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ＴＪ天気予報代表取締役　大前武司よりご挨拶

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。
一昨年から始まった厳しい大きな世の中の流れも、今年は、新たな希望に満ちた創
造の年になることを期待したいものです。

昨年は、岐阜市下奈良に店舗をオープンさせていただきました。創業よりおかげさ
まで33年を迎えることができましたが、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。

自然あふれた木造店舗のやさしい空間の中で、お客様と共に成長させていただき、
より身近で頼っていただける存在になれるよう、今年も様々に学んで参ります。
髪やお肌、そのものの美しさのご提供や、ご自身のパーソナルな美しさや魅力を見
つけていただくためのご提案。デザイン・技術の開発と同時に、商材開発にも研究
を重ねて今年も皆様のお役立ちがテーマでございます。

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。
このように多くの皆様からご意見がいただけることに、いつも社員一同感動してお
ります。特に、昨年末のアンケートは、書いていただく項目が多くお手数をおかけ
いたしました。暖かい励ましのお言葉や、厳しいご指摘を、深く心に留め、皆様に
喜んでい頂けるサロンを目指して参ります。

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、安らぎや優しさ、笑顔や楽しさの
あふれる居心地の良いサロンで、「ご満足」をお届けして参ります。

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。
皆様が、ご健康で平和と愛に満ちた 1年をお過ごしなられることを、心よりお祈
り申し上げます。

皆様、新年明けまして皆様、新年明けまして
おめでとうございます。おめでとうございます。
皆様、新年明けまして皆様、新年明けまして
おめでとうございます。おめでとうございます。
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編集長 モジコのご挨拶

あけましておめでとうございます !! 2010 年が始まりましたね。このハッピータイムズが初めて届いたという方も
いらっしゃると思いますので、ちょっとご説明させて頂きます。ハッピータイムズは２ヶ月に１回くらい発行している冊子
で、美容の情報はもちろん、ＴＪ天気予報のことや、スタッフのことを知っていただき、皆様のお声をお伺いし、よりご満
足いただけるようなお店、人になっていく為にお届けしております。

　　編集長　　神　保　愛　子
　　あだ名　　モジコ（VOL. ２で皆様におつけいただきました）
　　星　座　　かに座
　　血液型　　ＡＢ型
　　趣　味　　野球観戦

が編集長をさせていただいております。
あとは、中年イケメン男子４人組とタッグを組んでハッピータイムズを作っております。
今年も、皆様にとって素晴らしい１年になりますように…
では、ハッピータイムズVOL.48 スタートです。

