


2 ハッピータイムズ

編集長モジコのあいさつ

こんにちは。もう７月ですね。皆さんは夏バテとかされていませんか？ 私は、全く無縁ですっ…
最近は夏ヤセするよりも、夏太りする人が増えているそうですよ。今までの夏バテイメージを引きずっ
て、冷房の効いた部屋にいるのについつい食べてしまっているのが原因のようです。しかも、夏の食
事は冷たいものが多くなります。実は冷たいものは、油分も、甘味も感じにくくなるので要注意です !!
「暑いから身体がもたないし、いっぱい食べなきゃ」というのは過去の話かも知れませんね…バラン
スの良い食事が大事です。
ちなみに私は、夏太りどころか、年がら年中、季節太りして、困っております…
ついに母親にまで、私の身になった脂肪たちをみて失笑される今日この頃です。
では、ハッピータイムズ vol.45 スタートです !!

観て来ましたよー「ROOKIES　－卒業－」
　　　人目もはばからず、号泣するという結果に

なってしまいましたが…　いちいち青春で、いち

いちGReeeeN の曲が流れて、いちいち、熱い

んですが、まあ、全てに反応して泣いてしまいま

した。。。

　これは耐えられるレベルではなかったんです。

最初からかなり泣かせるポイントがあって、これ

は、ヤバイ！ とちょっと我慢したものの、最後

のほうは更に泣けるようになっていたので、無駄

な抵抗はやめて号泣してきました。

　後半は泣きすぎて、息が苦しいくらいで、鼻水

は出るわ、涙は止まらないわで、大変でした。でも、

すごく元気をもらえた映画でしたよ。これ

から、観にいかれる方もいらっしゃるかもしれな

いので、内容はお話しませんが、一度きりの人生

だったら、この ROOKIES の野球部のメンバー

みたいに、夢に一生懸命になって、共感しあえる

仲間をもって、頭の中が真っ白になるくらい喜ん

でみたいとすごく思いました。

　努力の大切さ、挑戦する事はすごく大切

であるということ、一歩踏み出す勇気、勇

気を持って一歩を踏み出したからこそ手に

入る世界、今がんばれない奴は、一生頑張

れない、そんなメッセージが込められている気

がしました。そして、夢は叶うということ…

　映画なので、そんなに上手くいかないでしょな

んて、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、

とにかく、純粋な気持ちで観て頂きたいと思いま

す。単なる野球映画ではなく、まずはできること

からやってみる。それがいつしか自信に変わって

くる。そして、今頑張っているやつは必ず報われ

る。今に生きろという事を教えてもらった気がし

ました。1人でも多くの方に感動していただけた

らなぁと思っております。

　かなり余談ですが、ROOKIES のメンバーの名

前に赤星とか川藤とか、野球選手の名前を起用し

てあることはご存知と思いますが、ドラゴンズ

ファンの私としては、井端選手とか荒木選手とか

の名前をつかってくださったら、より一層嬉し

かったのになぁなんて思ってしまいました…

私らしさの方程式

編集長のモジコです

夢にときめけ！ 明日にきらめけ！



3ハッピータイムズ

今回は一宮にお住まいのＴ・Ｍ様からのご紹介です。
　ご紹介するのは江南市にあるラーメン屋「ら房」さんです。読み
方は「ラボ」さんと読みます。こじんまりとしていますが綺麗なお店です。
色々なラーメンやサイドメニューがあるのですが、今回は一番のお勧め
という「もやし塩ラーメン」をいただきました。見た目は凄くシンプル
で名前の通りのたっぷりのもやしと、チャーシューと海苔がのっていま
す。まずは一口透き通ったスープを…「おっ、うまい！！」って感じです。
見た目のシンプルさ
とは裏腹にしっかり
としたコクのある
スープで一気に食欲
に火がつきます！ そ
して、もやしを絡
めた麺をがっつり！ 
シャキシャキのもや

しとこしのある細麺が絶妙です !! むせるくらいに夢中でほおばってしまいまし
た。最近はよく「塩ラーメン」を食べるのですが、お世辞抜きで一番気に入った「塩
ラーメン」でした。騙されたと思ってぜひ一度食べてみてくださいね！
　そして、夢中でほおばるラーメンの陰に隠れてこちらもまた存在感を放つサイ
ドメニューもご紹介します。ちなみにこの日は、ラーメン以外に「キムチチャー
ハン」と「餃子」と「ピり辛手羽先」を食べました。（かなり食べすぎ ?! です）といっ
てもチャーハンはお値段もお手ごろで、量もラーメンと一緒に食べてもいけるく
らいのお手ごろな感じでした。「キムチチャーハン」はめちゃくちゃキムチが効き
すぎることなく、味も濃すぎないのでラーメンとの相性もばっちりです。それに
加えて「餃子」があれば文句なしの黄金の組み合わせの完成ですよね！ 全てにい
えるのが、それぞれがいい味を出していながら、お互いのよさを殺さない味付け
になっていることです。余りにも濃い味だと他のものを寄せ付けませんよね？で
も、こちらのお店のメニューは決してそれぞれの良さを消さないように出来てる
んだなって思います。（偶然かも知れませんが…）唯一「手羽先」だけは味も濃く、
結構辛かったです。もちろん辛い物好きの僕としてはおいしく頂きましたが…。
そんなこんなで、どちらかというとシンプルで飽きのこない大人な感じのお店で
す。とんこつやしょうゆベースのラーメンがお好きな方もぜひ一度食べてみてく
ださい。｢塩ラーメン」の価値が上がるかも…。

