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今回からハッピータイムズの表紙は、各
店より優秀なスタッフをご紹介します。
今回は千秋店（Part3）の鈴木飛香さん
です。

名 前：池田 沙織
勤務地：木曽川店
信 条：楽しい時間を大切にすること。
TJ 天気予報ってどんなところ？：
たくさんの人と出逢えて自分を成長させ
る事が出来る大切な場所です。
今の私があるのはＴＪ天気予報のおかげ
です。

名 前：鈴木 飛香
勤務地：千秋店
信 条：想いを大事にすること。
TJ 天気予報ってどんなところ？：
スタッフやお客様に恵まれていて、自分
自身も成長できる素敵な会社です。

目 次
ＴＪ天気予報代表取締役 大前陽子よりご挨拶 …………… ２
編集長 モジコのご挨拶 ……………………………………… ３
食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!（ラーメン） … ４
今年もこれが届いちゃいましたね！ ………………………… ５
幸運のおみくじ ………………………………………………… ６
パスポート特典 ………………………………………………… ７
美しく・健康でいるための秘訣 ………………………… ８～９

デジタルパーマ特集 ……………………………………………
似合うスタイルを見つけよう。 ………………………………
お客様からのＱ＆Ａ ……………………………………………
カラー特集 ………………………………………………………
ＴＪ天気予報 2006年優秀スタッフの紹介 …………………
スタッフ紹介 ＴＪ天気予報滝の水店 ………………………
編集部からのお知らせ！（各務原店OPENしました。）………

10
11
12
13
14
15
16

名 前：甲斐田 祥久
勤務地：稲沢店
信 条：青春真っ最中 !!!
TJ 天気予報ってどんなところ？：
自分の可能性を広げられ、チャンスを与
えてくれる職場。
人間を作る学校ですね★

目 次

目 次

編集長 モジコのご挨拶 ………………………………… ２～３
食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!（エビフライ）… ４
2007年春夏ＴＪ天気予報ニューヘアライン …………… ５～６
2007年春のキャンペーン ……………………………………… ７
ストレートキャンペーン ……………………………………… ８
デジタルパーマ特集 …………………………………………… ９

ダイヤモンド・プラチナ・ゴールド会員様限定の情報誌

ＴＪ天気予報

エクステンションの楽しみ方 …………………………… 10～12
カラー特集 ……………………………………………………… 13
美しく・健康でいるための秘訣 ……………………………… 14
お客様からのＱ＆Ａ …………………………………………… 15
編集部からのお知らせ！ ……………………………………… 16

美しく・健康でいるための秘訣 ……………………………… 11
お客様からのＱ＆Ａ …………………………………………… 12
カラー特集 ……………………………………………………… 13
新入社員入社しました。……………………………………… 14
スタッフ紹介 ＴＪ天気予報大府店 ………………………… 15
編集部からのお知らせ！（小牧店OPENしました。）………… 16

目 次

編集長 モジコのご挨拶 ………………………………… ２～３
食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!（こだわり）…… ４
2007年夏ＴＪ天気予報ニューヘアライン ………………… ５
2007年夏のキャンペーン ………………………………… ６～７
ストレートキャンペーン ……………………………………… ８
デジストカール登場 …………………………………………… ９
Ｗパーマ登場 …………………………………………………… 10

ＴＪ天気予報

美しく・健康でいるための秘訣 ……………………………… 11
お客様からのＱ＆Ａ …………………………………………… 12
カラー特集 ……………………………………………………… 13
ＴＪ天気予報スポーツ大会 …………………………………… 14
スタッフ紹介 ＴＪ天気予報可児店 ………………………… 15
編集部からのお知らせ！ ……………………………………… 16

モジコのご挨拶 …………………… ２～３

お客様からのＱ＆Ａ ……………………………… ７

2007年秋・冬ニューヘアライン …………… ４～５

編集部からのお知らせ！ ………………………… ８

編集長

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!（焼き鳥(串)）… ６

夏のキャンペーン情報誌

VOL.35

VOL.36

VOL.37

VOL.38

VOL.39

2007年11月号

2008年１月号

2008年３月号

2008年５月号

2008年７月号

目 次

名 前：太田 雅史
勤務地：春日井店
信 条：何事も諦めない
TJ 天気予報ってどんなところ？：
たくさんの仲間がいる所

名 前：千石 菜莉子
勤務地：北名古屋店
信 条：お客様あってのＴＪ天気予報
TJ 天気予報ってどんなところ？：
やさしくて、あったかくて、時に厳しく
て、常に自分を成長させてくれるところ
です。色で言うと、オレンジ色です。

お客様からのＱ＆Ａ …………………………………………… 11
カラー特集 ……………………………………………………… 12
社員旅行 ………………………………………………………… 13
ＴＪ天気予報 2007年社内コンクール ……………………… 14
スタッフ紹介 ＴＪ天気予報豊明店 ………………………… 15
編集部からのお知らせ！ ……………………………………… 16

ＴＪ天気予報代表取締役 大前武司よりご挨拶 …………… ２
編集長 モジコのご挨拶 ……………………………………… ３
食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!（イタリアン）… ４
2008年キャーンペーン …………………………………… ５～８
パスポート特典 ………………………………………………… ９
美しく・健康でいるための秘訣 ……………………………… 10