ツヤコ……つや、言葉、略してツヤコ。昔々、斎
　　藤一人さんという方がお弟子さんに教えていた

こと。本当に簡単な事ですが、実践するだけで、そ

の場から幸せになります。幸せになるのに苦労はい

らない。

①一番大切なのは人相。つまり、ツヤ、この一点。

　つやこだからツヤが先。ツヤがないと良い言葉を

いってるだけじゃダメ。貧相な人と福相な人がいて、

顔が貧相で幸せになる事はできないんです。そのか

わりに、福相でいやな人生をおくることはできない

んです。そして、顔にツヤがあれば幸せになれる。

不幸ではいられない。一番問題なのは「つや」があ

るかどうかです。

②「この人に全てのよきことが雪崩のごとく起きま

す」と１日 100人にこの言葉を心の中で言う。

　１日 100 人は難しいので、５人でも、10人でも

いいので言ってみてください。人の幸せを願うよう

になると人相が変わってきます。イライラすること

がなくなってきたり、口角が上がってきたり。何か

しらご自身の変化に気づくはずです。

③明るくキレイな色の服を着て、キラキラ光るアク

セサリーを身につける

　アクセサリーはイミテーションでＯＫです。

SMAPの歌じゃないですが♪ひとりひとりが花♪

だから、花のようにいましょう。人はきれいな花を

見たいんだから、大きなアクセサリーをつけるのも、

おしゃれをするのも人の為です。

④天国言葉を使い、地獄言葉を使わない

天国言葉……ついてる・うれしい・楽しい・感
謝します・幸せ・ありがとう・許
します

地獄言葉……ついていない・不平不満・愚痴・
泣き言・悪口・文句・心配事・許
せない

　この４つのことを是非、実践してみてください。

やると同時くらい、本当にやり

だしたらその場から幸せになり

ます。2010 年は始まったばか

りです。私も今から実践します。

皆様に全てのよきことが雪
崩のごとく起きますように
心から願ってます !! 今年も
スタッフ一同宜しくお願いいた

します !!

私らしさの方程式

編集長のモジコです

つやこの法則

斎藤一人 15分間
ハッピーラッキー
舛岡 はなえ 著
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今回はこの食べ歩きの中では珍しく「カフェ」に行ってきました。
　日進市にある「アンド カフェ」さんです。おしゃれな店舗が増えてきてど
んどん栄えていっている日進市まではるばる行ってきました。こちらのカフェは少し
独特で、名前の通りアンドカフェでした。「？」って思いますよね（笑）つまり簡単
に言ってしまえば、もとは「バー」なんです。「ロンドンカフェ」スタイルのかなり
おしゃれなバーにカフェがプラスされた感じです。1階がカウンターなどもあるバー
の雰囲気で、２階へいくとソファでゆったりくつろげるカフェスペースになっていま
す。そんなおしゃれなカフェに一番混む土曜日に男２人で行ってきました !!（笑）早
速周りの好奇な目にさらされながらメ
ニューをチェック。かなり種類があ
ります。
　まずはロンドンカフェスタイルに
は欠かせない「フィッシュ＆チップ

ス」をほおばりました。ポテトと白身魚のフライがついてるアレです。
　そしてメインを数あるメニューから今回は、「黒胡椒の豚肉ご飯」をオーダーしました。
かなり種類のある中から一番シンプルで気になったものをチョイスです！あつあつの鉄
板の上でご飯と豚肉をまぜて、オリジナルのソースを絡めて余熱でちょっと焦げ目をつ
けます。そして、おもむろに、がっつき始めます !! ブラックペッパーの利いたシンプル
な豚肉と、オリジナルソースの相性が最高 !!! それを炊き立てのご飯と絡めていただくわ
けですから、結果はいうまでもありませんよね？ ま・い・う～です！ ちょっとハワイ
アンな感じのメニューで他にもロコモコなどもあります。実は、今回のこの豚肉ご飯は
スタッフさんの中でお勧めNo.1 のメニューらしいです !! 何も知らずにお勧めNo.1 を引
き当てるとは今年もまだまだ食いしん坊実力は衰えていないようです !! もう１人はこだ
わりの「ハヤシライス」を食べていましたが、これまた専門の洋食屋さん？ って感じで
かなりレベルは高そうです。ドリンクだけでなく食事のメニューがかなり充実していて、
定期的に通いたくなるお店です。お昼のランチはカフェスタイルで、夜はゆっくりとバー
スタイルでお酒をたしなむなんて贅沢な使い分けも出来てしまうこちらのお店はかなり
お勧めです。ちょっと遠いですが僕も今回気になったメニューを全て制覇するまでは頑
張って通おうと思っています。ちょっと大人なカフェスタイルを楽しみたい方はぜひ行っ
てみてください！

電　　話／0561-72-8887　　　　定 休 日／月曜日
営業時間／AM11:00～AM3:00　L.O.AM2:00（金土祭祝日前日はAM2:30オーダーストップ） 日進市岩崎町竹の山37-103

