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編集長 モジコのご挨拶

皆様、こんにちは。早いもので、今年もあと２ヶ月になりましたね。この１年で、心に残る出来事や出会い
はありましたか？ 私は、今年も仕事を通じたくさんのお客様と出会い、たくさんの、心温まるお言葉やお話
をいただきました。ありがとうございます！！
　もう１つ出会いといえば、私事ですが、夏に姪が産まれたことです。そして、たくさんの笑顔も生まれました。
伯母バカですが、成長がすごく楽しみな今日この頃です・・・
　今年もあと２ヶ月、毎日を楽しく元気に過ごしましょう！！
では、ハッピータイムズ vol.47 スタートです。

お茶碗洗わなくちゃいけない。おフロも入らなくちゃいけな
　　い。他にもあれも、これも、しなくちゃいけない。
　わかってるんです！「どうしようかな、やろうかな」と考え
ているくらいだったら、とっととやったほうが早いってことも
わかってる。でも、そうしてだらだらしてるのって、気持ち
いー。って時ありませんか？ 私はよーくあります。

　そんな時、キッパリという本に出逢いました。ちょっとし
たことで気持ちよく変われる本です。身のまわりから変えてみ
る。頭の中から変えてみる。気持ちから変えてみる。カラダか
ら、外見から、変えてみる。コミュニケーションから変えてみる。
という、60個の今すぐ簡単、お気楽、たいした覚悟もいらない、
時間も５分で十分できちゃうことが、たっぷりのっている本で
す。今回はその一部をちょこっとご紹介させていただきますね。

「大きい変化は小さい変化から」
　大きな変化は結果が出れば劇的だけど、いきなりチャレンジ
するにはハードルが高すぎる。でも、もし最初がまたげるくら
いのハードルだったら、勇気も決断もそんなにいらない。そし
てだんだんハードルをあげていったらどうだろう？
　まずは、いつも自分が普通に、自然にやっていることを変え
てみよう。昨日しなかったことを今日してみる。それも５分く
らいでできること。５分だったらどんなに忙しくてもできそう
な気がするし、お金もたくさんかからなければ、続けやすい。
「知ってる！」ではなく実際にやってみる事が大切。ほんの小
さなことでも、自分でやろうと決めたことができると、達成感
から自信になります。小さな自信はやがて、ちりも積もって勇
気になる、そうしたら、どんどんチャレンジしたくなって、や
がて大きな変化を生む。

忙しい時は「やらなきゃいけないこと」をすべて
書き出す。
　銀行や郵便局に行ったり、明日着ていくシャツのアイロンが
けなど。考えるだけで気ぜわしい。そんな時はとにかく紙に、「や
らなきゃいけないこと」をずらーっと書く。仕事も、プライベー
トも何もかも、思いついたこと全部。
　物事が上手くいくか、いかないかの差は、自分の直感を生か
すかどうかにかかっています。

　頭の中をスッキリからっぽにしていると直感が来た時に気づ
ける。それですぐ行動できたらＯＫ。ところが頭の中がごちゃ
ごちゃしていると、その直感にすら気づけない。だから、頭の
中のことは全て紙に書けと。書き出したらあとは優先順位をつ
けて、いつやるか決めるだけ。それを目に付くところに貼って
おいて、終わったものから×印を書いていく。できなかった
ことはあきらめず、次にやる日にちを決める。紙に覚えてもらっ
て、頭の中は空けておこう。
口癖を変えてみる。
　脳ってだまされやすいそうです。何に一番だまされやすいか
というと「自分の口から出たコトバ」。一番近くで響く言葉だ
から。実際にどうやって変えれば良いかというと「プラス」の
表現をする。次の例は言っている意味は同じなんですが、言
い方をプラスにしたものです。「クライアントを怒らせるよう
な企画は出すなよ！」→「クライアントを喜ばせるような企画
を出せよ！」　とかく日本人は「～しなかったら～できないよ」
と二重の否定をしがち。そこのところを変えてみましょう。「～
したら～できるよ」って。もし、うっかりネガティブなことを
言ってしまったら「なんちゃって」と言って打ち消す事もお忘
れなく。「すべてはうまくいっている」を口癖にしよう。
レジの人に「お願いします」と言う。
　日々生活をしているといろんなサービスを受ける機会があり
ます。それを「相手は仕事なんだから」と、してもらってあた
り前のように受けちゃうと、少し寂しい。一言添えるようにす
ると、ちょこっと和やかな雰囲気になります。食事の会計をす
る時は「ごちそうさま」。郵便の配達員の方には「お疲れ様」。
レジの人には「お願いします」。マンションの管理人さんに「お
世話になります」。中には和やかにならない超無愛想な人もい
ますが、まあそれはテレているんだなと気にせず。サービスさ
れて嬉しかったことを相手に伝えると嬉しさ倍増です。サービ
スをあたり前のように受けない。
　変わらないものと変わっていいもの、世の中には両方あると
思います。変わっていいものは、どんどん変えたほうが楽しい。
自分の可能性はもっとあるのに、ブレーキをかけているのは自
分だったりする。自分のブレーキがはずれたら、自分をもっと
好きになる。
　変わりたいと思った瞬間から、実はもう変わり始めてるんで
す。目標があると変わるし、変わっていく過程はワクワクする。
だからどんどん新しい自分に会いに行きましょう。
　とにかく、何でも良いので、１つやってみてくださいね。

