートデザインを
楽しみたい方へ

いつまでもキレイな
ストレートデザインを保ちたい方へ

誰もが憧れる上質な
ストレートデザインを求める方へ

Standard

High Class

High Grade

Premium

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

通常価格

+

16,500円

ストレート or 縮毛矯正
通常価格

17,500円

通常価格

+
18,500円

トリートメント
通常価格

19,500円

キャンペーン価格

キャンペーン価格

キャンペーン価格

キャンペーン価格

13,980円

14,980円

16,800円

17,800円

ハッピータイムズ

3,150円

新ストレート・縮毛矯正は
4つのコースをご用意いたしました！
！

スタンダードコース

カット
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19,800円

ＴＪ天気予報のお得なカラーコース
いつまでも綺麗な
カラーデザインを求める方

素敵なカラーを求める方

スタンダードコース

ハイクラスコース

根元～毛先まで均一で輝く色を再現し
綺麗なカラーデザインを提供します。

カラーによるダメージを最小限に抑え
色持ちが良いカラーとオリジナルデザ
インを提供します。

カット
＋
カラー
＋
コラーゲン補給
＋
PH 調節
＋
栄養補給

S M

8,800円

L LL

9,800円

カット
＋
カラー
＋
コラーゲン補給
＋
PH 調節
＋
栄養補給
＋
トリートメント
or
ホイルワーク＋ CMC 補給

S M10,500円 L LL

11,500円

誰もが憧れる
カ ラ ー デ ザ イ ン を 求める方

グラデーションで魅せる
ポイントカラー！

プレミアムコース

カスケーディングカラー

ヘアスタイルと色の表現よりデザイン
の魅力を最大限に表現し上質なカラー
デザインを提供します。

ファッションセレブの間で人気沸騰中
のカスケーディングカラー。
エクステ感覚で楽しめるファッション
カラーです。

カット
＋
カラー
＋
コラーゲン補給
＋
PH 調節
＋
栄養補給
＋
トリートメント
or
ホイルワーク＋ CMC 補給

S M11,600円 L LL

12,600円

使用カラー剤
8/11

Cascading color
プレミアムコース

14/11

ベース

カスケーディングカラー

世 界 最 旬 の ト レンドカラー

カット＋ カラー＋栄養補給＋コラーゲン補給
＋ＰＨ調節 + 高濃度ＣＭＣ補給＋ホイルワーク込み

S M11,600円 L LL

12,600円

ハッピータイムズ
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女子高校生限定企画 未来のスーパーモデルを探せ!!

㊎〜

JKガールズコレクション開催!!
共同企画

さん

さん
高校 年生

1

都築千恵理

高校 年生

鈴木真弥

2

さん

さん

さん

さん

さん

結果発表

※各店で募集しています!

高校 年生

年生

高校 年生

野木京香

2

2

山田亜 美

高校

さん

高校 年生

年生

服部絵美

高校

市原千菜美

2

3

後藤亜美子

高校 年生

さん

さん

応募方法

3

伊藤綾香

高校 年生

2

吉村京華

高校 年生

伊藤 彩

3

㊐まで

期間限定

TJ天気予報とスパイガールは、カワイイ女子高校生を探しています！
私なんか・・・・・と思わずに、気軽にご来店してもらい、キレイになった状態
で記念撮影！いい思い出にもなり、ひょっとしたらスパイガールの専属モデル
としての道につながるかも知れませんよ？？ 楽しんで参加しちゃおう。

ＴＪ天気予報 ×

3

5/61/ 1

2009年7月号のハッピータイムズ

グランプリ１名

▶▶

TJ天気予報のモデルとして
スパイガールに登場！

▶▶

＋
東京ディズニーランド １ＤＡＹパスポートペア
ＴＪ天気予報にご来店してもらい
カットをしてキレイな状態にします。

キレイにしたあと店内で撮影。
一番の勝負服で来てね！

気合を入れる人はメイクも注文してね！

各店から集められた写真を、
ＴＪ天気予報とスパイガールが
審査します。

準グランプリ2名

入賞7名

豪華商品プレゼント

TJ天気予報よりステキな
商品をプレゼント

TJ天気予報は髪がキレイな高校生を応援します！

ス
チャン

W

期間限定
5/1㊎〜6/30㊋

高校生にステキなプレゼント（男子もＯＫです）

生
高校
限定

期間中 ５月１日（金）
〜６月３０日（火）までにご来店の高校生に限り、技術トリートメントを無料でサービスします。
新しいクラスで、友達と一緒にＴＪ天気予報に来てね。