電　　話／0587-55-3344　　　　定 休 日／火曜日
営業時間／PM5:00～PM11:30

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き

愛知県江南市東野町長幡寺33

王子こと
堤　哲郎です。

こんにちは！ 王子です！！
いや～暑いですね！ すっかり夏です！！ 今年は 5月くらいから暑い日があったり、新型のインフルエンザが流行ったりといつ
もと違う経過を経て夏になりましたが、皆さんは体壊したりしてませんか？ 暑さに負けず「しっかり食べてしっかり寝る」コレ
が一番ですね！ 最近つくづく寝ることの大切さを痛感すると共に、自分が年を食ったことを思い知らされてます（泣）いつまで
も若いつもりでいることは気持ちの上では大切ですが、現実の健康管理はしっかりしようと思います。そんなわけでますます暑
くなるこれからの季節に負けないように全力で食べ歩いてますので、皆さんもしっかり食べて体力をつけましょうね！

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、相変わらずのペースで食べ歩いてる僕ですが、実は結構本や映画が好きでよく時間があると読んだり観たりしてるんですが、どう
も最近年のせいかめちゃめちゃ「熱い」内容のものや「仲間」をテーマにしたものに弱いみたいです。ちなみに最近読んだ本は、ちょっ
と前のものですが「スラムダンク勝利学」というもので、ご存知「スラムダンク」という漫画を色んな角度から分析して強さの理由やチー
ムワークの大切さ、しいてはリーダーとしてのあり方までを説いている面白い本です。そして、映画では流行の「ルーキーズ」を観て一
人で熱くなってます !! ホントに原点に戻って「夢」を持つことの大切さや「仲間」の大切さ、何事もやるからには「全力」でやるという
ことを思い知りました。まだまだ人生これからです、「死ぬまで熱い男」でいようと心に決めた今日この頃です！ では、今回もどうぞ。

※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♪

今回は実はおはがきをもらって行こうと思っていたお店が休みで、急きょ第 2候
補のお店になりました。行こうと思っていたお店は江南市にあるカフェだったので
すが行けずに終わってしまいました。おはがきをくれたＮ様、申し訳ありません。
また時間を作ってぜひ再チャレンジしようと思ってますので今しばらくお待ちくだ
さい。いつもホントにいろんな方が情報をくれてありがたいです。なるべく時間を
作っていきますのでこれからもどんどん情報を頂けると幸いです！
ではまた次回に…

ら房さん



お手入れ簡単なランダム
ショートスタイルは毛先に長
短をつけながらカットすること
により無造作な動きを出しま
す。
前髪を少し切り込むことによ
り元気度がＵＰします。

首周りをスッキリさせアレンジ
がいっぱい楽しめるふんわり
パーマ。
ボリュームの出にくい髪質に
はお勧めのデザインで根元
からパーマをかけてふわふわ
感を楽しみましょう！

伸ばしかけのヘアスタイルを
上手に楽しむ、お手入れ簡
単なセミロングパーマ。
毛先に大きめのカール感を
プラスして空気感を出すのが
２００９年流。

14,000円 5,250円

１０,５00円 9,800円

人気のロングウェーブは、まとめ
過ぎず崩しの質感がＰＯＩＮＴ。
大きめのカール感を手でほぐ
しながらスタイリングすること
も忘れずに。

ロングウェーブをカッコよくまと
めるならパーマに質感・ルーズ
さにこだわることが大切です。
アレンジも、色々楽しめる２０
09年夏お勧めデザインです。

１８,２00円 9,800円

Part3Part3
梶上 麻衣梶上 麻衣

Part3
梶上 麻衣

Part3Part3
小野 絵理小野 絵理

Part3
小野 絵理

Part3Part3
中島 宏中島 宏

Part3Part3
上田 真理子上田 真理子

Part5Part5
原田 亜侑子原田 亜侑子

Part3
中島 宏

Part5
原田 亜侑子

Part5Part5
小島 彩香小島 彩香

Part3
上田 真理子

Part5
小島 彩香

　 カット＋　 パーマ＋　 カラー＋
コラーゲン補給＋PH調節＋栄養補給

毛先に重みを残したＡライン
のボブスタイルにパーマで
ニュアンスをつけ広がりを持
たせます。
オレンジブラウンのカラーで夏
らしく艶やかさをＵＰさせます。

　 カット＋　 選べるオプション１

　 カット＋ 　コスメカール＋　 カラー＋
コラーゲン補給＋PH調節＋栄養補給＋
　 選べるオプション３ 

　 カット＋ 　パーマ＋コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給

　 カット＋ 　パーマ＋ コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給

　 カット＋　 パーマ＋コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給＋　 選べるオプション２ 

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー
夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー 夏のワクワクセットメニュー

2009年夏を楽しむデザインたくさんあります。

TJ天気予報のスタッフがモデルになり、この夏おすすめのヘアスタイル46点デザインしました!
人気のデジタルパーマや旬のカラーなど楽しいデザインがいっぱい！

 FASHIONに合わせ、2009年夏を楽しんじゃおう。

４ ハッピータイムズ



　 カット＋ 　パーマ＋コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給＋　 選べるオプション３

　 カット＋　 パーマ＋　 カラー＋
コラーゲン補給＋PH調節＋栄養補給

ボーイッシュなアシンメトリック
ショート。
左サイドはタイトに右サイトに
動きを出すことにより、クール
過ぎず、まとまり過ぎない私だ
けのショートスタイル。
前髪のイメージでいろんな表
情が楽しめます。