私らしさの方程式

編集長のモジコです

たった５分で自分を変えられる方法
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今回は色々なお客様とラーメンの話をしていて一番盛り上がったところをご紹介しようと思いま
す。
　今回行ってきたのは、中村区にある「萬珍軒」さんです。実は結構人気店なので知っている
方は知っていると思いますが、独特な「卵とじラーメン」で有名なお店です。実は一回だけ以前に
いったことがあるのですがなかなか機会が無くその後行けずじまいになっていたお店です。久しぶ
りに行ってみるとお店がちょっと改装されて綺麗になっていました。テンション高く早速店内に
入りメニューを開き卵とじラーメンを頼もうと思ったのですが、なんと卵とじタンタン麺もある
ではないですか！ 辛い物も大好きな僕は早速そち
らの卵とじタンタン麺を注文しました。さっきか
ら当たり前のように言ってる「卵とじ」なんです
が、ラーメンのスープが卵とじになっていてかな
りまろやかな仕上がりになっている独特なつくり
のラーメンです。何ベースのスープなのかはよく
解りませんが、他と比べる土俵が違うここだけの
ものって感じのラーメンです。そんな卵とじがベー
スになっていてそこに半熟卵やミンチがのったタ
ンタン麺！ 最高ですよね !! もう見るからにおいし

そうで早速がっつりいきました！しっかりとした辛味のあるスープにまろやかでとろみ
のある卵とじが絡んでまったく新しいタンタン麺の登場です !! なんとも言えない、他に
は類の無い味に感動です。麺も卵とじにあわせて極細麺を使用しているので本当にあんま
り近所には無い感じだと思います。夏よりは冬にぴったりな温かい感じの優しいラーメ
ンをぜひ皆さんも一度味わってみてください。タンタン麺も普段辛いのが苦手な方でも
おいしくいただけると思いますのでぜひ挑戦してみてください！ その他にもかなり色々
なメニューが充実していてラーメン屋さんというよりは、普通の中華料理のお店として
楽しめると思います。もちろん僕も、タンタン麺のみで終わる由も無くしっかりチャー
ハンと餃子も平らげてきました！（次の日も仕事なのに…）メインの２品のラーメン以
外にも色々興味のあるメニューを見つけた今回、もう一度行く日は遠くはなさそうです。
普段絶対ここがうまい！ とかラーメンはとんこつだ！なんてこだわりを持っている方も、
ぜひ一度味わってください！ ちょっとだけラーメンの世界が広がりますよ。

電　　話／052-481-8824　　　　定 休 日／日曜日・第３月曜日
営業時間／18:00～2:30（売り切れあり） 名古屋市中村区太閤通4-38

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き

王子こと
堤　哲郎です。

こんにちは！ 王子です！！
「あっ」という間に年末です。早いですね～、光陰矢のごとしどころかインターネットの‘光’並みに過ぎてゆく日々…。
そんな風に感じるようになった僕もそろそろ歳ですかね（笑）でも、時間が早く感じるということは充実した日々を
過ごせてるのかなとも思います。何もしなくても過ぎていく時間、どうせなら思い切り有効に使いたいものです。「そ
うだよな～、何やってたんだろ自分…」なんて感じてしまったあなた！ まだ遅くはありません、今年の残りの後２ヶ
月をどう過ごすかで来年が決まります！ せっかくだから今出来ることをひとつひとつやっていき、振り返った時に
後悔の無いように、そして未来につながるように元気に過ごしましょう !!

