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編集長 モジコのご挨拶

こんにちは。この間、2010 年がスタートしたと思ったら、もう３月。早いですねぇ～と毎回言ってい

るような気がしますが…

２月の初めに、エリア全体会というのがありました。私は、江南店、春日井店、北名古屋店、多治見店、

可児店、小牧店、桑名店、岐阜店、ココアからなる、第２エリアに属しているのですが、元気な方が多くて、

いつも皆さんにパワーをいただいています。

エリア会をするにあたって、店長達皆で、今以上に、お店や仲間、全てのことに感謝の心を持てるような、

元気、パワーがある、楽しい店、人になっていき、より深い絆でスタッフ同士が繋がっていけるように

といろんなことを考え、頑張っているスタッフに感謝の気持ちを伝え、店舗ＭＶＰなどを決めて表彰す

ることにしました。

そうしましたら、チーフの皆さんも同じことを考えていまして、チーフからの発表の時間が 10分くらいあったのですが、何

をするのかなぁ～と楽しみにしていましたら、「感謝すべき人達がいます！」と、各店スタッフから各店店長に、感謝の気持

ちや温かい言葉が贈られました。店長達みんな、ジーーーンと目頭も熱くなっていました。私は各店店長への言葉を聞いてい

る時点で既にやばい状態で、まさか、私も言葉をいただけるとは思ってもいなかったので、号泣でした…チーフを始め、スタッ

フの皆さんに心から感謝しています !! では、VOL.49 スタートです。

「人生はたった１秒の反応で決まる！」
あなたの反応力は？

　さあ、イメージしてください。とても簡単なゲー

ムです。目の前に熱々のコーヒーが入ったマグカッ

プがあります。すると突然、そのカップが倒れてあ

なたの体にコーヒーがこぼれてしまいました。

　あなたはとっさに、どのように反応しますか？

おそらく、「あっち～ !!」「あっ !!」など、慌てた様

子で反応した方が多いのではないでしょうか。もし

くは、無言であるけれど、素早く体をひねらせたり、

立ち上がったりといった行動で反応した方もいるで

しょう。

　「危ないからよける」といった危機に対して反応

ができるから、災難を回避する事も可能ですし、ま

た周囲の人がそれに気づいて、あなたを助けようと

してくれる事もあります。

　こうしたちょっとした反応によって、私たちの人

生は積み上げられていきます。自分を守る為、そし

て周囲に協力してもらうため、私達は強く意識して

いなくても、無意識レベルの中で、自分と相手に何

かしら、反応による信号を送り続けているのです。

それは、危機的状況の時だけではありません。わた

したちは普段の人付き合いや、職場の中などにおい

て、反応の連続で生活しています。

　例えば、朝出勤すれば、「おはようございます」。

人に何かしてもらえば、「ありがとうございます」。

編集長のモジコです

私らしさの方程式

「また会いたい」と思われる人の38のルール



3ハッピータイムズ

編集長 モジコのご挨拶

そして、ありふれた会話の中でも「うん」「はい」「な

るほどね」などと、目の前に相手が一人でも存在す

れば、必ずコミュニケーション上、反応が必要となっ

てきます。

　「また会いたいと思われる」前向きで、チャンス

をぐいぐい引き寄せて幸せオーラを発している人達

には共通点があります…

　ずばりその共通点とは、「反応が良い！」という

ことです。打てば響くようなコミュニケーションが

取れるのです。例え付き合いが短くても、反応が良

い人は 30 秒も話をしていたらわかるくらいです。

その間の１秒１秒の反応が「また会いたい」と思わ

せる根拠になっていくのです。

　私たちに与えられた時間は有限です。その与えら

れた時間の中で、自分をどのように印象づけたいの

か、相手に長々と語っている暇はありません。その

ときのとっさの反応で、相手はあなたがどんな人か

を確実に判断しているのです。

　「また会いたいと思われる人」は、実際に前向きで、

他人から信頼される要素を持っています。ただ、驚

かれるかもしれませんが、そういう人は、必ずしも

社交性がずば抜けて高く、誰よりも明るく、頭脳明

