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2 ハッピータイムズ

編集長 モジコのご挨拶

東京ディズニーランド。誰もが知っている場所です。
１年に何回も行く人も多いと思います。

　今年３月 11 日に起きた東日本大震災の時には、ディズ
ニーランドも大きな地震がきています。
　その時には、冷静な対応、スタッフの方たちも被害者で
ありながらもキャスト（お客様）にやさしく接している姿
をテレビを見て私はすごく感動しました。

　今回は、そのディズニーランドの小ネタ・うわさについ
てお話をします。みなさまも、色々面白ネタを知っていらっ
しゃるとは思いますが、「へぇーーー !!」と思えるよ
うなものがあれば、周りの方にお話してみてください。
では…

  ★ミッキーマウスの噂～
・ミッキーの着ぐるみを誰がつけているかということは、

本人以外誰も知らない。
・ミッキーなどのキャラクターは、パレードのダンサーに

も顔を見せない。
・ミッキーの中に入っている人は１年ごとに変わる。それ

は、ミッキーはいつも元気なリアクションをしなくては
いけないからだそうだ。

・ミッキーマウスは、ランド内だけではなく、実は、世界
中で、１人しかいないように設定されている。

  ★ブラックリスト
・ディズニーランドではよく、ミッキーとミニーといった

着ぐるみを着た人にいたずらをしてたたいたりしている
人をよく見かけますが、もしわざときぐるみの頭をとっ
てしまうようなことがあると「夢を壊した」としてブ

ラックリストにのせられて、一生ディズニーランドにい
れてくれない。

・とんねるずの貴さんは、ミッキーマウスの着ぐるみを
はごうとしたためディズニーランド入園不可になった
らしい。

  ★その他
・ディズニーランドの風船のヒモは、切れやすくなってい

る。
・シンデレラ城のタイルには、１つデザインの違うものが

あり、それを見つけた人には、幸せが訪れる。

　どうですか？　その他にもまだいくつかの噂があります
が、特に私が気になったものを書いてみました。私自身、
実際もうここ何年もディズニーランドには、行ってないの
ですが、ちょくちょくお客様との会話の中にディズニーラ
ンドの話が出てきます。特にお子様がいるお母さんとよく
その話で、盛り上がります。今年から、ディズニーランドは、
値上げをしています。値上げは、今までも何年かに一度少
しずつしているそうです。でもその値上げをした年が、今
までの中で、来場者数が一番増えるそうです。そこにもか
らくりがあり、値上げをした年に新たなアトラクションを
増やし、更に、新たなパレードが開催される。コレは、ディ
ズニーファンにとっては、「行かなきゃ !!」という気にな
りますよねぇ…
　気持ちのほうが値上げより上回る。さすがです !!!

　皆が笑顔になれる！　それってすばらしいことで
すよねぇ…。
　全ての人に幸せが来る。
　この言葉が、しっくり来る場所、ディズニーランド…
みなさまも家族、大切な人、お友達、その他いろいろな方
と元気をもらいに一度いってみてはいかがでしょうか？
　何か、小ネタがあれば、モジコ宛てに教えてください。

こんにちは。今年も早いもので残り２ヶ月となりました。もうすでにコンビニやデパートではクリスマスケー
キの予約・年賀状の予約が始まっているのを見ると、「あぁ～もうこんな時期なんだぁ」とつくづく感じます。
私は 10 月にとうとう 30 才になりました。（あまり実感はないですが……笑）本当に１年が早いです。今年の
誕生日は人生の中でも最高に思い出に残る１日となりました。自分の1番好きなアーティストのライブに行き、
汗をかくぐらい飛びはね、たくさんの人からお祝いメッセージをもらい、ケーキを３ホールも食べました（笑）。
そして同期のみんなとラフティングで若い子たちに負けないくらいはしゃいでました。この場を借りてお礼を
言います。本当に本当にたくさんの方、こんな私のためにありがとうございます。私は幸せ者です。
話は戻り、最近めっきり寒くなってきていますので、みなさまお体に気をつけて楽しい年末を迎えて下さい。
それではどうぞ！

私らしさの方程式

夢の国ディズニーランド

樋 上 玲 子
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＊対象外の商品もございますので、スタッフにご確認下さい。
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お客様の投票でSＫＧ24からNo.1が決まります！！
◎投票方法は店内スタッフにご確認下さい。　ホームページでもご確認いただけます。