カラー特集 ………………………………………………………
お客様からのＱ＆Ａ ……………………………………………
お客様のお声が私たちの財産です。 …………………………
ＴＪ天気予報 2007年優秀スタッフの紹介 …………………
スタッフ紹介 ＴＪ天気予報天白店 …………………………
編集部からのお知らせ！ ………………………………………

VOL.40

きれいなママ応援プロジェクト ……………………………… 13
グロスオントリートメント …………………………………… 14
ヘアマスクトリートメント …………………………………… 14
美しく・健康でいるための秘訣 ……………………………… 15
編集部からのお知らせ！ ……………………………………… 16

編集長 モジコのご挨拶 ………………………………… ２～３
食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!
（うなぎ）……… ４
OFFシーズンストレート企画 ………………………………… ５
試着相談会開催 ………………………………………………… ６
中高生企画 ……………………………………………………… ７
TREATMENT BAR …………………………………………… ８
tojo ……………………………………………………………… ９

２人でご来店でお得です！ ……………………………………
美しく・健康でいるための秘訣 ………………………………
カラー特集 ………………………………………………………
お客様からのQ&A ……………………………………………
スタッフ紹介 ＴＪ天気予報各務原店 ………………………
今年も76人が新加入しました …………………………………
編集部からのお知らせ！ ………………………………………

ＴＪ天気予報

編集長 モジコのご挨拶 ………………………………………… ２
食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!
（カレー）………… ３
2008年秋冬コレクション …………………………………… ４～９
Autumn & Winter Hair キャンペーン …………………… 10・11
ストレートメニューが変わりました …………………………… 12
エアーパーマ ……………………………………………………… 13
2008年大人のカラー ……………………………………………… 14

【差出人】L - N E T（株） 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24
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名 前：三好 明梨
勤務地：可児店
信 条：夢を追いかけるのをやめないこと
TJ 天気予報ってどんなところ？：
あったかくて、いい人しかいない会社

名 前：佐藤 加奈
勤務地：大府店
信 条：素直な心
TJ 天気予報ってどんなところ？：
いつも元気をもらえるあったかいお店

ＴＪ天気予報
カラー特集 ………………………………………………………… 12
美しく・健康でいるための秘訣 ………………………………… 13
アンケート・スタッフ表彰 ……………………………………… 14
スタッフ紹介

お客様からのＱ＆Ａ ……………………………………………… 11

編集部からのお知らせ！ ………………………………………… 16

ＴＪ天気予報桑名店 …………………………… 15

【 還 付 先 】〒491-0816 一宮市千秋町浅野羽根古金島9-1
TJ天気予報内 L- N ET

ＴＪ天気予報

ＴＪ天気予報

目 次

大前武司よりご挨拶 ……………… ２

モジコのご挨拶 ………………………………………… ３

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!
（ラーメン）……… ４
チャレンジ2009 ……………………………………………… ５～10

「笑顔」と「満足」がいっぱいあふれる情報誌

夏カラー・夏パーマ×Ｔシャツ ……………………………… 13
2008年夏限定メニュー ………………………………………… 14
美しく・健康でいるための秘訣 ……………………………… 15
2008年ＴＪ天気予報の取り組み ……………………………… 16

「笑顔」と「満足」がいっぱいあふれる情報誌
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【 還 付 先 】〒491-0816 一宮市千秋町浅野羽根古金島9-1
TJ天気予報内 L - N E T

編集長 モジコのご挨拶 ……………………………………… ２
食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!
（うなぎ）……… ３
一人より二人で楽しむ夏HAIR ………………………… ４～９
夏を楽しむデザイン ……………………………………… 10～11
TJ天気予報が提案する2008年夏HAIR …………………… 12

2009年１月号

ＴＪ天気予報代表取締役
編集長

目 次

VOL.42

目 次

ニューフェイスそろいました!! ………………………………… 15
アヴェダ／ケラスターゼ／ラ・カスタ 特集 ………………… 16
美しく・健康でいるための秘訣 ………………………………… 17
社内コンクール …………………………………………………… 18
2008年ＴＪ天気予報の取り組み ………………………………… 19
編集部からのお知らせ！ ………………………………………… 20

10
11
12
13
14
15
16

「笑顔」と「満足」がいっぱいあふれる情報誌

名 前：後藤 里恵
勤務地：滝の水店
信 条：今を生きる
TJ 天気予報ってどんなところ？：
学校のような、家のような温かい素敵な
ところ

名 前：魚住 宏祐
勤務地：多治見店
信 条：人生気楽に
TJ 天気予報ってどんなところ？：
学校の延長線上みたいな所。

目 次
秋はデジタルパーマをかけよう!! …………………………… 11
お客様からのQ&A …………………………………………… 12
美しく・健康でいるための秘訣 ……………………………… 13
RISING COMPLEX 2008・a-nation 08 …………………… 14
スタッフ紹介 ＴＪ天気予報小牧店 ………………………… 15
頭皮ホゴ宣言・Beauty job impact 2008 ………………… 16