晰で話が得意…というわけではありません。

　共通点である「反応がよい」というのは、簡単に

言うと「思いやりを上手く表現できる」ということ

なのです。そういう人には、その場の空気（雰囲気）

をさわやかに変えることができます。空気が変われ

ば、お互いに話しやすくなったり、信頼できるよう

になったりするわけです。

　自分が描く相手との理想的な状況は何なのか？そ

して、そのためにどのように反応すべきか？ など

と自問自答の連続から見つけ出した答えの中から

「信頼」は生まれていきます。生まれ持った容姿や

本来の性格とは違って「反応をよくする」ことは、

意識と努力で後天的に自分で鍛えて変えていくこと

が可能なのです。

　１回１回の反応があなたの人生を決め

ます！
　これは『「また会いたい」と思われる人の 38 の

ルール』という本の一節です。私が何故この本を手

にしたかといいますと、私自身とお店のコンセプト

が「また会いたいと思われる人になること」だから

です。読んでみると、なるほど～と思うことがたく

さんあって、すぐにでも行動に移せる事も多かった

です。表情、姿勢、返答の一言を工夫するなどやっ

て損はないことが満載です。それに「また会いたい」

と思える人は、無意識かもしれませんが、本に書い

てあったことをごく自然にされてる方が多いです。

私が学生の頃に通っていた美容師さんは、おおらか

で安心感があって、楽しくて「ま

た会いたい」と思える方でした。

その出会いがあったから、美容

師を目指し、天気予報に入社し

て、今があるのかもしれません。

この本を皆さんにご覧いただけ

たら嬉しいです。

「また会いたい」と
思われる人の38のルール

𠮷原 珠央 著
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さて、今回は毎年恒例の我が編集部の新年会の模様をお伝えします。今回は思いっ
きりスタミナつけよう！ ってことで「焼肉」です。
　多分、知っている方も多いと思われる地元での隠れ有名店の「山力」さん
に行ってきました。場所は木曽川町の住宅街です。近くを通っただけでも一発
で解るくらい煙がもくもくです !!（笑）凄くレトロな店内ですが活気に満ちて
いて、夜の９時過ぎにも関わらず満席でした。
　店内の壁に貼ってあるメニューを見てびっくり！安い !! 基本的に 300 円く
らいのメニューばかりで、トンチャンにいたっては一皿 130 円！ ありえない
価格に逆に味の方を心配してしまうくらいです。しか～し、マックスにお腹が
すいている中でそんなことは関係なくとにかく注文です。カルビ、ロース、ホ
ルモン、etc．色んなものを頼みました。まず最初に出てきたのがカルビ。しっ
かりとタレのしみこんだ肉が運ばれてきました。さっそく、焼きに入ります…。
他に負けないくらいのもくもく

な煙をあげて肉汁たっぷりなカルビが焼きあがります！ もう待てない！ って勢いで早
速１枚目⇒「うま～い !!!」何コレ？ ホントに 300 円？？ って感じです！ ベースのタ
レのしみこんだ肉に焼きあがった後につけるタレがベストマッチ。結構味は濃いですが
めちゃうまです！むさぼるように食べる３人…。あっという間に皿が空になり、ロース、
ホルモンと次々平らげてしまいました。はっきり言って価格以上の味です。早食い競争
のように第１ラウンドを終えて第２ラウンドへ。じっくり味わうために特上ロースやら
レバ刺しやらを注文。コレがまたうまい !! まったく臭みのないレバ刺しもいいですし、
何より４枚で1,000円の特上ロースがいい！ なにせ一切れ250円ですからね、トンチャ
ン一皿より高い（笑）めちゃくちゃお腹いっぱいになるくらい食べて３人でお会計なん
と 9,500 円！ いや～ありえない。かなりガーリックも効いてますし店内ももくもくな

ので好き嫌いはでるかもしれま
せん。…が！ しかし一度行って
みる価値はありますよ！ お客様
も若いカップルからファミリー、
年配のサラリーマンの方までか
なり幅広く大繁盛でした。ガッ
ツリ食べたい！ しかもお値打ち
に！ なんて方はぜひ行ってみて
ください。いろんな意味で衝撃
を受けると思います（笑）
以上、2010 年編集部の新年会
の様子でした！