SKG24
冬コレクション
＆総選挙！！

TJ天気予報スタイリストの中から選ばれた

TJスタッフオシャレ白書

スタイリストカワイイガール！
冬の先取りファッション

アレンジ×帽子×コテなど「冬のおしゃれ」を先取り、
TJガールズがヘアスタイルの楽しみ方を教えます！！

全体にゆるーくパーマをかけ
ルーズにスタイリング！

重めのマッシュショートに大きめ
カールで動きをプラス！

ショートヘアはサイドを刈り上げ
耳にかけてスッキリと・・・

ミディアムヘアも大きめハットで
おしゃれ度UP

前下がりのボブでえり足スッキリ、
頭の形がキレイに見えます。

「モードスタイル」
全体はモノトーンで決め、トレン
ドのヒョウ柄の靴を合わせチェ
ックのスカートをストール風に

ゆるジャケスタイル
ロングスカートでふんわり
ゆるくなりすぎないようジャ
ケットをプラス

ガーリースタイル
冬の定番ファーを首に巻
き柄ワンピで女の子風に

マニッシュスタイル
冬の定番ファージャケット
に今年トレンドのボルドー
をインナーに差し色で！

ワークフェミスタイル
「カッコイイのになんだか女っ
ぽい」を目指しフェミニンシッ
クなスタイルに！
レオパード柄で強さをプラス。

大人ピンクスタイル
ペールトーンのジャケットを
ベースに白シャツ・太ベルト
で大人かわいく。

冬の散歩
スタイル
ベージュのワンピー
スとベレー帽にネイ
ビーのジャケットで
引き締めて・・・

雪山
ガールスタイル
チェックシャツでトレンドを
取り入れ、レッグウォーマー
で冬っぽく。
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西村 さゆり（江南店
）

稲葉 由希恵（桑名店
）

蔵座 いづみ（岐阜店
）

渡辺 知里（春日井店
）

高津 枝理（千秋店）

萩原 早央里（各務原
店）

一瀬 優（尾西店）
小島 彩香（木曽川店

）

池田 沙織（木曽川店
）

三上 舞（小牧店）

中谷 美映（可児店）

松野 愛（稲沢店）

梅 梢（可児店）

フレンチスタイル
全体的に大人冬カラー
で統一し、ラビット×レー
スの帽子をON

冬のゆるカジ
スタイル
デニムの羽織ワンピに
ストールで差し色を
プラス☆

OJIフェミスタイル
今年流行のおじジャケ
ットを取り入れつつロン
グの白スカートで女の
子らしさをプラス

MATT
リーゼント
スタイル
トータルでカッコ
イイ服でハッピー
な気分に！

大人スタイル
季節に合わせて色味を
大事にし、服の質感と帽
子がポイント。

秋のほっこりスタイル
ニットとブーツにボリュームが
あるので締めの色の黒で合
わせショートパンツでスッキリ
めに。

ミックス
スタイル
今年流行のチ
ュールスカート
とゴツめのエン
ジニアブーツを
プラス。

画家スタイル
今年流行の水玉ベレー
帽に冬だけど、あえて明
るめの色でインパクトを。

内藤 まどか（豊明店
）

上田 真理子（千秋店
）

秋のおでかけ
スタイル
古着屋で見つけたガウン風
チェックコートがポイント。

レトロガーリー
スタイル
ファーマフラーと赤ベルト
で甘さを引き締めました。

きれカジスタイル
今年っぽいスヌードと
カーキとエンジの反対
色Mixがポイント。

モードブラック
スタイル
アミメノのワンピース
と革のジャケットでハ
ードにし、ヒールで女
性らしさを出しました。

70年代レトロスタイル
デカハットに一目惚れした膝
丈の花柄ワンピがポイント！

カジュアル
マニッシュガールスタイル
黒のニットパーカーで引き締め甘すぎず
男の子っぽくなりすぎずカッコ可愛く！

カジュアルになりす
ぎないようハイウエ
ストのロングスカート
と合わせて甘辛に。モコモコ

ガールスタイル
ニットのファーと
暖色のスカートで
冬っぽいあったか
コーデ。

林 真衣（春日井店）

伊藤 美香（豊明店）

中田 明子（天白店）

竹田 友里（江南店）

吉岡 由香里（大府店
）

小松木 磨奈美（尾西
店）

末永 茜（小牧店）

SKGのHAIRチェック 
★

浅井 麻由（津島店）

伊里 百合香（尾張旭
店）

カジュアル
ガーリースタイル
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1コ 可児店
廣津　直子

　可児店は最初の話し合いから、アシスタントチームとスタイリストチ
ーム両方とも取り組みたいテーマが一致し、お互いに意識し合いアド
バイスしあいながら、一緒に作り上げていくことが出来たのが今回、一
番の勝因だと思います。
　途中いろんなハプニング（意見の食い違いによる口論や、ネット注文
した帽子が玩具の人形の帽子だったり）を乗り越え、そのおかげでも
っと良い作品を創ろうというみんなの意思が強くなっていきました。
　モデルさんも鹿さんも、みんな可愛いくて本当に最高のコンクール
でした。ありがとうございます。