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!!
さてさて今年もほんとに残りわずかになりましたが、この時期ほんとに食欲がとまりません！ いい加減食べる量を減らすべき歳ですし減って
くるはずなんですけど…。まったくとまらない食欲にちょっと困ってます。年々運動もしなくなり体は衰えていくのに変わらない食欲って確
実に危険ですよね？ まわりを見れば友達はみんな丸くなってるし…。本気で運動をしようと思う今日この頃です！ 特にイチロー選手を始め
とするアスリートの方々をみていると、自分よりも年齢が上なのに完璧な体をしていて体力もばっちり。同じようにとはいかなくてもやれば
出来るということですよね？ あそこまですばらしい志は無いにしても、今一度自分を鍛えなおそうと思います。心と体は繋がっているので体
力が落ちてくるとなんとなく精神力も衰える気がします。食べてるだけではなく全てをパワーに変えれる様に頑張ります !!

※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♪

　先日 10年以上も昔にバイトしていたお好み焼き屋さんに久しぶりに行きま
した。さすがに覚えてないだろうと思いつつお店に入るとすぐにマスターと奥
様が出てきて「久しぶり！元気そうだね !!」って声をかけてくれました。めっ
ちゃ嬉しくてついつい食事しながらも長居してしまいましたが、いいもんです
ね。進化はしていても変わらない場所…。たまにふっと帰りたくなる場所が僕
にはいくつかあります。そんな場所を巡りながらいつか自分もそんな場所を作
りたいなって思いました。皆さんのそんな場所も良かったらどんどん教えてく
ださいね！ ではまた…。

そうで早速が りいきました！し

萬珍軒さん
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綺麗なカールが持続します !!綺麗なカールが持続します !!

ボリュームUPの裏技 !!ボリュームUPの裏技 !! 天使の輪が出来るストレート!!天使の輪が出来るストレート!!

ツヤツヤの秘密は !!ツヤツヤの秘密は !! 自宅のシャンプーが高級品に!!自宅のシャンプーが高級品に!!

輝きのワケは、プラチナとコラーゲン輝きのワケは、プラチナとコラーゲン

プラチナナノコロイド

パーマ液にプラチナ
ナノコロイド（ケラ
チン）をプラスする
ことにより綺麗な
カールを表現 !!
デジタルパーマ・エ
アーパーマとの相性
もバツグン !!

根元カラー（リタッチ）
にプラチナナノコロイ
ド（ケラチン）を入れ
ると、ボリュームUP
でフワフワHAIR に。

プラチナコラーゲンありプラチナコラーゲンなし

ストレートメニューに
プラチナナノコロイド
2つ使用で驚きの輝き
に！
スタッフお勧めの組み
合わせです。

トリートメント剤に
プラチナナノコロイ
ド（コラーゲン）をプ
ラスすることによりト
リートメント質感が
UP!!
ダメージが気になる方
にお勧めです。

自宅で使っているシャ
ンプー・トリートメン
トにプラチナナノコロ
イドを入れると、ドラ
イヤーで乾かした時に
ビックリ !!
ひそかにブームになっ
ています。

カラー剤にプラチナナ
ノコロイド（コラーゲ
ン）をプラスすること
により輝くカラースタ
イルに !!
お時間０分で、これだ
けの違いがあります。

その
１

その
１

その
３

その
３

その
５

その
５

その
２

その
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その
４

その
４

その
６

その
６

ドライヤー後

根元のボリュームUPを感じてもらえます。

抗酸化作用で、サビない髪へ

輝く髪は、女性の憧れ

（シャンプー剤40g～ 60gに 1つ）

髪を輝かそう！プラチナナノコロイド！髪を輝かそう！プラチナナノコロイド！
冬のキャンペーンもTJ天気予報限定価格でやります！

たくさんのお客様に喜んでいただけていますたくさんのお客様に喜んでいただけています

定価 1,050円 → 500円500円
※この価格は他社よりかなりお得です。

★プラチナナノコロイドの上手な使い方教えます★
プラチナケラチン…髪に輝きとハリコシUP　プラチナコラーゲン…髪に輝きとしっとり感UP

綺麗なカールが持続します !!綺麗なカールが持続します !!

ボリュームUPの裏技 !!ボリュームUPの裏技 !! 天使の輪が出来るストレート!!天使の輪が出来るストレート!!

ツヤツヤの秘密は !!ツヤツヤの秘密は !! 自宅のシャンプーが高級品に!!自宅のシャンプーが高級品に!!