電　　話／0586-87-3341　　　　定 休 日／月曜日
営業時間／PM5:00～PM10:00　

一宮市木曽川町黒田字往還西北ノ切32-1

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。

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

　最近、話題の大河ドラマ「龍馬伝」を観ているのですが、面白いですね！ まず第一に福山さんがかっこいい !! 泥
にまみれて俵かついでいてもかっこいい！ ファンの方も多いのではないでしょうか？ あと、個人的には香川さん
の演技力と存在感も大好きです。時に主役を食ってしまうほどの名脇役ですよね。そんな、ドラマの主人公坂本龍
馬の生き様がかっこいいなって思います。鎖国の中日本という島国で起きている物事を越えて、世界を飛び回るこ
とを夢見た龍馬のグローバルな視点と柔軟な発想は見習うべきかなって思います。人生は死ぬまで何があるかわか
りませんし、夢を持つのは自由です。どうせならでっかい夢を常に持ち続け目先のことを一つずつクリアしていき
自分の可能性にチャレンジし続ける人生でありたいと思います。持ち前の楽天家気質で、いい意味で「我がまま」
に自分に正直に生きていこうと思う今日この頃です。

※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♪

　いかがでしょうか？ 焼肉食べたくなりました？？ ぜひ行ってみてくださ
いね。それはそうと先日もともと僕の居た千秋店の大切な仲間が寿退社をし
ました。最終日に千秋店のメンバーの呼びかけで色んなお店のスタッフみん
なでサプライズな企画をして送り出したのですが、いいものですね仲間って。
いくつになっても変わらない絆をもてたら最高です！そんな仲間の姿と主役
の最高に幸せそうな笑顔を見て凄く凄く温かい気持ちになりました。これか
らも皆さんとの絆や繋がりを大切にこの仕事を出来たらなって思っています
ので今後とも宜しくお願いします。私事ですが最後に一言、「麻衣ちゃん本
当にお疲れ様でした、お幸せに !!」　また次回もお楽しみに !!!

な煙をあげて肉汁た ぷりなカルビが焼きあがります

山  力 さん
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春の中高生キャンペーン

春の中高生キャンペーン！ 期 間 限 定期 間 限 定

3/23/2（火）（火）～４/30～４/30（金）（金）

中高生しかできないお得教えます！ 好きなの選んでね！

まだＴＪ天気予報に来たことがまだＴＪ天気予報に来たことが
ない友達を誘って来てね！ない友達を誘って来てね！
二人とも巻き髪したら楽しいよ！二人とも巻き髪したら楽しいよ！

ＴＪのワックス使ってみよう！ＴＪのワックス使ってみよう！

男子もオススメ！男子もオススメ！

シャンプーの後、シャンプーの後、
髪をタオルで拭髪をタオルで拭いて塗るだけでいて塗るだけで

超サラサラ !?超サラサラ !?

『イメチェンコース』『イメチェンコース』『前髪ストレート』『前髪ストレート』

友達と来よう！友達と来よう！
友達割りします友達割りします
2人とも 定価より2人とも 定価より
20％割引します20％割引します

定価1,470円を定価1,470円を

20%OFFで20%OFFで1,176円1,176円
2,100円  　2,100円  　1,680円1,680円
1,050円  　 1,050円  　         840円840円

『『デザインキューブワックスデザインキューブワックス』』『『プラチナコラーゲンプラチナコラーゲン』』

12,800円12,800円 2,620円2,620円3,150円

※カットは含まれておりません。

※他のサービスとの併用はご利用頂けません。

全部含めて全部含めて
20％OFF20％OFF

20％OFF
20％OFF

20％OFF20％OFF

20％OFF20％OFF

カット+カラカット+カラーー+パ+パーーママ

高 3 の子だけね！

香り良し、使いやすさ良しの 洗い流さないトリートメント

中高生誰でもOKです！

高校卒業企画！111

333 444 555

222
中高生誰でもOKです！

高校卒業企画！
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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