審査員特別賞審査員特別賞
副賞としてヨーロッパ研修

総合優勝：1コ 可児店

Ｐａｒｔ３ 千秋店
佐藤　茜

７ページ 豊田店
清水　雄太

９ｔ 大府店
杉野　知美

７ページ 豊田店

森永　莉奈
７ｔ 滝の水店

近藤　正充

審査中です。とってもドキドキです

527枚の写真の中から、優秀作品
を選びます。

４つのテーマから、各店がイメージの
沿ったスタイルをつくり音楽にあわせ、
ウォーキングで表現します。

仕込みに大忙し、モデルさんも
早朝からお手伝いいただきました

可児店スタッフ一同

▲審査員特別賞の副賞
としてヨーロッパ研修
を受賞した近藤正充。

16 ハッピータイムズ
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岐阜県多治見市宮前町2-38

王子こと
堤　哲郎です。

今回は「家具と雑貨にもこだわり
まくるカフェ」に行ってきました !

★こんにちは! 王子です!!★
肌寒い季節になり、あっという間に今年もあと 2 ヶ月…。本当に
一年は早いものです！ 先月は子供たちと一緒に町民体育祭に出場
してきました。日頃あんまりまともに運動していないのでちょっと
準備運動をしながら慎重に走りましたが、やっぱり全盛期の頃の様
にはいかないものです（笑）。それでもしっかり奮闘して障害物リ
レーではなんと 2 位でした！ なんとか、子供の手前で親の威厳も
保てて程よく運動もできて満足な 1 日でした。しっかり「スポー
ツの秋」を堪能した後はやはり「食欲の秋」ですよね !!　家の近く
のアジア系の居酒屋さんに歩いていってなぜか途中で加わった僕の
両親と家族全員でたらふく食べて、これでもか！ って飲んで思い
切り満足したまま夜の 9 時に寝ました！？（笑笑）ま、そんな感
じでシーズン問わず食べまくっている僕です。。。今回もしっかり
行ってきましたのでどうぞ !!

※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♪

　いや～、食べ物がおいしいだけでも満足ですが食べる環境も凄く大切な役
割りを持つんだなって実感しましたね！ 今回のようにおしゃれなカフェは
なかなか行く機会がなかったのですが、これを機に行こうと思います。そ
う思って周りを見ていると結構沢山のカフェがありますよね ?? みなさんも
きっとお気に入りのカフェとかありそうですね。ぜひいい情報あったら教え
てください !! では、また次回に！ いつも読んでいただきありがとうござい
ます !!

十九田
弁天町

多治見橋北

多治見橋南

上野

ケーズデンキ

ピアゴ

ヤマナカ

文

精華小
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多治見駅

　今回はなんだか長いタイトルでスイマセン…。でも、そのタイトルどおりのカフェ

に行ってきました。多治見にあるそのカフェは見た目だけではなく名前も可愛く

「hinatabocco」さんと言います。割と住宅街の中にあり口コミなどで知らない

と分かりにくい場所にあるのですが沢山のお客様でにぎわう人気店です。外観の入り口

からしてかなり味のあるアンティークな雰囲気で中に入るのが楽しみになります！

　そして、実際に中に入ってみるとこれまたかなりのこだわりのあるテーブルやイス、

細かい雑貨までまったく手抜き無し！ご飯をいただくより前に色んなものを見てしまい

ます（笑）

　水を運んでくれた店員さんの声でいったん我に返り注文をしました。今回はディナー

で行ったのですが、3種類のコースから選ぶ形でした。

　「10月のごはんset」と名づけられたコースと「キッシュとサラダのset」、「スー
プとフォッカッチャのset」がありました。大体お値段は1300円～1500円の間で
す。今回は前者の2種類を頼みました。
　10月のごはんの方は

　・栗とさつまいものおこわ　・ふわふわとろとろのたまごスープ
　・おとうふとじゃこのタルタルチーズグラタン　・お漬物
　という顔ぶれでかなりのボリュームです！ 季節のものがふんだんに入ったおこわは

かなり香ばしくおかずいらずなおいしさです！ 個人的にはおとうふのタルタルチーズ

グラタンもオススメです！

　もう一品の「キッシュとサラダのset」は

　・グリルした3種のきのこ（エリンギ、マイタケ、しめじ）をのせたフレッシュ野菜のサラダ
　・キッシュ　・あつあげの明太マヨネーズやき　・マカロニサラダ
　という顔ぶれでした。このサラダがとんでもないボリューム！ 普通に見たら２～３

人前の量です。でも、グリルしたきのことドレッシングの絶妙なハーモニーでぺロッと

いけてしまうくらいおいしいです！ さらにびっくりする大きさのキッシュもぜひ一度

味わってみて欲しいです！ すっごくヘルシーでお腹も満足できる「hinatabocco」さ

んのごはんをぜひ味わってみてください。ランチはかなり混雑してるそうなので早めの

時間に行くといいかもしれません。

　２階が雑貨屋さんになっているので２倍楽しめるのと待ち時間も有効に使えるのも魅

力的ですよ!!