アナタはどっち?! トリートメントメニューは選べるよ！

12

サラサラふんわりコース
サラサラふんわりコース

しっとりモイストコース
しっとりモイストコース

０円

０円

ハッピータイムズ

ＴＥＬ予約の時にトリートメントの
予約をしてね！

父の日・母の日企画

ハッピータイムズ
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金の卵 育成プロジェクト 第一弾

金の卵 育成プロジェクト

第一弾

新入社員が入社して、早いもので 1 ヶ月が経ちました。
美容室の中で唯一、気持ち良い「シャンプー＆マッサージ」。
昔、ある先輩はこう言いました『シャンプーを制するものは、美容を制す』と。
新入社員が美容師としての第一歩である、シャンプーの技術を体感していただき、
今後の励みのためにご協力お願いします。
№１シャンプーマン
発掘プロジェクト始動

【シ
ャンプー甲子園】
シャ

辞典

ＴＪ

昨年優勝の青木さん

シャンプー甲子園とは

新入社員の中で№１シャンプーマンを決める大会。ＴＪスタッフとしての登竜門。
昨年第１回が行われ、Part ９末広店の青木夏紀が優勝。今年で２回目となる。

流
皆様からシャンプー指名
いただいた人数 + 店舗ス
タッフからの推薦票数を
合計し、一位に輝いたス
タッフを「店舗代表シャ
ンプーマン」とします。

れ

３つのエリア（一宮エリ
ア・名古屋エリア・岐阜
エリア）からエリア代表

そして、エリア代表３人
による「ＴＪ天気予報

シャンプーマンを各エリ

№１

シャンプーマン

ア１名ずつ選出します。

決定戦」が行われます。

多くのシャンプー指名をいただくために一生懸命させていただいておりますが、

皆 様 の ご 協 力 が 必 要 で す 。
そこで、お願いしたいのですが………
①担当シャンプーマンよりシャンプー後に『自己紹介カード』を
もらう。
②指名をしたいほど気持ちよいシャンプーならば、スタイリスト
もしくは本人に伝えて下さい。その際、一言添えていただける
とサイコーです。

その積み重ねによりポイントが加算され、店舗代表への道が近づく。
14

ハッピータイムズ

自己紹介カード

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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編集部からのお知らせ！
編集部からのお知らせ
４月７日に名古屋のキャッスルプラザホテルで入社式
が行われ、新しい仲間が 70 人増えました。
そのときの様子をお伝えします。
新入生入場

辞令交付

さすがに緊張し
ます。
「あの頃を思い
出します…。」

CEO よ り 一 人
一人に手渡され
ます。
「ＴＪスタッフ
に仲間入り！」

全員で記念撮影！
新入社員を
よろしくお願いします。

その後、各店ごとに集まり、店長からお話を聞きました。

その後行われた、新人研修。

3 ページ（岐阜店）

お知ら
お知
ら
せ①
せ①
らせ

岐阜市下奈良に新店舗が７月下旬オープン
詳しいことが分かり次第、お伝えしていきますので、どうぞご期待を！

お知
お
知
らせ
らせ
②
知ら
せ②
RISING COMPLEX 2009

TJ 天気予報も
参加します

東海地区を代表する 21 サロンが集結。
ここでしか見られないスペシャルステージが体感できます。
日時
場所
ＨＰ

５月 18 日（月） 17：00 OPEN
名古屋国際会議場イベントホール
http://www.rising-npo.jp

お知ら
お知
ら
せ③
せ③
らせ
今年は、お盆休みも休まず営業。
（月曜日以外）
これで、お休みと重なっていたお客様も、ご来店いただけます。
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ハッピータイムズ