1本 10%OFF   2本 20%OFF
＊一部の商品が対象外となります

サロンマネージャーのオススメ商品大公開！

ＴＪ天気予報ではたくさんの商品の取り扱いがございますが、いま
いち何がいいか…わからない、使ってみたいけど……などあると思
います。そんな悩みを解消する、『進化系美容室』第一弾「サロン
マネージャーのオススメ商品大公開」。お気に入りの商品が今明か
されます。     ※個人の意見であって、全ての人に効果が現れるとは限りません。

ルプルン
女性本来の美しさを演
出するために生まれた
媚薬

セラムニュイ
寝ている間に栄養補
給。どんな髪質でも朝
にはつやサラ

プロディレクト
　Ce＋
しなやかで美しい髪
へ、あなたの髪を導き
ます

プロディレクト
　Ce＋
☆自分でもプロの仕上
がり、驚きの手触り
で、毎日ツルツル!!

テクスチュア
クリームワックス
軽い仕上がりなのに、一日
中崩れない。95％以上自然
界由来のワックスそして、
容器は99％再生容器です

ソワンオレオ
リラックス
髪を美しく魅せる、魔
法の雫。毛先までサラ
サラでまとまりのある
髪へ

プラチナコラーゲン
髪が柔らかくまとまり
やすくサラツヤに！ 
朝の時短に!!!!

ソワンオレオ
リラックス
1度つけたら、やめら
れない、やめる自信の
ある方どうぞ

セラムニュイ
寝言を言いながらのト
リートメント！ 朝10
分余分に寝れます

ReFa
入浴中やテレビを見な
がら、小顔&アンチエ
イジング!!

ネクターテルミック
売れ筋 №１!!!! 使って
みるとすぐ実感できま
す

クリームPPT・
クリームPPTモイスト
最新より最善！ 本気
で髪を良くしたい全て
の方へ!!

アイケア
Ｙシャンプー
洗い上がりがちがいま
す！ 実感してみてく
ださい★

ルプルン
僕が作りました！ 超
自信作です。つやつや
♪ピカピカ♪１週間で
驚きの回復！

プラチナコラーゲン
今までいろんな商品を
つけたりしたけど、も
の足りなさを感じてい
たのに、これは「みつ
けた」という商品です

VINAL PETIT
～ビナール　プチ～
巻き髪しながら、毛先
エステ。傷まないホッ
トカーラー、発売！

アデューラ
アイレ 07・08
えっ!? 黒いトリート
メント!!本気で髪を良
くしたい方へ1週間に
1回のスペシャルケア!!

ナノアミノリフティング
リペアセラム
翌朝のピンとしたハ
リにびっくり！ 一度
使ってみる価値あり

ビタボルテージ
BLHトニックH
地肌と髪の毛が若がえ
る魔法の薬登場！

プロディレクト
　Ce＋
最新のヘアケアアイテ
ム！ 髪がツヤツヤ！ 
柔らかくなりますよ♪

ナノアミノリフティング
リペアセラム
試せば納得!! 売り切れ
御免！ 魔法の美容液

ブラッドオレンジ＆
バニラ　ボディミルク
すばらしい保湿力!! 赤ちゃん
のボディにも使用できるほ
ど肌にやさしい!! １度使うと
やみつきになりますよ!!!