変化のつきにくい、ショートボ
ブの毛先にパーマをかけるこ
とにより、動きとボリューム感
を出しました。
内巻き・外巻きランダムに動
くことにより可愛さがＵＰしま
す。

ロマンテックな服装に合わせ
るヘアデザインは毛先の内
巻き感がお勧めです。
明るめのカラーも、パサつい
たイメージにならないように艶
感にこだわるのが大切です。
帽子をアレンジして楽しみましょう。

巻き髪も２００９年は、崩しが
ＰＯＩＮＴ。
ストレートを楽しんだり、巻髪を
楽しんだりファッションに合わせ
て、アレンジして楽しみましょう。
２００９年お勧めカラーは、
アッシュブラウンです。

５,250円 14,800円

18,200円 １１,５00円

ふんわり波を打つような、マ
シュマロウェーブは大小の
ロットを使い、髪の動きに変
化をつけパサつかないように
スタイリングします。
伸ばしかけの前髪もなじませ
ながらセンターパートにするこ
とにより若くなり過ぎない工
夫も大切です。

トップも短く前髪を重みにす
る元気いっぱいのショートス
タイルサイドとネープをスッキ
リさせ、８レベルのナチュラル
カラーにすることにより、好印
象に。

13,600円 ５,２５0円

Part7Part7
有馬 奈々有馬 奈々

Part9Part9
興梠 花菜興梠 花菜

Part9Part9
福山 由貴福山 由貴

1mm1mm
吉田 真理子吉田 真理子

Part9Part9
森下 静香森下 静香

Part7Part7
赤波江 翔赤波江 翔

Part7
有馬 奈々

Part9
福山 由貴

1mm
吉田 真理子

Part7
赤波江 翔

Part7Part7
荒木 夏季荒木 夏季

1mm1mm
竹本 由美竹本 由美

Part9
興梠 花菜

Part9
森下 静香

Part7
荒木 夏季

1mm
竹本 由美

透明感漂うエアリーパーマ。
自然な空気感の秘密は、毛先
にカールをつけすぎない質感と
カットのランダムさがＰＯＩＮＴ。
流行の重めの前髪もバラン
スよく合わせて夏をエンジョイ
して下さい。

左サイドを刈り上げトップから
右サイドにかけてアシンメト
リックにしました。
カラーは前髪・サイド・ネープ
にローライトで暗めのカラーと
トップに動きをつける為に、
１４レベルのカラーで個性的
なデザインにしました。

　 カット＋ 　エアーパーマ＋トリートメント

　 カット＋ 　デジタルパーマ＋トリートメント

１２,６00円 １３,000円

　 カット＋　 選べるオプション１

　 カット＋　 選べるオプション１

　 カット＋ 　コスメカール＋　 カラー＋
コラーゲン補給＋PH調節＋栄養補給＋
　 選べるオプション３

　 カット＋　 カラー＋コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給＋　 選べるオプション２

エアーパーマ

デジタルパーマ

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー 夏のワクワクセットメニュー

2009年夏を
楽しむデザイン
たくさんあります。

５ハッピータイムズ



夏らしくパーマとカラーを楽し
みたい方はパーマとカラーの
バランスにこだわりましょう。
ナチュラルのエアリー感とオ
レンジベージュのカラーが肌
とファッションに合います。

メンズのショートスタイルを最
大限に楽しむデザインは、ア
レンジがしやすいように毛先
を軽くしておき、動きが出せる
ようにしましょう。
夏はサングラスなどアレンジ
してみては。

夏はやっぱり明るい色を楽し
みたい方はイエローベースの
カラーでセクシーさをＵＰさせ
ましょう。
髪をトップでまとめて、毛先は巻
髪定番のまとめ髪は、メンズか
らの人気のアレンジスタイル。

ガーリッシュなショートボブに
空気感を演出する髪の動き
でＡラインにします。
耳横のラインでボリュームを
出すことにより可愛さがＵＰ
するので、ブローの時にこだ
わりましょう。

18,200円 5,250円

１２,６00円 ８,８00円

クセでボリュームの出やすい髪
質をストレートアイロンで抑え
て、毛先にカールをつけて、お
手入れ楽チンなデザインに。
手でクルクル巻きながらブ
ローすることによりカール感
が簡単につきます。

涼しげに夏を楽しむショートス
タイルに。
自分らしさをプラスする、寒色
系のカラーリングに。
ハイトーンの色を組合わせる
ことにより大人のショートデザ
インに。

19,800円 １２,６00円

動きのつけにくい直毛の髪
にパーマかけて無造作な質
感に仕上げました。
カラーをナチュラルブラウン
にすることにより若すぎない、
大人のイメージにすることも
忘れずに。

髪一本一本が動き・軽さが出
るように根元から質感調整を
します。
毛先が軽くなればなるほど、
パサっとした質感になりやす
いのでスタイリングのコツをス
タッフに確認して下さい。