編集長 モジコのご挨拶 ………………………………… ２～３
食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!
（うなぎ）……… ４
2008年春夏コレクション ………………………………… ５～９
ＴＪ天気予報が提案する2008年パーマ最前線 ………… 10～11
2008年春のキャンペーン ……………………………………… 12

2008年11月号

ダイヤモンド・プラチナ・ゴールド会員様限定号

目 次

目 次

11
12
13
14
15
16

VOL.41

2008年９月号

名 前：本宮 加奈子
勤務地：日進店
信 条：ポジティブシンキング（何事に
も前向きに☆）
TJ 天気予報ってどんなところ？：
第２の家。学ぶことがたくさんあって成
長できます。

名 前：渡邊 明日香
勤務地：津島店
信 条：追追追求。「好きこそ物の上手
なれ」です。
TJ 天気予報ってどんなところ？：
家族のように温かく、厳しく、お互いに
成長し合える学校のようなところです。

名 前：倉島 絵理
勤務地：尾張旭店
信 条：1 つ 1 つの出来事を大事にする。
TJ 天気予報ってどんなところ？：
第 2 の家族がいるところです。

目 次

目 次

編集長 モジコのご挨拶 ………………………………… ２～３
食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!（うなぎ）……… ４
パスポート特典 ………………………………………………… ５
プレミアムトリートメント …………………………………… ６
Cascading Color ………………………………………… ７～９
敬老の日キャンペーン・ガソリン代還元キャンペーン …… 10

目 次

編集長 モジコのご挨拶 ………………………………… ２～３
食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!（串）…………… ４
OFFシーズンストレート企画 ………………………………… ５
スタッフ改造計画（デジタルパーマ編）……………… ６～７
スタッフ改造計画（ファーストカラー編）…………… ８～９
エクステ特集 …………………………………………………… 10

春のヘアデザインキャンペーン情報誌

名 前：兼清 美由紀
勤務地：尾西店
信 条：感謝の気持ちを忘れないこと。
TJ 天気予報ってどんなところ？：
人として大きく成長できるところ。

編集長 モジコのご挨拶 ………………………………… ２～３
食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!（オムライス）… ４
2007年冬のキャンペーン ……………………………………… ５
２大人気メニュー徹底研究 …………………………………… ６
ストレートキャンペーン ……………………………………… ７
スタイリング剤ひとつでイメージが変わります。……… ８～９
美しく・健康でいるための秘訣 ……………………………… 10

名 前：城田 絵里加
勤務地：江南店
信 条：神様は乗り越えられない壁は与
えない。辛くても悲しくてもいつかは自
分の為になる☆
TJ 天気予報ってどんなところ？：
スタッフ同士がとても仲が良く、常にお
客様の事を第一に考える、温かくて素敵
なところです☆
素敵な先輩方に囲まれて毎日多くのこと
を学ばせて頂いています。
お客様や先輩方が私の先生です !!

名 前：鎌田 公介
勤務地：末広店
信 条：人に優しく
TJ 天気予報ってどんなところ？：
自分を成長させてくれる所

編集長 モジコのご挨拶 ………………………………………… ２
食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!（ 新年会でおいしいもの）… ３
SPRING NEW HAIR DESIGN ……………………………… ４～９
春のワクワクセットメニュー ……………………………… 10～11
春のワクワクセットメニュー ストレート …………………… 12
春のワクワクセットメニュー パーマ ………………………… 13
2009年ＴＪ天気予報がおすすめするデザインカラー⑥ ……… 14

目 次

春のワクワクセットメニュー 中高生限定企画 ……………… 15
ご紹介キャンペーン ……………………………………………… 16
アヴェダ/ラ・カスタ/ケラスターゼ …………………………… 17
美しく・健康でいるための秘訣 ………………………………… 18
お客様からのＱ＆Ａ ……………………………………………… 19
編集部からのお知らせ！ ………………………………………… 20

【差出人】L - N E T（株） 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24
発行

ＴＪ天気予報編集部（２人）＋おまけ３人

【 還 付 先 】〒491-0816 一宮市千秋町浅野羽根古金島9-1
TJ天気予報内 L- N ET

編集長 モジコのご挨拶 ………………………………………… ２
食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!（洋食）
…………… ３
各店舗キャンペーン ………………………………………… ４～８
パーマモニター大募集 …………………………………………… ９
ストレート企画 …………………………………………………… 10
カラー特集 ………………………………………………………… 11

ＪＫガールズコレクション ……………………………………… 12
父の日・母の日企画 ……………………………………………… 13
金の卵 育成プロジェクト第１弾 ……………………………… 14
美しく・健康でいるための秘訣 ………………………………… 15
編集部からのお知らせ！ ………………………………………… 16
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名 前：青山 桃子
勤務地：豊明店
信 条：☆全てに感謝☆
TJ 天気予報ってどんなところ？：
人として成長できる場所