※キャンペーン対象外商品です。※キャンペーン対象外商品です。

※キャンペーン対象外商品です。※キャンペーン対象外商品です。

※キャンペーン対象外商品です。※キャンペーン対象外商品です。

※キャンペーン対象外商品です。※キャンペーン対象外商品です。

※キャンペーン対象外商品です。※キャンペーン対象外商品です。

※一部の店舗のみの取扱いの商品がございますので、ご了承ください。
※キャンペーン対象外商品です。※キャンペーン対象外商品です。

3,480円

3,885円

2,500円

2,500円

2,940円

2,940円

2,100円

2,940円

3,885円

24,900円

3,360円

PPT 3,675円 PPTモイスト3,990円

5,250円

3,480円

2,100円

13,440円

2,310円

6,090円

6,300円

2,500円

6,090円

3,150円

千秋店（Part3）
木村サロンマネージャー

江南店（1mm）
山田サロンマネージャー

尾張旭店（9mm）
水野サロンマネージャー

滝の水店（7t）
近藤サロンマネージャー

天白店（5コ）
渡辺サロンマネージャー

岐阜店（3ページ）
後藤サロンマネージャー

末広店（Part9）
津久井サロンマネージャー

北名古屋店（7mm）
花井サロンマネージャー

多治見店（5t）
小川サロンマネージャー

豊明店（3コ）
伊藤サロンマネージャー

桑名店（1ページ）
飯尾サロンマネージャー

稲沢店（Part7）
堤サロンマネージャー

春日井店（5mm）
小玉サロンマネージャー

日進店（3t）
今枝サロンマネージャー

可児店（1コ）
日比野サロンマネージャー

小牧店（9コ）
酒井サロンマネージャー

 木曽川店（Part5）
森山サロンマネージャー

尾西店（3mm）
中村サロンマネージャー

津島店（1t）
小西サロンマネージャー

大府店（9t）
吉岡サロンマネージャー

各務原店（7コ）
足立サロンマネージャー

知立店（5ページ）
多田サロンマネージャー

オススメ商品大公開 !
サロンマネ

ＴＪ天気予報で

オサロ
ン

マネ
ー

ジャ
ーの

美　容　液

洗い流さない
トリートメント

トリートメント

トリートメント

スタイリング剤

洗い流さない
トリートメント

洗い流さない
トリートメント

洗い流さない
トリートメント

洗い流さない
トリートメント

美　顔　器

洗い流さない
トリートメント

トリートメント

シャンプー

美　容　液

洗い流さない
トリートメント

ホットカーラー

トリートメント

美　容　液

育　毛　剤

トリートメント

美　容　液

ボディーミルク



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－

新製品のヘアワックス2品は自然界由来成分95％以上とのこと。ワックスはケミカルな成分を使っ
たほうが仕上がりがいいという気がしていたのですが、これはそんな心配は無用。ふんわりもガッ
チリも自由自在。それでいて当然ながら貴重なオーガニック認定アロマがたっぷり入っている。こ
れはまさにトリートメントとスタイリング剤の 2in1 ワックスと言えます。
これまでの自然派コスメは感触＆仕上がりはそれなりといったモノも少なくない中、同じ自然派で
も、アヴェダはオールOKな進化系であることをつくづく実感。ワックスの容器は 99％再生素材。
外箱は 80％再生紙で地球に優しくできています。

自分の為に！
地球の為に！

16 ハッピータイムズ

ジョンマスターオーガニック・アヴェダ・ケラスターゼ

人に優しく、地球を大切に

ジョンマスター製品の原料は100％植物（天然）由来
原料を使用しています。すべての原料はジョンマ
スターの厳しい13の基準をクリアしています。

末広店・日進店・可児店・豊明店
天白店・各務原店・小牧店取扱店

NEW! ライトエレメンツ
シェイプアップワックス

ライトエレメンツ
テクスチュアークリームワックス

アヴェダカラーファンの
皆さま、いつもご利用
ありがとうございます。
この度はアヴェダカラーの良さ
をおさらいします。
●自然界由来の植物性分 93％
から出来ています。（オーガ
ニック認定）

●化学性分のカラーの 3分の１
のダメージでおさえられます。
●色持ち、色の入りが良い。
●全国 23 万件ある美容室の中
で、220 店輔しか現在取り扱
うことが認められてません。

74g

2,940円
74g

2,940円

取扱店
知立店

取扱店　　稲沢店・江南店・春日井店・北名古屋店・多治見店・桑名店・岐阜店

１、ラウリル硫酸ナトリウム、パラベン、DEA、MEA、TEAを使用しない。
２、遺伝子組み換えされた原料を使用しない。
３、石油化学物質を使用しない。
４、動物実験をしない。
５、合成着色料、合成香料、増量剤をしない。
６、原料はできる限りオーガニック認証を受けたものを使用する。
７、すべてのエキスやエッセンシャルオイルは出来る限りオーガニック認証を受けたものを使用する。
８、すべてのエッセンシャルオイルは水蒸気蒸留されたもので、オイルの力をなくすプロビレングリコ