13,000円 12,600円

3mm3mm
兼清 美由紀兼清 美由紀

7mm7mm
永合 瞳永合 瞳

7mm7mm
中西 彩子中西 彩子

3mm3mm
鎌田 公介鎌田 公介

3mm
兼清 美由紀

7mm
永合 瞳

7mm
中西 彩子

3mm
鎌田 公介

5mm
山田 賢治

5mm
林 真衣

1mm
中井 俊揮

7mm
綿井 沙夕里

5mm5mm
山田 賢治山田 賢治

5mm5mm
林 真衣林 真衣

1mm1mm
中井 俊揮中井 俊揮

7mm7mm
綿井 沙夕里綿井 沙夕里

5mm
山田 賢治

5mm
林 真衣

1mm
中井 俊揮

7mm
綿井 沙夕里

　 カット＋　 選べるオプション１

　 カット＋ 　パーマ＋ コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給

　 カット＋　 パーマ＋　 カラー＋
コラーゲン補給＋PH調節＋栄養補給

　 カット＋　 カラー＋コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給＋デザインカラー

　 カット＋　 カラー＋コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給＋　 選べるオプション３

　 カット＋ 　コスメカール＋トリートメント

　 カット＋ 　コスメカール＋　 カラー＋
コラーゲン補給＋PH調節＋栄養補給＋
デザインカラー

　 カット＋根元ストレート＋
 　デジタルパーマ＋トリートメント

デジストカール

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー
コスメカール

2009年夏を
楽しむデザイン
たくさんあります。

６ ハッピータイムズ



ミディアムスタイルを楽しむコ
ツは、アレンジも大切です。
ネープの髪をまとめながらサ
イドでとめてふわふわカワイイ
簡単まとめ髪に！
首もとがスッキリするので、夏
にうれしいデザインです。

メンズに人気のアシンメトリッ
クスタイルをさわやかに、オ
シャレにスタイリングするベー
シックショート。
ボリュームを出すところは出し
て、抑えるところは抑える、こ
のメリハリがあるデザインが
センスＵＰです。

ロングスタイルはアレンジ次
第でどんな表情も楽しめます。
トップでクチャクチャにまとめ
ることによりロマンティックな
印象に。
カラーは肌の色に合わせて自
分に似合う色を見つけましょう。

旬なボブに重めの前髪を合
わせたストレートデザイン。
ストレートパーマとカラーリング
による効果でツヤツヤの髪に！
フェースラインは、顔の印象を
決める大切なポイント。
重め・軽めは、スタイリストに
相談して下さい。

13,500円 5,250円

11,500円 14,980円

個性を最大限に活かす、メン
ズショートの定番はマッシュ
ルーム。ベースのカットに艶
感を消した、アッシュ系のカ
ラーで８０年代風にしました。

小顔効果のあるセンター
パートで毛先を内巻きに入れ
上品にまとめたフェミニンスタ
イル。
カワイイ服装・シックな服装どん
なファッションに合わせること
が出来るナチュラルデザイン。

9,800円 9,800円

濃いめのブラウンベースのカ
ラーリングは、上品さと可愛さ
が共存する、定番アイテム。
髪のボリュームが気になる方
は、サイドの髪を編みこみでま
とめることにより、一石二鳥
の効果があります。

耳上に明るめの色を入れる
イヤリングカラーで自分だけ
のデザインに。
トップの動き、サイド、ネープはタ
イトにすることにより頭のバラン
スを整え、センス度が増します。

１４,000円 10,500円

1t1t
岡本 妙美岡本 妙美

3t3t
長野 高子長野 高子

5t5t
前川 亜沙美前川 亜沙美

9mm9mm
江村 勇介江村 勇介

1t
岡本 妙美

3t
長野 高子

5t
前川 亜沙美

9mm
江村 勇介

1t1t
涌井 誠涌井 誠

3t3t
西見 遼一西見 遼一

9mm9mm
名嘉原 まり子名嘉原 まり子

5t5t
渡邊 結渡邊 結

1t
涌井 誠

3t
西見 遼一

9mm
名嘉原 まり子

5t
渡邊 結

　 カット＋　 選べるオプション１

　 カット＋　 パーマ＋　 カラー＋
コラーゲン補給＋PH調節＋栄養補給

　 カット＋　 酸性パーマ＋トリートメント

　 カット＋　 カラー＋コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給＋デザインカラー

　 カット＋スリースリム
　 カット＋　 カラー＋コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給

　 カット＋ストレートor縮毛矯正＋
トリートメント

ストレート ハイクラスコース

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー酸性パーマ

夏のワクワクセットメニュー

スリークスリム

夏のワクワクセットメニュー 夏のワクワクセットメニュー

　 カット＋　 カラー＋コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給＋　 選べるオプション２

2009年夏を
楽しむデザイン
たくさんあります。

７ハッピータイムズ



ボーイッシュになりやすい
ショートスタイルをセクシーに
するスタイリッシュデザイン。
髪の面を活かし、艶やかに見
せることがポイント。
サイドパートの前髪は必須ア
イテムです！

クルクルカール感がカワイイ
ガーリッシュウェーブ。
空気感とフワフワ感のバラン
スはスプレーで固めながらスタ
イリングするのが大切です。
前髪は短めがお勧めです。

崩しかたにポイントがある、ラ
ンダムカールはパサつき感を
出しながらも、どこかにフェミ
ニンさをプラスします。
縦長の大人のデザインに毛
先の広がりで横のボリューム
を出すことが、コツです。