輝きのワケは、プラチナとコラーゲン輝きのワケは、プラチナとコラーゲン



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－

（　　　　　  ）20万軒ある美容室の中で
220店舗のみ

植物から得たピュアなエッセンシャルオイルでの、ホリスティックなアプローチ
によるトリートメントを受けていただけます。心地よいアロマの香りで、心から
のリラクゼーションを。

自分の為に！
地球の為に！

プラチナ電子ローラー［リファ］

ReFaの
人気の秘密は

７つの特徴
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アヴェダ・ケラスターゼ

全国で0.01％のサロン限定商品全国で0.01％のサロン限定商品
取扱店

末広店・日進店・可児店・豊明店
天白店・各務原店・小牧店

93％植物でつくられたカラー93％植物でつくられたカラー
90％以上植物で作られたシャンプー、90％以上植物で作られたシャンプー、
トリートメントトリートメント
すべてオーガニック認定商品です！すべてオーガニック認定商品です！

NEW!

年末超お得なコース

「オレオ リラックス スリム」
「グルコ・インパルジョン」の紹介

AVEDA スキャルプエステ

【AVEDA 美髪コース】14,800円（定価 18,060円）

〈デビュー価格〉

2,620円
（定価 3,150円）

～カラーの発色、艶、色も知、そして髪の良いコンディションが続くコースです～

カット + + +AVEDA
カラー

ヘアマスクトリートメント
（アイレ07 or 08を使用）

or
UVトリートメント

【商】ダメレメ集中トリートメント
or

【商】カラコン集中トリートメント
or

【商】ドラレミ集中トリートメント

取扱店　　稲沢店・江南店・北名古屋店・多治見店・桑名店・岐阜店

「オレオ リラックス スリム」
「グルコ・インパルジョン」の紹介

2009年ケラスターゼ

手強いくせ毛に挑む。
３ステップで無敵のまとまり髪へ。

最近髪が細くなってきていませんか？
そんなお悩みに…。

OLÉO-RELAX
SLIM
ケラスターゼ NU
オレオ リラックス スリム

●ごわつき、うねりなど、
　手強いくせ毛で、
　まとまりにくい髪の方
●ボリュームダウンしたい方

頭皮ケアのパイオニア

ケラスターゼ

スペシフィック シリーズ

から待望の『薄毛ケア』

グルコ・インパルジョ

ンライン登場。

ケラスターゼ№１の売上げを誇るオレオ リラックスから
手強いくせ毛用、新オレオ リラックス スリムが登場。

１本１本を、太く、存在感を瞬速チャージ。
根元から養分を与え、驚きの髪密度感へ。

新商品
の紹介



女優C.Kさん愛用で
TVショッピングでも

大 好 評
※同封のパンフレットをご参照ください

1 肌に吸いつく使用感

美容・健康・ダイエットの売れ筋ランキング№1を記録した商品が登場
用で
でも

評
をご参照ください

美容・健康・ダイエットの売売れれ筋筋ラランンキキンンググ№№11を記録した商品が登場

ハリとツヤのある引き締まった肌に！

肌にうるおいとハリが戻ってきて、小顔に。 女優C.Kさん

２本のローラーはフェイスライン・ボディライン
の曲線に合わせてたV字型の形が肌に吸
いつくような使用感とフィット感で、吸い上げ

引き締まっ
た肌に導き
ます。

美容に興味はあっても、大概は情報が先行している気がして、飛びつくことはなかったんです。でも、ReFaは私のアンテナにピンときて、使ってみたらとても
良くて、もはや私の特別なものです。このＶ字の角度がたまらなくいいですね。肌に吸いついて上げてくれるような、肌の奥まで気持ち良くしてくれるような。
首、リンパのあたり、手の甲、二の腕、頭だって。どこも気持ち良くて、使っちゃいけないところはない、というのが私の印象。お風呂で使えるのもすごい。顔は、
肌にうるおいとハリが戻ってきて、肌がワントーン上がった感じ。そして何より、小顔になった気がします。いいことだらけのReFaなんじゃないですかね。

2 マイクロカレント（微弱電流）
ソーラパネルとローラー内部に組み込ん
だマグネットリングの機能によりマイクロカ
レントを発生させ衰えた細胞分裂活動を

活性化させお
肌の新陳代
謝を促進しま
す。

3 セラミックリング
ローラー内部には、16種類の天然鉱石を配
合したセラミックリングを使用。

セラミックリングに
使用している天然鉱石
①ローズクォーツ　②シトリン 
③アゲート ④ヘマタイト ⑤ア
クアマリン ⑥アメジスト ⑦ル
チルクォーツ ⑧ジェイド ⑨トル
マリン ⑩千枚岩 ⑪蓬莱石 ⑫
桜花石 ⑬青龍石 ⑭貴陽石 ⑮
医王石 ⑯ゲルマニウム