―ルでの抽出はしない。
９、すべての植物オイルは冷却圧縮方を使用し、植物オイルのセラピ―効果をなくす熱蒸留はしない。
10、すべての原料は髪と肌を補い、保護することを証明しなければならない。
11、すべての原料は環境に優しい方法（ワイルドクラフト）で収穫されなければならない。
12、すべての原料はできる限り生分解性があるものを使用する。
13、できる限りフェアトレ―ド原料を使用する。
をお約束します。

体にも地球にも良い…それが j o h n  m a s t e r s です。

ジョンマスター製品の原料は100％植植物（天然）由来ジョンマスター製品の原料は100％植物（天然）由来
原料はジョンマ原料を使用しています。すべての原原原料を使用を使用しています。すべて。 ジ使用 ンい 原料原料を使用 は原 は原料を使用しています。すべての原 ョべ はす すを使用しています すべての 料料 す す 料べ 料料 原原原 用 ョンマを使用していま 原原原 マ使用しています すべて マ料料を使用 原原 料料 使 して て 料料 原原原原料を使用しています。すべての原料はジョンマ

スターの厳しい13の基準をクリアししています。スターの厳しい13の基準をクリアしています。
取扱店
知立店

１、ラウリル硫酸ナトリウム、パラベン、DEA、MEA、TEAを使用しない。
２、遺伝子組み換えされた原料を使用しない。
３、石油化学物質を使用しない。
４、動物実験をしない。
５、合成着色料、合成香料、増量剤をしない。
６、原料はできる限りオーガニック認証を受けたものを使用する。
７、すべてのエキスやエッセンシャルオイルは出来る限りオーガニック認証を受けたものを使用する。
８、すべてのエッセンシャルオイルは水蒸気蒸留されたもので、オイルの力をなくすプロビレングリコ

―ルでの抽出はしない。
９、すべての植物オイルは冷却圧縮方を使用し、植物オイルのセラピ―効果をなくす熱蒸留はしない。
10、すべての原料は髪と肌を補い、保護することを証明しなければならない。
11、すべての原料は環境に優しい方法（ワイルドクラフト）で収穫されなければならない。
12、すべての原料はできる限り生分解性があるものを使用する。
13、できる限りフェアトレ―ド原料を使用する。
をお約束します。

体にも地球にも良い…それが j o h n  m a s t e r s です。

すばらしい保湿力!! 赤
ちゃんのボディにも使
用できるほど肌にやさ
しい!! １度使うとやみ
つきになりますよ!!!

※キャンペーン対象外商品です。※キャンペーン対象外商品です。

ブラッドオレンジ＆
バニラボディミルク

3,150円3,150円
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お客様からのＱ＆Ａ　日頃の疑問にお答えします !!

「なんとなく気付いたけど最近髪型を決めるために
 　　　　　　　　雑誌を見てるとパーマスタイル多くないかな～」
って言われることが多いんです最近…。
確かに多くのヘアカタログは大半がパーマスタイルで埋まっています。
では、今ここに来て何故パーマがまた人気なのか？？ それは大きく分けて２つの理由が！

パーマを１度かけたことある方がパーマをかけなくなった理由のダントツ１位は「パーマをかけたら傷んだ !!」というものでした。確
かに傷んでしまったら手入れもしにくいし扱いにくい、何より悲しすぎて２度とパーマはかけたくなくなりますよね…。でも今は違う
んです！ 薬剤も日々進化をし、パーマをかけても傷みにくいだけでなく良くする部分も作れるようになったんです !! 科学の進歩は素
晴らしい（笑）。過去に嫌な思いをした方もぜひ今１度体験してみてください。

最近サロンで使われるパーマ剤のほとんどは医薬部外品という薬剤の扱いで
はなく、化粧品登録のものが大半です。簡単に言ってしまうと今までのパー
マ剤とは違って髪の毛への負担や残留が少なくダメージが出にくいので安心
してパーマがかけられるようになったということです。

パーマは何もただデザイン的に変化をするためだけの用途ではありません。もち
ろん形を変えてデザインする事は一番大きな魅力です。ただ、それ以外に髪質自
体を整えて扱いやすくしたり、髪の毛のボリュームをコントロールしたり骨格を
補正することもできるんです！ 主に大きく分けて４つ、次のような感じです。

（今までのイメージ） （最近のイメージ）

稲沢店 店長
堤　哲郎です。

最近
若づくりに
必死です…。

ダメージレス！ダメージレス！

さらに!!