毛先がランダムに動くウェー
ブを楽しむにはハンドブロー
で握りながらブローすると簡
単に出来ます。
仕上げは、ワックスで無造作
に動かして下さい。

8,800円 13,000円

14,000円 8,800円

個性的な前髪とサイドのボ
リューム感は絶妙なスポー
ティショート。
肌の透明感を際出せる、ピン
ク系のカラーリングでオシャレ
さんの仲間入り。

パーマの動き・質感をバランス
よく、オシャレに着こなすには、
パーマかけ方にこだわります。
サイドの外ハネとネープから
見える髪に動きを出すことに
より、髪にメリハリをつけます。

10,500円 10,500円

明るい色でカラーを楽しみた
いなら、ツヤ感を抑えたアッ
シュ系の色がお勧めです。
髪がくすむことにより、スタイ
リッシュなイメージに。

シックな髪型に上品な色を合
わせる事によりよりフェミニン
な印象に。
定番デザインに、重めの前髪
を合わせることにより２００９
年流に。

11,600円 11,500円

9t9t
佐藤 加奈佐藤 加奈

1コ
松永 直樹松永 直樹

3コ3コ
山本 夢子山本 夢子

7t7t
春野 沙知春野 沙知

9t
佐藤 加奈

1コ
松永 直樹

3コ
山本 夢子

7t
春野 沙知

9t9t
杉野 知美杉野 知美

1コ
三好 明梨三好 明梨

7t7t
原畑 貴志原畑 貴志

3コ
青山 桃子青山 桃子

9t
杉野 知美

1コ
三好 明梨

7t
原畑 貴志

3コ
青山 桃子

　 カット＋ 　パーマ＋ コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給

　 カット＋　 カラー＋コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給

　 カット＋　 パーマ＋　 カラー＋
コラーゲン補給＋PH調節＋栄養補給

　 カット＋　 パーマ＋　 カラー＋
コラーゲン補給＋PH調節＋栄養補給

　 カット＋　 カラー＋コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給＋デザインカラー

　 カット＋　 パーマ＋コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給＋　 選べるオプション２

　 カット＋　 カラー＋コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給＋　 選べるオプション２

　 カット＋　 カラー＋コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給＋デザインカラー

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー 夏のワクワクセットメニュー

2009年夏を
楽しむデザイン
たくさんあります。

８ ハッピータイムズ



前髪と毛先の動きが面白い
ボーイッシュショート。
前髪の長さで印象が随分変
わります。
スタイリストに相談しながら自
分に似合うことが大切です。

髪のツヤが輝くオレンジブラ
ウンベースのストレートは女
性の憧れ。
毛先まで綺麗におさまり、艶
感があることが２００９年オ
シャレなＰＯＩＮＴ。

ストレートに変化をつけるに
は、カラーを楽しむ事が大切
です。
髪質・肌の色などに合わせて
２００９年私だけの色で、オ
シャレ度をＵＰさせましょう。

ストレート・コテなど色々なア
レンジに飽きた方はサイドだ
けまとめて、片側はコテでカー
ルを出すデザインが面白いで
す。

８,800円 12,600円

19,800円 12,600円

個性を活かしながら、強調し
すぎないクラッシックボブ。
本来の黒髪の魅力を最大限
に引き出し楽しむデザインは、
自分らしさの象徴。

サイドの髪の長さが違うこと
が印象的なヘアスタイルは、
左側の髪を耳にかけることに
より簡単に出来ます。
ファッションに合わせて、色々
楽しみましょう。

5,250円 8,800円

7コ7コ
田中 美由紀田中 美由紀

9コ
林 輝子林 輝子

1ページ1ページ
山中 美和山中 美和

5コ5コ
登野城 麻弥登野城 麻弥

7コ
田中 美由紀

9コ
林 輝子

1ページ
山中 美和

5コ
登野城 麻弥

7コ7コ
萩原 早央里萩原 早央里

9コ
三上 舞三上 舞

5コ
丹羽 光平丹羽 光平

1ページページ
小林 優希小林 優希

7コ
萩原 早央里

9コ
三上 舞

5コ
丹羽 光平

1ページ
小林 優希

顔の印象を変える、前髪と
トップのボリューム感はメンズ
に人気のスタイル。
ネープに赤のカラーが個性を
引き出します。
髪がパサつかいないことも大
人のオシャレです。

髪を横広がりすることにより、
カワイイ印象はＵＰします。
耳にかけてよし。ボリュームを
楽しんでよし。
元気いっぱいに自分だけの
ヘアスタイルをアレンジしま
しょう。

10,500円 13,000円

　 カット＋　 選べるオプション１
　 カット＋　 カラー＋ コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給

　 カット＋ 　パーマ＋ コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給

　 カット＋　 パーマ＋　 カラー＋
コラーゲン補給＋PH調節＋栄養補給

　 カット＋　 カラー＋コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給＋デザインカラー

　 カット＋　 カラー＋コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給＋　 選べるオプション３

　 カット＋　 カラー＋コラーゲン補給＋
PH調節＋栄養補給＋　 選べるオプション３

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー夏のワクワクセットメニュー

グロスストレート

夏のワクワクセットメニュー

夏のワクワクセットメニュー 夏のワクワクセットメニュー

　 カット＋ストレート＋　 根元カラー＋
グロストリートメント

2009年夏を
楽しむデザイン
たくさんあります。

９ハッピータイムズ



10 ハッピータイムズ ※7/30㊍OPENの３ページ（岐阜店）はオープニング企画をお楽しみください。

こだわり 3 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

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。

（ダメージ軽減）こだわり 2 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 1 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
髪を作り上げます。

最高品質前処理剤 ｢アデューラシリーズ ]