名 前：堀田 瞳
勤務地：天白店
信 条：☆一期一会☆
TJ 天気予報ってどんなところ？：
私の１番心地よい居場所

名 前：島井 博之
勤務地：各務原店
信 条：元気と笑顔
TJ 天気予報ってどんなところ？：
自分がもっとも輝ける場所。

名 前：登野城 麻弥
勤務地：小牧店
信 条：自分の笑顔で人を動かす
TJ 天気予報ってどんなところ？：
出逢えて良かったと思える場所
楽しいときも、辛いときも必ず誰かがそ
ばにいてくれるあったかい２つめの家族

ＴＪ天気予報
目 次
編集長 モジコのご挨拶 ………………………………………… ２
食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!（イタリアン）
…… ３
無敵の2009年秋パーマ ……………………………………… ４～５
艶やかに深みのある、プラチナカラー …………………… ６～７
平日ランチバイキング（９、10月平日限定特別企画）…… ８～９
ちびっこカット …………………………………………………… 10

目 次
編集長 モジコのご挨拶 ………………………………………… ２
食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!（ラーメン）…… ３
2009年最新美人髪のツクリカタ …………………………… ４～９
ワクワクセットメニュー …………………………………… 10～11
パーマメニュー …………………………………………………… 12
ストレートメニュー ……………………………………………… 13
プラチナカラー登場 ……………………………………………… 14

ご紹介キャンペーン ……………………………………………… 11
2009年ＴＪ天気予報の取り組み ………………………………… 12
美しく・健康でいるための秘訣 ………………………………… 13
お客様からのＱ＆Ａ ……………………………………………… 14
スタッフ紹介（サロンマネージャー編） ……………………… 15
編集部からのお知らせ！ ………………………………………… 16
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目 次
プラチナナノコロイド …………………………………………… 15
アヴェダ・ケラスターゼ ………………………………………… 16
ハリとツヤのある引き締まった肌に！ ………………………… 17
美しく・健康でいるための秘訣 ………………………………… 18
スタッフ紹介（千秋店） ………………………………………… 19
編集部からのお知らせ！ ………………………………………… 20
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編集長 モジコのご挨拶
こんにちは。３、４月と慌ただしく毎日が過ぎ、気がついたらもう５月ですね。４月から環境が変わり、新
しい生活がスタートした方も多いのではないでしょうか？ 我社も、４月に 66 人の新入社員が入り、大家
族になりました。
「ＴＪに来てよかった」と言っていただけるお店、人づくりをしてまいりますので、新入社員共々宜しくお
願い致します。
なんと、ハッピータイムズが今回で VOL.50 を迎えることになりました。
2003 年から細々とスタートし、気づけばハッピータイムズを 7 年も担当させて頂いていて、驚きと感謝の
気持ちでいっぱいです。ありがとうございます !!
これからも色々な情報をお届けできるようにがんばってまいりますので、今後ともよろしくお願いいたしま
す。それでは、VOL.50 スタートです。

私らしさの方程式

編集長のモジコです

もつい楽しくなります。周りの人が話しかけやすくなりま
す。周りの人が質問しやすくなりますよね。とっても大切
なことです。
『自分自身へ』は、３つあります。１つ目は、自身が笑

成功の基本は笑顔

顔をしていると、自分自身が楽しくなりますよね。
心理学でこんなことを言われています。ある感情が起こ

ロレアル魅力アップセミナーを受講してきました。
先日、
どういった講習なのか、よく分からず会場に向いまし
た。講習が始まる前は自分自身も、周りの皆さんも、なん
となく表情が硬い感じで、「講習が終わる頃には、晴れ晴
れとした表情になっていますよ！」と言われ半信半疑で講
習がスタートしました。
この方が講師の先生だろうなという、圧倒的なオーラと
パワーは凄かったです。あっという間に皆、笑顔になって
会場全体が活気に満ち溢れました。
どんなことを学んできたかというと、魅力をアップする
には気づくことが大切なんだということ。どんな事に気づ
くのか？ 笑顔、うなずき、返事など…
コレを、実例やゲーム、ディスカッションなどで分かり
やすく、また、すぐ行動できるように、各個人に落とし込
みがされました。
挨拶や返事って大事ですよね？ じゃあ何で大事なの？
挨拶や返事の定義は？ って言われると、ボヤッとして説
明はできませんでした。
挨拶の定義→周りが聞いていてワクワクする
返事の定義→周りが聞いていて気持ちが良い
と聞くと、いったい自分のしている挨拶、返事って何だろ
う？ また定義を教えていただく事で、こうすれば良いん
だと気づけました。
色々学んだ中でも今回は笑顔についてお話したいと思い
ます。
成功の基本は笑顔。人間の体の中で唯一、自分で見れな
いところは顔です。だから、顔は自分のためにあるのでは
なく、人のためにあるのです。
「笑顔」ってどんな効果があるんでしょうか？ 大きく分
けると２つあります。
１つは「周りへ」と２つ目は「自分自身へ」です。
『周りへ』は、自分自身が笑顔をしていると、周りの人
2
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ると→ある行動（表情）が生まれます。
例えば
嬉しい時→「嬉しい態度」や「嬉しい表情」になりますよね。
悲しい時→「悲しい態度」や「悲しい表情」になりますよね。
心理学的にはこの逆もあるそうです。ある行動（表情）を
するとある感情が生まれると。
嬉しい態度や嬉しい表情をしていれば嬉しくなる。
悲しい態度、表情をしていれば悲しくなる。
なんか分かる気がします…だから笑顔はとっても大切な
んですよね。ちょっとくらいイヤなことがあってもちょっ
とくらい体調が悪くても「笑顔」が自分自身を変えてくれ
る。体調や気分だけではなく「運」までも !!
自分自身への２つ目は、自身が表情を豊かにしていると、
自分自身が老けにくくて若々しくいられますよね。皮膚学
で「笑顔や表情」を豊かにしていると、皮膚が常に活性化
され「若さ」を維持しやすい。いつも「笑顔や表情」を豊
かにするといつまでも「若く見える」
。いつも「無表情」
にすると早く「老ける」。
自分自身への３つ目は、自身が笑顔で楽しくしていると
「モチベーション」が上がり、結果が出やすい。
楽しく笑顔でやっていると→脳の中の「ドーパミン」が
発生しやすくなる→仕事や学習をしたくなる→結果がでる
→仕事や学習を楽しむ→笑顔になる→脳の中のドーパミン
が発生しやすくなる。と

