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編集長 モジコのご挨拶

先日、弊社のレセプションの皆さん向けのセミ
　　ナー４日間、６月に店長向けのセミナー２日

間、女性心理について、アイビックス株式会社

伊藤尚美様より、講習をしていただきました。今回

はそのときのお話をさせて頂きたいと思います。

　まずは、男性と女性の違いから教えていただきま

した。説明すると長くなってしまいそうなので、表

にしたいと思います。

　女性は、五感でいろんな事を感じるわけですが、

女性の五感に上手く働きかける仕組みになっている

「デパチカ」のお話をしますね。デパチカは、ほぼ、

エスカレータを降りたすぐのところくらいに「お好

み焼き」などのお店が出ている事が多いです。これ

は、香ばしい食欲をそそる香りが上のほうの階まで

届くように、すぐの場所で香りの強い出店が出てい

る事が多いようです。そうすると、香りにつられて、

「わぁ～良いにおい !!」「ちょっとデパチカ覗いてい

こうかな？」という気分になります。いざ行ってみ

ると、お好み焼きだ！　でも、もって帰ると冷めちゃ

うし「まっいいか」と買わずして帰ることも多いで

す。が、顔を上げると、両サイドにはケーキがショー

ウインドウの中にきれいに並んでいて、「わぁー美

味しそう !!」と前に進んでしまう…。そうこうして

いると、前方で「どうぞー」という声が…。お惣菜

の試食です。あそこの前を通ると試食ができる！　

と、またズンズン奥までいっちゃう。そうすると「タ

イムサービスです !!」なんて声が聞こえてきて、お

得になってるし買っちゃおう！　と、ついつい、購

入してしまいます。嗅覚→視覚→聴覚→触覚、味覚

という順番に情報が入ってきて、知らず知らずのう

ちに、購買意欲をかりたてられています。

　私が、「そうそう」と思ったのは、男性はステッ

プ型、女性は同時処理対応型という思考であるこ

と。女性は、例えば、ランチ中にお友だちと話をし

ながらメールするくらいは出来ます。加えて、通り

すぎた店員さんをみて「あっ、今の店員さん、芸能

人の○○さんに似てる！」と観察も出来たりして、

こんにちは。早いもので、もう７月ですね。７月といえば、超私事ですが、私の三十うん歳
の誕生日でございます…。ＴＪ天気予報に入社いたしまして、はや 15年。入社当初は実家
の母親から電報など届いておりましたが、最近では、「えっ！　もうそんな歳なの？」と我が
子の歳の取り様にビックリしております…。
最近、お客様のお子様から、お手紙を頂きました。小学１年生の男の子なのですが、思わず、
涙ぐんでしまうくらい素敵な内容で、お手紙を見てはパワーを頂いております !!
ありがとうございます !!
では、VOL.51 スタートです。

私らしさの方程式

女性のハートをつかむ!!

編集長のモジコです

男　性 女　性

一言で言うと プライドの生き物 共感の生き物

判 断 の 仕 方 分析能力 五感＋α

興味のあるもの
いろんなものに
関心が深い

自分に
関係のあるもの

思 考 の 特 徴 ステップ型 同時処理対応型
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編集長 モジコのご挨拶