KC-002 CMC-005

高 品 質 な カ ラ ー デ ザ イ ン を 提 供 す る Ｔ Ｊ 天 気 予 報 の こ高 品 質 な カ ラ ー デ ザ イ ン を 提 供 す る Ｔ Ｊ 天 気 予 報 の こ



11ハッピータイムズ（キャンペーン内容が一部異なりますのでご了承ください）

毛髪内部の水分・保水成分を補給すると同時に
18-MEAと植物性セラミドが毛髪内部の水分を逃さ
ない壁を作ります。

ホイルワーク
デザインに合わせて筋状カラーを入れるこ
とにより、ヘアスタイルに動き・メリハリ
をつけ立体感のあるカラーデザインに仕上
がります。

こだわり 4 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。

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

水分補給・保持
高濃度CMC A-1

CMC 補給 A-1 A-2

A1 と強力して毛髪内部の壁をダブル強化。毛髪
の構成成分（水分・タンパク・油分）のバランス
を整えます。CMC の強化により、環境ストレス
から毛髪を保護します。

毛髪構成成分のバランス保持
高濃度CMC A-2

デザインに必要なところの髪
を筋状に取り、銀紙で包むこ
とにより、他のカラーと混ざ
ることなく綺麗な色を表現し
ます。

こ だ わ り 　だ わ り 　4 デ ザ イ ン カ ラ ーデ ザ イ ン カ ラ ー



［ステキなデザインとカワイイ値段］で2009年夏を応援します。

期間限定 7/1㊌～8/30㊐までスタッフおすすめのパーマメニュー

シャンプー・カット・ブロー・トリートメント込み

パーマを
かけたい方

12 ハッピータイムズ

大きめのカール感が
手に入る！

コスメカール
カット＋コスメカール＋トリートメント

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お勧
めのメニュー !!

12,600円

ダメージを気にしないで
楽しみたい！

酸性パーマ
カット＋酸性パーマ＋トリートメント

触りたくなるほど、しなやかな毛
先パーマのダメージが気になる方
にお勧めのメニューです。

13,500円

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

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です。

13,600円

やわらかく弾む
上質カール！

デジタルパーマ
カット＋デジタルパーマ＋トリートメント

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。

14,800円

話題の新パーマ！

エアウェーブ
カット＋エアウェーブ＋トリートメント

空気の力でカールをつける全く新
しい次世代のパーマメニュー。
（末広店・桑名店のみ）

15,800円

ＴＪ天気予報
オリジナルメニュー！

デジストカール
カット＋ストレート＋デジタルパーマ
＋トリートメント

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。

21,000円

11,600円早得価格 12,500円早得価格

12,600円早得価格 13,800円早得価格

14,800円早得価格 19,800円早得価格

サロン帰りのヘアをサロン帰りのヘアを
手に入れる方法手に入れる方法

技アリ！ ヘアを再現するプロのアイテム
シャンプー・トリートメント・ベース剤・スタイリング剤

最大 30%OFF ＊一部除外品あり



13ハッピータイムズ



私の悩み  
白髪が２～３本の時は抜けば良
かったけど、伸びて来ると白髪が
立ってすごく目立つ明るい色で白
髪も染めて欲しい。  

ナチュラルベージュブラウンで自
然な８レベルの色で上品なカラ
ーに。もちろん白髪もしっかり染
めることが出来るので安心です。

オシャレ染めと白髪染めのカラー
をミックスさせることにより、自然
な明るいカラーリングで白髪を染
めることが出来ます。プロならで
はのテクニックです。

顔周りの気になる白髪には、濃い
カラーを入れることによりしっか
り染めることが出来ます。艶のあ
る色を選ぶには、スタッフまでご
相談下さい。

気になる白髪を染めることは、も
ちろんのこと、ＴＪ天気予報のカ
ラーは、コラーゲン入り！
ダメージを最小限に抑えます。

私の悩み
白髪が１ヶ月経つと根元が１ｃｍ
ぐらい伸びている、暗い色はイヤ。
明るく染めて欲しい、それと毎月
、染めると髪のダメージが気にな
る。

私の悩み
顔周りの見えるところに少し白
髪が出てきて、すごく気になる。
仕事で髪を明るく出来ないが、
自然な色にしたい。

黒く染める時代は
終わりました！

解決方法

解決方法

私の悩み
毎月のカラーは仕方がない。この
年齢になると、髪が細くなり、ダ
メージでパサついた感じになる。
大切なのは髪のツヤ、毛先までツ
ヤやかにしたい。

解決方法

解決方法

カット ＋ カラー ＋ コラーゲン補給
＋ ＰＨ調節 ＋ 栄養補給込み

白髪染めって黒く染めないといけないと思っていませんか？
………… それは間違いです！！ 

ＴＪ天気予報のカラーは白髪を染めながら、自然な髪色にすることが出来ます！
………… しかもダメージを最小限に抑えます！！

白髪染めって黒く染めないといけないと思っていませんか？
………… それは間違いです！！ 

ＴＪ天気予報のカラーは白髪を染めながら、自然な髪色にすることが出来ます！
………… しかもダメージを最小限に抑えます！！

ナチュラル ベージュブラウン ルビー ベージュブラウン

オレンジ ベージュブラウンプラチナ ベージュブラウン

スタンダードコース  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 ＋ 栄養補給込み
＊その他たくさんのメニューを取り揃えています、スタッフまでご確認下さい。

早得キップで
更に１,０００円
ＯＦＦに！！

こだわり 1 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 2 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 3 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