杁ケ池公園

はなみずき通リニモ

地下鉄
東山線本郷

名古屋IC
本郷IC

長久手局

ピアゴ

アオキスーパー愛知淑徳大学
長久手キャンパス

猪高緑地
口論義
運動公園

杁ケ池公園

椙山女学園大学
日進キャンパス

名古屋学芸大学
短大部

TJ天気予報
3t 日進店

愛知学院大学

名東区役所

アピタ

竹の山

作田２

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！！
みなさん、新年明けましておめでとうございます！ 働く環境も変わり、振り返る余裕もなく過ぎ去った 2009 年を
経て、いよいよ 2010 年のスタ－トです！ 僕にとって 12年に 1度の最高運年といわれた 2009 年も終わってしま
いましたが、なんと今年もまだまだいける年らしいです !! いや～普段占いとか見ないくせにそういうときだけは信じ
てテンションが上がる…。ホンッといい性格してるな～なんて自分でもあきれてしまいます。でもそこが僕のいいと
ころって事にしときましょう（笑）そう！ 物事は捉え方次第・考え方次第です。2010 年も絶対にいい年になるって
信じつつ、必ずいい年にするって決めて頑張ります！今年もまた食いしん坊王子を宜しくお願いします !!!

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!
今回は「カフェ」で食べ歩いてきました!!
さて、前回の時にちょっと運動したいな～なんて事を言っていたと思いますが、なんとチャンスが！ 昨年の年末からお誘いを受けて「フット
サル」をやっているんです。簡単に言ってしまえばサッカーのミニチュア版みたいなものです。しかし、いざやってみるとミニチュア版とは
いえきついきつい…！ どんだけ自分が運動不足だったかを思い知らされました（泣）でもめちゃめちゃ楽しいです !! 思い切り体を動かして
すがすがしい汗をかいて心地よい疲労感に浸る…。部活やってた時に戻ったみたいでなんだか青春です。やっぱり体を動かすのっていいな～っ
て思ったので今後もぜひ続けていこうと思います。誘ってくれたみんなに感謝 !! そんなこんなで心身ともに元気いっぱいにやっていきます。
その分また食欲が抑えられないかもですが、いっこうに気にせずに今年も食べまくりますよ～ !!

※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♪

　さぁ～始まりました 2010 年、今年は「進化」の年にしたいなって思います。
そのためにも常に頭を使って考え、そして行動に移す。当たり前のことかも知
れませんがそれをきっちりやっていきたいなって思います。皆さんはどんな目
標を立てましたか？ 目標達成の年に出来るようにお互いに頑張りましょうね!! 
僕はまず始めた運動をきっちり続けて、「崖の上のポニョ」ならぬ「腹の上の
ポニョ」をなんとかします…。皆さんにとって今年も最高の年になりますよう
に !!! ではまた！

ス」をほおばりました ポテトと白身魚のフライが

猪高緑地

アンド カフェさん
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美しく・健康でいるための秘訣





ある一人のスタッフが開発したカラーテクニックが

短時間で色の艶・質感がUPし、お客様に喜んでもらっていると言う話が

スタッフ内に口コミで広がりTJ天気予報全店で販売することになった

「ジュエリーカラー」は艶と色持ち感は最上級です。
宝石のような艶感を演出する「ジュエリーカラー」で
2010年のカラースタイルを楽しんでください。

ある一人のスタッフが開発したカラーテクニックが

短時間で色の艶・質感がUPし、お客様に喜んでもらっていると言う話が

スタッフ内に口コミで広がりTJ天気予報全店で販売することになった

「ジュエリーカラー」は艶と色持ち感は最上級です。
宝石のような艶感を演出する「ジュエリーカラー」で
2010年のカラースタイルを楽しんでください。

～ 艶やかな髪色は、上質かつ洗練された女性の必須アイテムです。 ～

艶と色持ちの
最上級カラー

Jewelry ColorJewelry Color

宝石のような艶感を演出する宝石のような艶感を演出する
ジュエリーカラージュエリーカラー

新発売
宝石のような艶感を演出する

ジュエリーカラー

通常カラー料金 ＋ 

～ 艶やかな髪色は、上質かつ洗練された女性の必須アイテムです。 ～

ーーー

1,000,000円
人気のボブベースのショートスタイルに
透明感、溢れるアッシュブラウンで
個性的に！！

アッシュブラウン

新メニュー新メニュー

7ハッピータイムズ



8 ハッピータイムズ 9ハッピータイムズ



10 ハッピータイムズ

2010 年もやります！ ＴＪ割

2010 年もやります！ ＴＪ割

誕生月に
ご来店で

ＴＪ天気予報から
素敵な

プレゼント!!