２～３個のことは、同時に出来ちゃいます。ですが

男性は、１つ１つ確実にクリアしていく方が多く

て、話中にメールをうつ場合は「メール返信するか

ら、ちょっとまって」と話を中断してメールをして、

メールが終わったら、話を再開したりします。女性

の同時処理対応型の威力はすさまじいものがありま

すが、男女思考が違うので、男性が何かをしている

時に話しかけても、なかなか聞いてくれないのでは

なく、聞けないので、女性の皆さんは、待って話す

という歩みよりも大切かも知れませんね…。

女性を怒らせる３つの「ない」

　３つのない？　どういうこと？　と思われた方も

いらっしゃると思いますが、この３つのないは女性

が腹を立てたり、イライラする爆弾なので、特に男

性の皆さんには、よーく覚えておいて頂きたい！

　　①気づかない
　　②分かってくれない
　　③手伝ってくれない

　何で気づかないの！？　何で分からないの！？　

休みの日にゴロゴロして、何か手伝ったらどうな

の！？　って奥様に言われた経験はございません

か？　まさしく、３つのないにドンピシャな行動

をされているが故の女性の言葉だったんですねぇ。

「言ってくれれば手伝うのにィ～」って言う男性が

非常に多いんです。まぁ、そうですよね、言わなきゃ

わからないのは事実ですが、この一言を女性に言わ

せてはいけないという言葉があって「～してほしい」

という言葉です。「休みの日にゴロゴロして、何か

手伝ったらどうなの！？」って、急にキレた。と思っ

ている男性は大間違いで、女性は、私が忙しそうに

してるの見てたら分かるでしょ？　何で気づかない

の！？　と言わないだけで、ずっと思っています。

何かしらのシグナルは出ていると思いますので、感

じ取っていただいて、お声をかけていただくと、穏

便に円満に事が済んでいくと思います…。ですが、

声をかけすぎると、何急に！？　何か悪い事でもし

てるんじゃないの！？　と怪しまれるので、ほどほ

どにお願い致します…。女性は、実に面倒くさい生

き物であることは確かです…。

　私の中で「女性最強説」と名づけているので
すが、一般論として聞いて頂きたいのですが、男性

はルール重視で、女性は「ルールを無視してでも、

すぐに対応してほしい」ということです。えっ！　

すぐに対応してほしいのは誰もそうだし、誰もが

ルール重視でしょ！？　という声が聞こえてきそう

ですが、まぁ聞いて下さい！　例えば、電気屋さん

に行ってデジカメ売り場が知りたくて、店員さんは

接客中。男性はあいている店員さんを探すか接客が

終わるまで待つけど、女性は接客中でも割って入っ

て「デジカメ売り場どこですか？」と聞けちゃうん

です。「担当のものが参りますので、お待ち下さい」

と店員さんがインカムで呼んでたりすると、その時

間と「まっすぐ行っていただいて、左に曲がってい

ただくとあります。分からないようでしたら、近く

のスタッフに、また聞いていただけますか？」って

言う時間は同じくらいだし、ちょっとだから教えて

くれたら良いのに～って思っちゃいます。一般論で

全ての方がというわけではありませんが、私は「女

性最強説」を知らず知らずにやっている事が多いよ

うです。男性、女性は判断の仕方や思考の違いがあ

る事を学んだので、女心、男心をもっともっと知っ

て、多くのお客様に喜んで頂けるように、いかして

いきたいと思います。
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　今回うかがったのは岐阜県瑞穂市にある洋食屋「Yo-shoku 
OKADA」さんです。
　いつもは大体TJの店舗が近くにある地域で探すのですが、なぜ瑞穂
市？？ って思った方はかなり食いしん坊王子の食べ歩き通です（笑）
　実は、今回はとんねるずの番組でやっている「きたなシュラン」にち
なんだお店に食べ歩きに行ってきました。なので、こちらのお店もつい
てびっくりかなり古い居酒屋さんが立ち並ぶ中に、ぽつんと並んでいま
した。でも、中は結構綺麗でまだ新しいのかなという感じです。早速メ
ニューを見てみると、洋食屋さんでよく見るものから、あまリ聞いたこ
との無いこだわりのメニューまでがずらり…。結構本格的な感じです。
その中で今回は一番人気と称される「豚テキ定食」と豚の「カツレツ
飯」をチョイスしまし
た！ カウンターに座っ
たので目の前で調理が

されていくのですが「え、まさかこれが１人前？？」っていうくらいの肉が登場し、み
るみる調理されていきます！ おいしそうなにおいも乗っかってお腹はどんどんすいてい
きます。そしてついに !! 目の前に登場した２つのメニュー。でか～い！ そしてうまそ～
～ !! いや～感動もんですよこの肉は！分厚くて大きな肉がどん！ と乗っかった豚テキ定
食、ハヤシライスのようなソースのかかったご飯の上にこれまた揚げたての１枚肉がど
ん！ とのっかったカツレツ飯。見た目だけでまず感動です。ワクワクしながら早速頂き
ま～す。これがまたやわらかい！ たっぷりの肉汁と歯ごたえのある厚み、なのに簡単に
噛み切れるやわらかさ！ めちゃいいです !! 味もしっかりと考えられていて本当においし
いです。まさかこのお店でこれだけのメニューがいただけるとは…。って、失礼ですけ

ど思っちゃいました。でも良い
意味でのギャップなので気分は
満足です。女性だったらちょっ
と多いのかな？ とも思いますが、
くどくなくておいしいので意外
にいけてしまいます（たぶん…）。
これにサラダとスープがついて
２人でお会計たったの2,100円 !! 
あり得なくないですか？？ 場所
はわかりにくいかもしれません
が絶対お勧めです！ ぜひ一度味
わってみてください。