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。

KC-002 CMC-005

（ダメージ軽減）

TJ天気予報のカラーはコラーゲン入（期間限定）8月30日（日）まで

２０代　独身ＯＬ２０代　独身ＯＬ２０代　独身ＯＬ ３０代　既婚　子供なし３０代　既婚　子供なし３０代　既婚　子供なし

４０代　既婚　子供２人４０代　既婚　子供２人４０代　既婚　子供２人 ５０代　既婚５０代　既婚５０代　既婚

スタンダードコース

L.LL 9,800円

S.M ８,８００円 S.M ８,８００円

カット ＋ カラー ＋ コラーゲン補給
＋ ＰＨ調節 ＋ 栄養補給込み

スタンダードコース

L.LL 9,800円

カット ＋ カラー ＋ コラーゲン補給
＋ ＰＨ調節 ＋ 栄養補給込み

スタンダードコース
カット ＋ カラー ＋ コラーゲン補給
＋ ＰＨ調節 ＋ 栄養補給込み

スタンダードコース

毛先まで艶やかに染めるＴＪ天気予報のオリジナルカラー

２００９年カラー新常識

14 ハッピータイムズ



プラチナ コラーゲン プラチナ ケラチン
500円 500円

パーマ・カラー・ストレートメニューにプラチナ ナノコロイドを入れることにより質感がUPします。

夏に痛んだ髪にご褒美キャンペーン
～髪にもプラチナの輝きを～

プラチナ ナノコロイド
【プラチナナノコロイドってなに？】

●キーワードはアンチエイジング●
～坑酸化素材としても注目！ さびない髪づくり！～

< 選べるプラチナが2種類あります。>
☆プラチナコラーゲン
『艶』『潤い』『しっとり感』をしっかりサポートします。

☆プラチナケラチン
『リッヂ』『ハリ』『コシ』をしっかりサポートします。

定価 1,050 円 → デビュー 価格 500 円
期間限定　7月1日～ 8月31日まで

白金（プラチナ）をナノレベルまで（10億分の2mm）にまで
超微粒子化した、プラチナナノコロイドが配合されている、
濃厚なコラーゲンやケラチンを使った新しいパーマとカ
ラーです。
高濃度なマイナスイオンの働きにより、髪のイオンバランス
も整えてくれます。

プラチナ ナノコロイド

パーマ率がUP！ カラー率がUP！

15ハッピータイムズ

ナノコロイド



16 ハッピータイムズ

お客様からのＱ＆Ａ　日頃の疑問にお答えします !!



1 年で一番紫外線が強くなる時期
（５月～８月）しっかり保護する
ことで紫外線をシャットダウン
し、さらにしっかり栄養分を与え
て紫外線に負けない強い髪をつ
くって夏を満喫しましょう！

★「ソレイユ」シリーズ★
夏は紫外線や汗などで何かと頭皮
が疲れやすい季節。そんな夏に受
けた影響が出てくるのが秋との季
節の変わり目です。しっかりとし
た頭皮ケアで夏の疲れを吹き飛ば
し美しい髪を守りましょう！

★「ビオティカ」シリーズ★

【AVEDA サマー☆限定サロン☆セットメニュー】【AVEDA サマー☆限定サロン☆セットメニュー】【AVEDA サマー☆限定サロン☆セットメニュー】
末広店、日進店、末広店、日進店、可児店、可児店、豊明店、天白店、各務原店、小牧店でご利用いただけます豊明店、天白店、各務原店、小牧店でご利用いただけます

AVEDAAVEDAカラーとは …… 93％植物で作られたカラーです。カラーとは …… 93％植物で作られたカラーです。
末広店、日進店、可児店、豊明店、天白店、各務原店、小牧店でご利用いただけます

サマーコース　1 AVEDA13,000 円コース（定価 17,325 円）
CUT(4,200 円 ) + AVEDAカラー (8,400 円 ) + UVトリートメント (2,100 円 ) 

+
選べるAVEDAシャンプー or トリートメント (2,625 円 )

サマーコース　2 AVEDA15,000 円コース（定価 19,950 円）
CUT(4,200 円 ) + AVEDAカラー (8,400 円 ) + UVトリートメント (2,100 円 )

 +
選べるAVEDAシャンプー + トリートメント (5,250 円 )

≪植物で作られた選べるシャンプー・トリートメントのシリーズ≫ 

☆ダメージレメディー
（傷み）

☆カラーコンサーブ
（色持ち）

☆シャンピュア
（ハリ コシ）

☆スムーズインフュージョン
（くせ髪）

【リッターシップキャンペーン】
  ～AVEDAシャンプー・トリートメントのリットルサイズキャンペーン～
☆みなさんで地球を守りましょう☆

リッターサイズを購入いただきますと・・・・・
メリット 1 メリット 2 
2本購入で、環境に優しい、AVEDAデザインの
エコバッグをプレゼント! 

 通常のレギュラーサイズより2～3割分お得!
その分、容器を削減して環境に優しい!