ＴＪ天気予報は

中高生の

味方です！

TJ天気予報では、ヘアスタイル・エステを通してお客様に「笑顔」と「満足」がいっぱい溢れますように、
お得な特典・楽しいイベントをたくさん企画しています。2010年もTJ割を活用してキレイになって下さい。

＊詳しくは11ページをご覧下さい。 ※同封のチケットをご確認下さい。

※同封のチケットをご確認下さい。＊詳しくは12ページをご覧下さい。

＊詳しくは13ページをご覧下さい。

＊詳しくは14・15ページをご覧下さい。

家族
みんなで
30％OFF!!

早いとお得！ [早得きっぷ ]

今日から２ヶ月以内

のご来店で

お得なサービスが

ありますよ！

２ヶ月以内を

目安に

来店するわね～

❶

❷

❸

❹
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誕生日割
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家 族 割
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学　割

中・高校生の方にお得な情報です。

学割価格

学割価格

学割価格

学割価格

中

高

高

校

生

生

限

限

定

定

ポイントパーマメニュー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

パーマパーマ カラーカラー

※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

気になるクセを
しっかり伸ばしたい方

いつまでもキレイな
ストレートデザインを保ちたい方

自然なストレート
デザインを楽しみたい方

誰もが憧れる上質な
ストレートデザインを求める方

Ｓ・Ｍ　 8,800 円
↓

7,800 円

Ｌ・LL　9,800 円
↓

8,800 円

通常価格から20％OFF 通常価格から1,000円OFF

頭の形を綺麗に見せたい！

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

通常価格　7,340 円

＊高校生の場合＋ 520円
5,780 円学割価格

スタンダードコース
16,500 円
↓

12,980 円

ハイグレードコース
18,500 円
↓

14,980 円

ハイクラスコース
17,500 円
↓

13,980 円

プレミアムコース
19,500 円
↓

15,980 円

学割価格

学割価格

学割価格

1,560円
OFF

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

＊中学生の場合

カット

＋

全体カラー

＋

栄養補給

＋

ＰＨ調節
（ダメージ軽減）

学割価格

学割価格



前回来店日から、２ヶ月以内のご来店で
以下のサービスが受けられます！

14 ハッピータイムズ

早　割

カット ＋ 全体
カラー ＋ 栄養補給 ＋ ＰＨ調節

（ダメージ軽減）

カット料金5％OFF（カット・シャンプー・ブロー・マッサージ込み）

＊45日以内の場合

上質カラーが1000円OFF

トリートメントメニュー20％OFF
ヘアマスクトリートメントヘアマスクトリートメント

アデューラトリートメントアデューラトリートメント

更にお得!更にお得!
420円のお得に!!

通常価格から1,000円のお得!!

通常価格から20％OFF!!

前回ご来店日から45日以内で、
10％OFF

例）4,200円

L・LL 9,800円

3,150円

S・M 8,800円

2,100円

3,780円

8,800円

2,520円

7,800円

1,680円

早得早得

11

早得早得

22

早得早得

33 （併用可）
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パーマメニュー20％OFF＊一部除外メニューあり