電　　話／058-328-2480　　　　定休日／木曜日
営業時間／ランチ・AM11:00～PM2:00　ディナー・PM5:00～PM9:00

岐阜県瑞穂市田之上240-3

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「洋食 !!」を食べ歩いてきました!!
皆さんお元気ですか？ すっかり暑くなってきましたね～、とうとう湿気もでてきて大変です！ そんな日常の中で食欲を失っている方も多いので
は？ 僕は相変わらずまったく食欲が変わりませんが…（笑）最近は特に、朝「酢」を飲むようにしてるんです。もちろん普通のではなくちゃんと
飲むように作られているものですよ！ 初めは抵抗がありましたが慣れてしまえばなんてことも無く飲めるようになってきました。ちょっとした健
康維持にはいいですよ！ 皆さんは何かされていますか？？　それはそうと、先日もともと天気予報で一緒に働いていたOBの方々に会う機会があ
りました。中には 10年ぶりくらいの方もいてかなり楽しかったです！ もともと仲の良かった先輩や尊敬していた先輩にも会うことが出来て本当
にテンションが上がりました！ そんな方々と話していてみんな変わらないな～と思うと同時に、時間が戻ったような錯覚に陥りましたね（笑）何
年たっても仲間であった時間は変わらず、再会した瞬間に時間が戻る…そんな経験ありますよね？ 改めて人との出会いを大切にしようと思うと同
時に、パワフルな先輩たちに負けないよう全力で人生を楽しもうと思いながらパスタを大量にがっついてきたのでした !! 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♪

　いかがでしたか？ けっこう面白いですよね？ たまにはこういうのも良い
かなと思って行ってきた今回の「きたなシュラン」ツアー。そこまで有名じゃ
ないけど、知る人ぞ知るっていうお店をどんどん紹介していきますので楽し
みにしていてくださいね！ ちなみに以前紹介した焼肉屋の「山力」さんも
………。見た目やサービスも重要ですが、徹底的に味にこだわる職人肌なお
店もたまに行きたくなりますよね。
　今後も、そんな価値観をもって皆さんのネタになるようなお店を探してい
くので楽しんでもらえれば幸いです！ では、また次回に。

されていくのですが「え まさかこれが１人前？？」 ていう

Yo-Shoku OKADAさん

豚テキ定食豚テキ定食

カツレツ飯カツレツ飯
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美しく・健康でいるための秘訣
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ゲキ割 !!（‘美’の最終兵器「リファ」ついに世界デビュー !!）
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ゲキ割 !!（ストレートアイロンがフルモデルチェンジ！）
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TJ 天気予報スポーツ大会

ＴＪ天気予報の一大イベント、スポーツ大会。各店対抗戦で行われ競技は、綱引きあり・大縄跳び・10人
11脚などチームワークがカギになり、新人の出し物や、各店の仮装でも大いに盛り上がります。
５月10日（月）に行われたスポーツ大会の様子をお伝えします !!

各店、店長が参加したイス取りゲーム
店長達の、大人げない行動にビックリしました（笑）

各店対抗リレー
この後、問題が…

2010年スポーツ大会　優勝は千秋店＆本部
おめでとうございます !!

ちょっと休憩。各店に分かれてクイズに答えます。

こんなモノも登場します。

TJ天気予報 スポーツ大会

司会者登場 !!
今回はマイケル

最初から盛り上げて
くれます。

最初の競技は
大縄跳びです。

10人のスタッフが
何回跳べるかを
競い合います。

地味に盛り上がった、
手押し相撲。

各店代表が３人登場。
みんな真剣です！

綱引きは、
各店の力自慢が
参加します。

皆で協力しながら
頑張ります !!

北名古屋店は
話題のアバター
で登場です。
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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！

編 集 部 よ り

お知らせ②お知らせ②お知らせ②お知らせ②

Rising Complex2010 が６月 14日（月）に吹上ホールで行われました。
東海地区の美容室が 27店舗集まり、カットバトルやヘアショーを行い、
未来の美容師を育てていきます。

約 3,000 人の方が
来場されました。

スタッフの皆さんの協力があり、
優勝することが出来ました。

本当にありがとうございました。

TJ 天気予報もブースで観客にアピールします。

カットバトルも
「変化」をテー
マに各サロン代
表２名ずつ合計
52 名のスタイ
リストが、高校
生を見事に変化
させます。

８月 16日（月）～ 19日（木）まで、お盆休みとさせていただきます。
ご迷惑をお掛けいたしますが、宜しくお願いいたします。

■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

７月１日（木）～８月 31日（火）にご来店され、
技術料金 4,000 円以上された方に、もれなく「極
上のお中元」をお渡しします。（但し、なくなり次
第終了とさせていただきます。）
内容は、もらってからのお楽しみ……ご利用期
間は 9月 1日（水）～ 10月 31日（日）までご
利用いただけますので、是非ご来店下さい。

Part9 末広店の森永莉奈が、な・な・なんと「優勝」しました。

最後は記念撮影

Rising Complex 2010Rising Complex 2010

はじめました！
極上のお中元極上のお中元
はじめました！