命を奪うこと。それは想像以上に悪しき事。現在、そこらじゅうに落ちているビニール袋をノドに詰ま
らせたり、絡まって身動きがとれず、毎年約100万羽の鳥と10万の海洋生物の死の原因となっていま
す。さらに、米国だけで1年間に1400万本の樹木が紙袋を生産するために切り倒されています。エコバ
ッグをお持ちいただくことで、この過酷な環境に対し、手を差し伸べることができるのです。

AVEDAカラーとは …… 93％植物で作られたカラーです。

ケラスターゼとは？

稲沢店・江南店・北名古屋店・多治見店・桑名店取扱店

髪の主成分である「ケラチン」＝ケラ、ギリシャ語で「美しい」＝スターゼ「髪の美しさ」の略語であるケラスター
ゼのヘアケア剤は、一人一人の髪にきめ細かく対応する７つのシリーズから構成されます。

＊セットでお買い上げの方にはオリジナルのポーチをプレゼント！

＊その他に数量限定で「ケラスターゼ」のシャンプー・トリートメントのサンプルを差し上げます。興味のある方はお気軽にスタッフまで！

今回はそんなシリーズの中から季節に合った２種類をご紹介！
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アヴェダ・ケラスターゼ
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美しく・健康でいるための秘訣
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編集部からのお知らせ！ 7/30
OPEN

（木）7/30
OPEN

（木）
新店新着情報新店新着情報新店新着情報
前号のハッピータイムズでお伝えしました、新店舗『ＴＪ天気
予報３ページ（岐阜店）』の情報が、入ってきましたのでお伝
えいたします。毎回、スタッフの異動によりたくさんのお客様
にご迷惑をお掛けいたします。
これまで、ご指名頂きました皆様には、大変申し訳ございま
せんが、何卒宜しくお願い致します。

以上の１０名がキレイ・かっこいいのお手伝いをさせていただきます。７月３０日(木)までお楽しみに！

８月は、月曜日以外休まずに営業いたします。
お盆休みも休みません。案外狙い目かもしれませんね。お知らせお知らせ

①後藤優仁
②29
③愛知
④店長 
⑤まさひとさん
⑥バイク
⑦バーベキュー
⑧仲間とは掛け替えのないもの
⑨生涯美容師

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西留剛
②25
③鹿児島
④チーフ 
⑤ドメさん
⑥つり
⑦募金
⑧信
⑨海の近くに住む

★店長より一言 ★チーフより一言
こんにちは、岐阜店店長をさせていただきます後藤です。江南店で
担当をさせていただきましたお客様には大変ご迷惑をおかけしてし
まい申し訳ございません。新店を任せていただくのはやりがいもあ
り、楽しみでいっぱいです。はじめは10人のスタッフですが、10人
だからこそ出来る最高のお店造りをお客様にご提供していきますの
で、よろしくお願いします。

こんにちは、岐阜店チーフをさせていただきます西留です。お客様
が居心地よく過ごせる空間でヘアスタイルなどを提供できるお店に
していきますのでよろしくお願いします。

JKガールズコレクション

①蔵座いづみ
②26
③岐阜
④スタイリスト
⑤ピンちゃん
⑥寝ること
⑦お菓子作り
⑧家族・絆
⑨幸せな家庭を作る

①福山由貴
②23
③福岡
④アシスタント
⑤フクちゃん
⑥十分な睡眠
⑦シロノワール
⑧阿蘇
⑨海外旅行

①今井三香子
②26
③愛知
④スタイリスト
⑤みかこ
⑥買い物
⑦蛍光
⑧楽しむ
⑨世界一周旅行

①中村恵里子
②23
③愛知
④アシスタント
⑤ムーちゃん
⑥水彩画
⑦コーヒー豆集め
⑧自然
⑨ハワイに住みたい

①坂本浩一
②21
③山口
④アシスタント
⑤こうちゃん
⑥ギター
⑦カメラ
⑧努力の天才
⑨全国を旅する

①徳丸哲也
②25
③岐阜
④アシスタント
⑤テツ
⑥ロッククライミング
⑦キャンプ
⑧自然に学ぶ 
⑨ヒマラヤ山脈登頂

①薬師寺一孝
②25
③宮崎
④アシスタント
⑤ヤッピー
⑥フットサル
⑦モーニング
⑧気軽に
⑨どこでもドアを手に
　入れたい

①笠原えみこ
②24
③岐阜
④アシスタント
⑤かっさん
⑥山登り・冒険
⑦足のマッサージ・キャンプ
⑧ハイリスク・ハイリターン
⑨原付通勤・古い家をお洒落
にして住む、アウトドアライフ

グランプリ発表グランプリ発表グランプリ発表
みなさんからたくさんのご応募をいただきありがとうございます。
ご応募いただいた中から審査の結果グランプリが決定しました。

●
大
府
店
に
ご
来
店
の

相
馬  

唯  

様

●
稲
沢
店
に
ご
来
店
の

清
水
悠
衣 

様

●
尾
西
店
に
ご
来
店
の

平
野  

舞  

様
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平安閣 岐阜市南署
岐阜産業会館

岐阜
アリーナ

岐阜市科学館

バロー

鏡島小

茜部小岐阜
総合学園高

岐阜聖徳
学園大・短大部

岐阜県庁

モ
ー
ビ
ル

岐阜
自動車学校

にしぎふ

めいてつぎふ

JR東
海道本線

ぎふ

岐阜県美術館

薮田南５

薮田

宇佐

岐
阜
南
署

３ページ
（岐阜店）

3ページ（岐阜店）
〒500-8385 岐阜県岐阜市下奈良3丁目3番17
TEL058-273-5088
0120-945-150

ご予約の受付は7月28日（火） AM10:00より開始いたします。

※オープニング企画をご用意しております。お楽しみに!!（※一部キャンペーン内容が異なりますのでご了承ください。）

グランプリ 準グランプリ