つまり、笑顔でいると結果がでる。だから笑
顔はとっても大切なことですよね !!
あたり前の事ですが、意外とできていないこともありま
すよね。同じ時間を過ごすなら、自分自身も、周りの人も
楽しい方が良いですよね。今は今しかない時間だと思った
ら、笑顔で楽しくポジティブにいきたいですね !! 私の周
りには、ありがたいことに、周りの人をハッピーにできる
笑顔の持ち主が多くいるので、どんどん真似っ子していき
たいと思います。

編集長
食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き
モジコのご挨拶
こんにちは！ 王子です！！
すっかり暖かくなってきましたね！ 暑すぎず、寒すぎずちょうど良い気候で過ごしやすいです。そんな四季がある日
本は幸せだな〜って思います。そんな中で先日、環境問題についての色んなデータを目にする機会がありました。その
中でいろんな事がショッキングでしたが、なによりも印象深かったのが、食料の廃棄問題です。日本は１日にどのくら
いの食糧を廃棄していると思いますか ?? なんと、6000 トンですよ 6000 トン !! コレを人数に換算すると 500 万人分
の食料に相当します !!! かなりショックではないですか ?? 今、世界では世界中の食べ物のおよそ７割を先進国で食し
ています。世界中の国の中の２割の国が世界中の食料の７割を消費している…。それだけでもびっくりなのにその内の
6000 トンを捨てているだけなんて !!! って話ですよね。もちろん偉そうなことは言えず、僕もそんな日本人の１人です。
でも、こういった事実を見てできることはしたいと思いました。食べ物を残さない捨てないは当たり前で、余計な袋は
使わない、マイ箸を使う、マイ水筒を使うなど何でもできることは色々あります。一人一人が出来る小さなことをはじ
めてみませんか？ 自分たちはもちろん、未来の子供たちのためにも！ 地球を大切に…。そんなことを考えながら残さ
ず食べ歩いている今日この頃です。

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。

祝 ! 50 号記念 !! メモリアル食べ歩きツアー !!!
食いしん坊王子の食べ歩き 一覧表
vol
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ジャンル
店
名
お好み焼き
いろり
居酒屋（スウィーツ）
南風
カレー
ブシャーン
居酒屋（鍋）
嘉鳥
ラーメン
萬珍軒
味噌カツ
和くら
イタリアン
石田家
ハンバーグ
マ・メゾン 春日井店
和食（ランチ）
かまど
ジンギスカン
ひつじ屋

vol
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ジャンル
アジア料理
天ぷら（かき揚げ丼）
イタメン
焼肉（鍋）
ラーメン
洋食（エビフライ）
串
洋食
焼き鳥
洋食（オムライス）
イタリアン
うなぎ

店

名
琉打
光村
itamen
はな牛
ばりばり軒
キッチン欧味
串工房「雷」
洋食屋ムライ
きんぼし
洋食のことこと屋
ピッコラ
しら河

さて、今回はなんとこのハッピータイム
ズも 50 号を迎えたということで、50 号
記念企画と題して歴代の食べ歩き店から
の BEST ３を選びました！ 思えば僕がこ
の食べ歩きの担当になったのは 16 号の時
からでもう約５年も前になるんです！ そ
してその後 50 号までの間に食べ歩いたお
店が実に 43 店舗 !! いや〜びっくりです！
そんな歴代の店舗の中から 3 店舗選ばせ
てもらいました。あまりに甲乙つけがたい
ので、あくまでも BEST ３ということで、
どこが 1 位とかの順位はありません。それでは発表します !!

vol
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ジャンル
うなぎ
うなぎ
うなぎ
カレー
ラーメン
韓国料理
洋食
ラーメン
イタリアン
ラーメン
カフェ
焼肉

店
名
鰻処「まえの」
角甚
うな吉
SHUBHAKAMANA
しげ家
妻家房
洋食「ダチェス」
ら房
イタリア食堂「ゴッチャポント」
萬珍軒
アンドカフェ
山力