5 防水加工
毎日10分、リビ
ングでもお風
呂でもReFaを
楽しんでもらう
為に水に浸け
ても安心なJIS
規格をクリアー
した防水仕様
です。

4 安全性の高い素材

11月１日（日）～１２月31日（木）まで期間限定特別販売

２４,９００円 ⇒ TJ天気予報特別価格で販売
＊スタッフにご確認下さい。

プラチナ電子ローラー［リファ］プラチナ電子ローラー［リファ］プラチナ電子ローラー［リファ］

「リファ」のお求めは、各店舗 or 本部まで！
各店で購入　ご来店の際、店舗スタッフまでお申し付け下さい。
本部で購入　Tel or Faxでお願いします。

ＴＪ天気予報本部まで （火～日曜日　9:30～１８:０0）
（24時間受付）Tel 0586－76－7438 Fax 0586－81－1488

デリケートな素肌
に毎日ふれるもの
だから。ReFaの
ローラー表面はプ
ラチナコートをほ
どこし、金属アレ
ルギーへの影響
を少なく設計しま
した。

6 ソーラーパネル
電源不要で、コー
ドレス。室内での
使用はもちろん外
出先へも持って
いけます。

7 ティアドロップハンドル
持ちやすさにこだ
わった美しい形の
ハンドル。デザイン
性に加え、実用性
も兼ね備えていま
す。

純国産製

～  フェイスもボディも これ１本で軽やかに  ～

お名前

ご住所　〒　　　　－

お電話 携帯

※FAXにてご注文の方は確認のためご連絡させていただきます。

注　文　書

ReFaのReFaの
人気の秘密は人気の秘密は

７つの特徴つの特徴

ReFaの
人気の秘密は

７つの特徴

（税込）

17ハッピータイムズ

ハリとツヤのある引き締まった肌に！



18 ハッピータイムズ

美しく・健康でいるための秘訣



19ハッピータイムズ



20 ハッピータイムズ

お知らせ③お知らせ③

お知らせ①

お知らせ③お知らせ③

お知らせ①

編集部からのお知らせ！

10 月 12日（祝）　名古屋市にあるアリアーレ美容専門学校の学校祭で「ヘアショー」を行いました。

TJ天気予報テクニカルチーム（T4）が独自の世界観で、くりひろげた女性像は多くの観客の心をとらえました。

たくさんのお客様が見守る中、無事終了たくさんのお客様が見守る中、無事終了 最後は、全員で記念撮影！最後は、全員で記念撮影！

編 集 部 よ り

お知らせ②お知らせ②

スパエステ　ココアもブログ始めました。
top ページ右側の下段≪ココアブログ≫よりお入り下さい。

年末年始の営業時間のお知らせです。
お知らせ②お知らせ②

12月2８日（月）～30日（水） AM9:00～PM7:00まで営業させて頂きます。
１月１日（金）～5日（火） 年始休業とさせて頂きます。

　　６日（水）～９日（土） 通常営業とさせて頂きます。

12月31日（木）

AM9:00～PM5:00まで営業させて頂きます。
・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

　　10日（日）・11日（月） 成人式の為、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。

　　12日（火） 振替休業とさせていただきます。

ご期待下さいご期待下さい

ＴＪ天気予報知立店（5ページ）がＴＪ天気予報知立店（5ページ）が

2009年12月22日（火）OPEN！2009年12月22日（火）OPEN！ＴＪ天気予報23番目のＴＪ天気予報23番目の
仲間が愛知県知立市に！仲間が愛知県知立市に！
スタッフの転勤等でご迷惑をお

かけいたしますが、宜しくお願

いいたします。詳しいことが分

かり次第、ホームページ、ブロ

グ等でお知らせいたします。

住所：知立市南新地1丁目6-13

知立

ピアゴ

知立市図書館
エイデン

サンドラッグ

ダイソー

知立西小

石亀・石亀東

宝３

鳥居２

上重原町長篠

宝町東

知立駅南

知立西小東

名鉄名古屋本線

名鉄三河線

419

155

5ページ
（知立店）

モデルさん５人を仕込中！モデルさん５人を仕込中！ ヘアショーが始まりましたヘアショーが始まりました開始前に円陣を組んで気合を入れます開始前に円陣を組んで気合を入れます