デ
ザ
イ
ン
派

補　

正　

派

パーマの用途の多様化パーマの用途の多様化

理由1

理由2

★お客様からの素朴な疑問 　～番外編～

Q「最近どの雑誌やヘアカタログを見ても　　　　Q「最近どの雑誌やヘアカタログを見ても　　　　

　　　　　　パーマスタイルばっかり、何で？？」　　　　　　パーマスタイルばっかり、何で？？」

いかがでしょうか？ 意外と知られていない事実ですが、最近のパーマは本当に進化しています。今まであん
まりパーマにいい思い出がないなって方もぜひ、今１度パーマに挑戦してみてください。もちろん春に向けて
のスタイルチェンジや、ちょっと気になる部分の補正など、用途は自由に選んでいただけます。興味のある方
はぜひ担当のスタイリストにご相談ください。きっと一番ベストなパーマをかける方法を教えてくれます！
2010 年のキーワードは「チェンジ」です。思い切ってチャレンジしてヘアスタイルを楽しみましょう !!

大きくやわらかなくせ毛風
のカールからしっかりとか
かったウェーブまで、かけ
るだけで見た目を大きく変
えられるパーマ！ 鏡を見る
のが楽しみ！

扱いにくいくせもしっかり
まっすぐ！ 天使の輪が出来
るサラツヤ髪を手に入れる
ストレートパーマ！ 毎日の
お手入れも格段に楽に！

くせやボリュームも気にな
るけどウェーブのデザイン
で遊びも欲しい！ そんな我
がままを叶えちゃえる！根
元ストレートに毛先はカー
ル！ 無理だと思っていたス
タイルを楽しめる！

欲しいところに欲しいだけのボ
リューム＆動き！ いらない部分
のボリュームやくせはシャット
アウト！ 自由自在のコントロー
ルパーマ！ 前髪だけ流したりス
トレートにしたり、トップにボ
リュームを出したりも出来ます !!
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美しく・健康でいるための秘訣
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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！

■営業受付時間

■定休日/月曜日※月曜祝日の場合もお休みとさせていただきます。

縮毛矯正（カット込）
平日（火～金） AM10:00～PM5:30 ～PM7:10
土・日・祝日 AM 9:00～PM4:30

～PM6:00
～PM5:00

パーマ + カラー（カット込）
～PM5:30
～PM4:30 ～PM6:10

カットパーマ or カラー（カット込）

TJ天気予報　ホームページアドレス　http://www.tj-tenkiyohou.co.jp

編 集 部 よ り

お知らせ②お知らせ②

４月から、新しい仲間が 68人増えます。

温かい目で見守ってあげてください。 2009 年新入社員2009 年新入社員
～新人研修終了後・記念撮影～～新人研修終了後・記念撮影～

お知らせ②お知らせ②

ペットボトルキャップ報告書

新入社員がまたまた増えます新入社員がまたまた増えます

皆様にご協力いただいています、
『ペットボトルキャップ』の 2009 年の集計結果です。
936.9kg（378,000 個）回収にご協力いただきました。
大変感謝いたします。
現在も回収させていただいておりますので、
引き続きご協力お願いいたします。
※ポリオワクチン（ペットボトルキャップ 400個 /人）が約 940人分に相当いたします。

メイク・ア・ウィッシュに昨年の売上の一部を
寄付させていただきました。
※『メイク・ア・ウィッシュ』とは、重い病
気と闘う子どもの夢をかなえるボランティア
団体で、今までに 1,300 人以上の子どもた
ちの夢を実現を応援してきました。

冊子を各店でお配りしています。
子宮頸がんは「予防できる」がんです。正
しい知識をもっていれば、自分で予防でき
る子宮頸がん。大切なあなたのからだを守
るために、検診のこと、予防ワクチンのこと、
この機会に知ってみてはいかがでしょうか。

メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン
事務局長　大野寿子様から賞状授与

よろしくお願いします！