串工房 雷

さん

★食いしん坊王子の食べ歩き 50 号までの BEST ３★
・
「光村」さん⇒絶品かき揚げ丼のお店
・
「雷」さん⇒旬な食材を使った創作串のお店
・
「ゴッチャポント」さん⇒素材にこだわった隠れ家的イタリアンのお店
です！ パチパチ！ パチパチ〜！
で、今回は編集部メンバー全員で「雷」さんに再びお邪魔してきました！ こちらのお店
は僕にとっても思い出深く、
以前いた春日井店からのお客様で千秋店にも通っていただき、
結婚されて引っ越されるまで担当させていただいていた A 様のご紹介で伺ったお店なん
です。プライバシーの関係上お名前は出せませんが、現在も引越し先の TJ に通ってくだ
さっていると聞いています。A 様お元気でしょうか？ 見事 BEST ３に入りましたよ！ そ
の他の２店舗もホントに素晴らしいお店です！ もちろんそれ以外も自信を持ってお勧め
できるお店なので機会があればぜひチェックしてみてください！

名古屋市中村区名駅3-4-2 長谷川ビル１Ｆ

いや〜、お腹が満たされるというのはホントにこの上ない幸せですね〜！
毎回食事のたびに思います（笑）そんな幸せ気分で好きなものをお腹一杯食べ
まくっている僕ですが、先日の健康診断の結果が…。なんと、今まで「Ａ」し
かとったことのない僕が判定は「Ｃ」…!! ちょっとへこむと同時にいろいろ考
えますね〜。寂しいことにもう若くないって事でしょうか（笑）まあ、食生活
をはじめ多少バランスの悪い生活を送っていたので…。今後は、食べ歩きの時
意外はバランスよく腹八分目の食事をして、しっかり睡眠をとって健康に気を
使います。来年の今くらいには再び良い結果報告が出ることを願っていてくだ
さいね〜。それではまた !!

※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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目がハートになります。

♥♥♥

♥♥

目がハートになります！

♥♥♥♥♥

美容のメーカー様からパーマやカラーに使う商材をたくさん紹介してもらうのですが、そのほとんどの商品が、
ＴＪ天気予報で導入することなく終わっていきます。
そんな中、あるメーカー様が、お持ちしたパーマ液に私は目がハートになりました！

それはなぜか
私達美容師が求めていた理想のカール・ウェーブが作れるからです。
理想のカール？？
と言われても、よく分からないと思いますので、すこしだけ専門的になりますが話をさせてもらいます。

の り 巻 き を 例 に 話 を さ せ て い た だ き ま す 。
ごはん

のり

パーマは髪に薬をつけることによりウェーブやカールを作っていました。
従来のパーマ液は、ごはんの部分だけに作用していたので
ごはんは
きゅうりは

曲がるのですが
まっすぐのままだったのです。

今回の「うる髪ライン」は、ごはんときゅうりダブル作用するので
きゅうり
＊髪の断面図は
のり巻とよく似てます。

ごはん

きゅうり

美容師にとって本当にうれしいウェーブ・カール形成されるようになりました。

この「うる髪ライン」は、お客様にも大きなメリットがあります。
①理想的なウェーブ・カールを作ることが出来るので自宅でのお手入れが楽になります。
②大きなカール・ボリューム UP からしなやかなウェーブまで幅広いデザインに対応出来ます。
③この「うる髪ライン」は複雑な工程がいりません。短時間で終了します。
④ダメージを最小限に抑えることが出来ます。

など他にも色々あるのですが、一番は私達美容師がこの「うる髪ライン」が大好きで気に入っている
ことなんです !!
パーマで失敗した！ 思うようなデザインにならなかった！ お手入れが大変になった！ など
今までパーマに良いイメージがない方に、ぜひ試してもらいたいメニューです。

ＴＪ天気予報スタッフが今、お客様の為に一番使いたいパーマ液
理想のパーマ・カールを
短時間で実現する

うる髪ライン
５ 月 １ 日 よ り 発 売 で す ! !

10 ハッピータイムズ
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季節の髪のお手入れ

季節の髪のお手入れ教えます♪

〜梅雨【湿度】と太陽【紫外線】から髪の守り方教えます〜
☆ ま ず は 梅 雨 の 湿 度 対 策 の 仕 方 に つ い て
あなたの髪は雨の日どうなるかな ?
①しっとりペタンコ（髪の細い方に多いです）
ストレートスタイルの場合

おすすめシャンプー

パーマスタイルの場合

ムコタ アデューラ アイレ 01
毛髪内部の構造を均一化し、髪の弾
力を取り戻します。
250ml 2,310 円（税込）

アヴェダ シャンピュア シャンプー

うる髪ラインが
おすすめ

キュアシャイン
がおすすめ

大きめなカール
でボリュームＵ
Ｐしながら、動
きのあるデザイ
ンをつくります。

髪に自然なボ
リュームを出す
キュアシャイン
がオススメです。

②パサついて広がる（髪が太くしっかりしている方に多いです）
ストレートスタイルの場合

パーマスタイルの場合

ブラジルナッツから抽出されるタ
ンパク成分、モリクエプロテイン
配合のシャンプーは、髪にいきい
きとしたハリと輝きを与えます。
250ml 1,890 円（税込）