ストレート･縮毛矯正メニューがキャンペーン価格

デザインの再現性を高めるプロのアイテム・商品10％OFF

2010年 TJ天気予報おすすめ商品
～美肌の大敵！ 乾燥からお肌を守るスペシャルアイテム～

美容師専用に開発！  だから他とは違う！

ナノアミノ
ハンドクリーム

容量70g 1,995円

ナノアミノ
リップリペアグロス
容量10g 1,680円

セットで 1,995円

・どんないひどい手荒れでも、
すぐに修復
・若返り成分配合！ 使うほど今
までにないハリ
・新感覚！ 表面サラサラ、内側
ぷるぷる

▲雑誌に掲載されました

そのヒミツは？

+
即効修復成分
ナノ化した
セラミド

ノーベル賞受賞
若返り成分
EGF配合

⇒

コントロールパーマコントロールパーマ

スタンダードコーススタンダードコース

ハイクラスコースハイクラスコース

ハイグレードコースハイグレードコース

プレミアムコースプレミアムコース

ニュアンスパーマニュアンスパーマ

ボディーパーマボディーパーマ

プロお勧めのアイテム！

3,150円

16,500円

17,500円

18,500円

19,500円

4,200円

5,250円

2,520円

13,980円
14,980円
16,800円
17,800円

3,360円

4,200円

早得早得

44

Ｔ Ｊ 天 気 予 報 売 れ 筋 商 品

その他、
たくさんの商品が
あります！

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 

コタアイケア
シャンプーＹ

美容師が
オススメする
ハンドクリーム

髪の広がりを抑え、や
わらかくしっとり洗い
上げます。（トウキン
センカの香り）
￥2,415 →￥2,173

コタアイケア
トリートメントＹ
髪に潤いを与え、やわ
らかくしっとり仕上げ
ます。（ハーバルフロー
ラルの香り）
￥2,625 →￥2,362

ウェーボ
デザインキューブ
ラウンドワックス (6/7)
ほどよいセット力で、
ツヤ感・動きのある仕
上がり。
￥1,470 →￥1,323

頭の形を
綺麗に見せたい！

気になるクセを
しっかり伸ばしたい方

自然なストレート
デザインを楽しみたい方

いつまでもキレイな
ストレートデザインを保ちたい方

誰もが憧れる上質な
ストレートデザインを求める方

髪の動きを
つけたい方！

ちょっとイメージ
を変えたい方！

最大1,270円のお得!!

シャンプー・カット・縮毛矯正
・トリートメント込み（　　　）

最大2,520円OFF!

＊一部除外品あり
（併用可）

早得早得

55

早得早得

66

唇専用の高機能
・美容液グロス

手荒れに悩む美容師大絶賛！
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お知らせ①お知らせ①お知らせ①お知らせ①

編集部からのお知らせ！

「極上のお歳暮」有効活用術

　　・５万円のギフト券
　　・ディズニーリゾートペアチケット
　　・ペア食事券
　　・映画ペアチケット
　　・ホームケアグッズ……　　　　　　など

豪華賞品が当たります。
当選番号の発表は1月13日（水）各店にて
引き換えは、1月13日（水）～2月28日（日）まで

お 見 逃 し な く！

今回も、定番から新登場のものまで
多数ご用意いたしました。

オススメは、
「豆移し10秒以内に7粒以上で 500円OFF」
手先が器用な方・不器用な方問わず、どんどんチャレ
ンジして下さい。

有効期限は２月28日（日）まで
ご 利 用 下 さ い 。

タイガージャンボとは……
「極上のお歳暮」チケット
に限定でついている宝くじ。
寅年にかけたネーミング
なんと頭文字が『ｔｊ』

タイガージャンボ編タイガージャンボ編 極上のお歳暮編極上のお歳暮編

編 集 部 よ り

お知らせ②お知らせ②
年始の営業時間のお知らせです。

お知らせ②お知らせ②

2010年1月15日（金）OPEN！2010年1月15日（金）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！

ＴＪ天気予報知立店オープンに
伴い、スタッフの転勤等でご迷
惑をおかけいたしました。今後
とも宜しくお願いいたします。

住所：知立市南新地1丁目6-13
TEL：0 5 6 6－ 8 3－ 4 6 0 8
　　：0 1 2 0－ 9 9 7－ 9 7 6

１月１日（金）～５日（火） 年始休業とさせていただきます。

　　６日（水）～９日（土） 通常営業とさせていただきます。

　 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。

1 2 3 4 5 6