ケラスターゼ
バン エイジ リチャージ
弱くなった髪を補修し、なめらかな
ツヤ髪に仕上げます。
250ml 3,150 円（税込）

おすすめシャンプー
ムコタ アデューラ アイレ 02
ダメージして硬化した髪に柔軟性を
与え、うねりやハネの原因を改善し
ていきます。
250ml 2,310 円（税込）

アヴェダ スムーズ
インフュージョンシャンプー

ストレート・
縮毛矯正がおすすめ

キュアカールが
おすすめ

髪の根元はしっか
りストレートをか
け、サラサラなス
トレートヘアに

根元のボリュー
ムはおさえ、毛
先にカールの動
きをつけます。

植物由来成分が、髪と頭皮をやさし
く洗い上げ、まとめやすく流れるよ
うな美しい髪に仕上げます。
250ml 2,625 円（税込）

ケラスターゼ バン オレオ リラックス
微細な粒子に加工した独自の新技術ミ
クロエマルジョンテクノロジーや植物
成分ニュートリオイルなどの効果によ
り、サラサラの髪に洗い上げます。
250ml 2,625 円（税込）

Ｕ Ｖ 紫 外 線 の 対 策 に つ い て
UV から髪を守る、ダブル処方で、夏の日差しに負けない！ 綺麗な髪を。
髪のダメージ
原因の紫外線を
90％カットする
コーティングト
リートメント。
短時間で効果が
高い優れもの。

UV トリートメント

炎天下、過酷な UV 環
境から髪を守り、自然
なツヤを与え、なめら
かな指通りの良い髪
に。ウォータープルー
フポリマー配合で湿気
から髪を守ります。

2,100 円

UV トリートメント 2,100 円
UV スプレー
1,890 円

合計 3,990 円

UV スプレー

2,890 円

1,890 円
期 間 限 定

５月１日（土）〜６月30日（水）

※ UV スプレー単品の場合は 1,890 円の 20％ OFF 1,512 円でご購入いただけます。
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商品紹介

新 商 品 の 紹 介
こだわりを持った大人女子のための本格スタイリングブランド誕生
だわりを持った大人女子のため
だわりを持った大人女子
ための本格
本格 タイリ
タイリ グブラ
グブラ ド誕生
ド誕生 !!

はじめまして「ロレッタ」です。
「大人の女性が本当に欲しいもの」を追求し、サロンのお客様の声をもとに開発したスタイリングブランド
「ロレッタ」
。使い心地はもちろん、香り、天然素材、パッケージデザインなど細部にまでこだわりを凝縮。
ＴＪ天気予報スタッフおすすめの一品です。

ロレッタの

うっとり、癒しのケアができる

ナチュラルアロマローズ
の香り

Dally care

スタイリング剤

一日中ベタつかずサラツヤ
一
日中 タ かずサラツヤ

Night care

３ つ の こ だわりをご紹 介 ！

髪へのやさしさを考えた

スタイリングの常識が変わる

厳選の天然素材

ベタつかない使い心地

寝ている間に、しっとりまとまる
寝
ている間に、しっとりまとまる
る

スタイリング剤 揺
揺れる毛先をふんわりキープ
れる毛先をふんわりキ

スタイリング剤 弾
弾力のあるウェーブを一日キープ
力
力のあるウ
ブを 日キ プ

シフォン仕立ての
髪を実現する
ベ
スケアオ
ケア イル
ベースケアオイル

翌朝の寝グセから
髪を守る
ナイ
ナイト
ケア リ ム
ケアク
ナイトケアクリーム

軽やかな毛流れを
軽
引き出す
オイルベース
オイル
ベースミルク
オイルベースミルク

軽快なハネ感や
軽
ランダムな束感を演出
オイルベース
オイル
ベースミルク
オイルベースミルク

ロレッタ
ベースケアオイル

ロレッタ
ナイトケアクリーム

ロレッタ
メイクアップミルク
（ナチュラル）

ロレッタ
メイクアップミルク
（グラマラス）

120ml

120g

100ml

100ml

2,730円（税込）

2,730円（税込）

2,310円（税込）

2,310円（税込）

ナチュラルスタイルに最適
ナチ
ラ スタイ に最適

やわらかな空気感を演出する
軽い仕上がりのワックス

スタイリング剤

ほどよい軽さとキープ力
ほどよい軽さとキ
プ力

狙ったウェーブや質感を
一日中楽しめるワックス

スタイリング剤 強
強いセット力と高いキープ力
ット力と高 キ プ

束感や立体感を演出する
ハードワックス

話題のシアバター
話題のシア
タ

ヘアケア

シアバターと精油からできた
シ
シアバタ
シアバ
バタ
天然成分 100％配合の［ヘアバター］

ロレッタ
メイクアップ
ワックス2.5

ロレッタ
メイクアップ
ワックス4.0

ロレッタ
メイクアップ
ワックス6.5

65g

65g

65g

2,100円（税込）

2,100円
,
円（税込）

2,100円
,
円（税込）

ロレッタ
ヘアバター
12g
65g

1,260円（税込）
3,150円（税込）

※一部お取り扱いのない店舗もございますのでご了承ください。

年齢による乾燥を感じ始めた髪に

浸みわたり、とどまる保湿乳液
〜アプラウは、タオルドライ後につけるエイジングケアのための保湿乳液〜
細い髪をボリュームダウン
させたくない方に。
さらりとうるおう、素髪感。

普通毛を、
やわらかにまとまらせたい方に。
滑らかにうるおう、ナチュラル感。

ディーセス アプラウ
ウォーターゲル
100g 2,400 円（税抜）

ディーセス アプラウ
ミルクモイスチュア
100g 2,400 円（税抜）

●細く、パサつく髪に。
●手にとってのばすと水状に変わ
る、ウォーターゲル。
●髪表面に付着する成分を極力減
らした、さらりとした使用感。

●普通毛で、パサつく髪に。
●なめらかな使用感の、微粘性乳
液。
●保湿性の高い膜が、髪全体をカ
バーしてうるおいをキープ。

［保湿成分］
ナノアクアコラーゲン・
親水性アミノ酸 配合

［保湿成分］
ナノアクアコラーゲン・
ヒアルロン酸 配合
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50号記念特別企画

2003 年１月に「ハッピータイムズ Vol.1」を発行してから早７年。今号でめでたく 50 号になりました。
この７年間でたくさんのお客様にご来店を頂きました。ありがとうございます。
皆様にもっと TJ 天気予報を知っていただきたく、ご家族・お友達の方などまだ、TJ 天気予報にご来店いただい
たことのない方をご紹介いただきたく、チケットを同封いたしました。

尚、ご紹介いただいたお礼として「30％ OFF ハガキ」をお送りさせていただきます。

〜チケットのご使用方法〜
あそこならステキな髪型に
してくれるし、今お得なチケットが
あるからＴＪ天気予報に
行ってきなよ−!!

ありがとう

その時に、
50号記念特別優待券
をお渡しする。

ポストを
見て
ビックリ!!

数日後・・・・

50号記念特別優待券

みんなが
お得にキレイになる
魔法のサイクル

そのチケットを持って、
ＴＪ天気予報に来店

郵便ポストに、こんな手紙が入っていました。
その内容は、●●●様をご紹介いただき、
ありがとうございます。
お礼として、このハガキをご持参いただくと
技術料金30％OFFさせていただきます。

ステキな
髪型になって
Ａ子さんに感謝！

しかも、
50号記念特別
優待券の
おかげで、
2,000円OFFで
とてもお得に

旦那さん、奥さん、
友達、みんなＴＪ天気予報
デビューです

ハッピータイムズ50号記念特別企画

アナタもお得！ アナタの友達もお得！
アナタの周りでヘアスタイルで困っている人に、同封のハッピータイムズ50号記念
特別優待券をお渡し下さい。決して自分のものにしてはいけません。（笑）
※50号記念特別優待券には規定がございます。チケット裏面もご確認下さい。
16 ハッピータイムズ

ＴＪ天気予報スタッフ大解剖

ハッピータイムズ 17

美しく・健康でいるための秘訣

18 ハッピータイムズ

ハッピータイムズ 19

編集部からのお知らせ！

編 集 部 よ り
４月６日に行われた「入社式」と７日〜９日で行われた「新人研修」の
模様をお伝えします。

かなりの
緊張です

４月６日（火） 晴れ
桜も満開の中、名古屋のキャッスルプラザで
66 人が新しく仲間入りしました。
店長たちに見守られ、入場。

おめでとう！

会長・社長の話を
聞き、辞令をもら
い、はれて「ＴＪ
スタッフ」です。
決意表明を７ｔ滝の水店の
中野さんが発表してくれました。
元気いっぱい
でした

とても熱く
語りました

挑戦者唱和
店長代表挨拶
「１ｔ津島店 小西 研次」 「１mm 江南店 山田 泉」

最後に全員で記念撮影！

4/7（水）から３日間の新人研修が行われました。
新人研 修 で は 、 い ろ い ろ な 実 習 ・ 講 演 を 通 じ てＴ Ｊ 天 気 予 報 の 理 念 ・ 考 え 方 を 学 ん で い き ま す 。
各店ごとに誓いの言葉を発表します。

先輩のサポーターから
熱いメッセージを
新人に伝えます。

記念撮影。入社式のときとは顔ツキが違う !?

最後に、みんなで大合唱！

■営業受付時間
平日
（火〜金）
土・日・祝 日

縮毛矯正（カット込）

AM10:00〜PM5:30
AM 9:00〜PM4:30

パーマ +カラー（カット込）

〜PM5:30
〜PM4:30

パーマ or カラー（カット込）

〜PM6:00
〜PM5:00

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

【差出人】L - N E T（株） 〒550-0004 大阪市西区靱本町1-10-24
【 還 付 先 】〒491-0816 一宮市千秋町浅野羽根古金島9-1
TJ天気予報内 L -N E T

カット

〜PM7:10
〜PM6:10