電　　話／0572-22-2270　　　　定休日／水曜日・第２火曜日
営業時間／11:00～21:00（ラストオーダー20:00）

hinataboccoさん



〒485-0046 愛知県小牧市堀の内2-66
営業時間／平　 日　1 0：0 0～ 1 9：0 0
　　　　　土・日・祝　 9：0 0～ 1 9：0 0
※メニューによって受付時間が異なります
　のでご予約の際におたずね下さい。
定 休 日／月曜日
※月曜祝日の場合もお休みさせていただ
　きます。

（ＴＪ天気予報小牧店内）
〒509-0203 岐阜県可児市下恵土807-1番地
営業時間／平　 日　1 1：0 0～2 0：0 0
　　　　　土・日・祝　1 0：0 0～2 0：0 0
※メニューによって受付時間が異なります
　のでご予約の際におたずね下さい。
定 休 日／月曜日
※月曜祝日の場合もお休みさせていただ
　きます。

ホワイトニングフェイシャル

70分￥7,000→￥6,000
1回のフェイシャルでもメイクのノリがだんぜん良くなったり、つや
つやになります。続けて頂くと、さらにコンディションがよくなります。

こんな方にオススメ！！

フットスパトリートメント

ハーブの力とマッサージで脚の疲れや痛み・むくみを和らげます。血液
の流れを整えて、脚をリラックスさせるオリジナルトリートメントです。

50分￥5,800→￥5,000

こんな方にオススメ！！

（フットバスは含まれておりません）ベーシックフェイシャル

お客様の肌の健康を考えたダーマロジカ化粧品を用いて、お一人お一人の肌
のコンディションに合わせ、オールハンドテクニックでマッサージしていきます。

50分￥5,000→￥4,200
こんな方にオススメ！！

リラクゼーションアビアンガ

体調に合わせた薬用オイルをブレンドし、末消化物を体外へ排出するメデ
ィカルボディーマッサージ。大変気持ちがよく、すっきりと体が軽くなります。

60分￥8,800→￥7,300

こんな方にオススメ！！

リラックスボディ

疲れのたまりやすい背面のオイルマッサージ背中、ふくらはぎを
中心に日頃の疲れを癒します。

30分¥5,000→¥4,000
こんな方にオススメ！！

アロマリンパドレナージュ

こんな方にオススメ！！

80分¥9,800→¥8,500
アロマテラピーとリンパドレナージュで老廃物をスムーズに排出。心身ともにリラッ
クスした状態に導き、身体と心のバランスを整えて健康なシルエットに導きます。

100分¥15,000→¥13,000
アロマリンパバックドレナージュ

背中の厚み・コリ・ハリが気になる方に！

◦ストーンスパご希望のお客様は前日までにご予約をお願いいたします。
◦同時間のご予約はお１人様のみとさせていただきますので、ご了承ください。

ー小牧店ご利用のお客様へのお願いー

シンメトリー整顔

23個の骨から形成される頭蓋骨の骨と骨の間の「縫合」と呼ばれる部分を矯正することで、
脳神経や血管の圧迫を取り除き、お顔の歪み、脳神経の作用による美容障害を改善します。

60分￥7,300→￥6,000

こんな方にオススメ！！

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



12月26日月 お休みさせて頂きます。 １月１日日～５日木 年始休業とさせて頂きます。

12月27日火～30日金 通常営業とさせて頂きます。 　　６日金～７日土 通常営業とさせて頂きます。

12月31日土

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　　　　　　PM4:00まで

　　８日日・９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。

　　10日火 振替休業とさせて頂きます。

編集部からのお知らせ！

編 集 部 よ り

年末年始の営業時間のお知らせです。

編集部喫茶キクリンのつぶやき
王子

「い、いそがし
い…。」

真さま
「今年の冬は寒
いのかなぁ？」

ブチョー
「高校の同窓会
を計画中です。」

レーコー
「携帯変えまし
た !! でもスラ
イ ド 携 帯 で す
…」

サイトゥー
「AKG…みんなか
わいかったな…。
SKG はセンター
誰だろう…？」

AI

「鳩が……」

一吉
「朝ごはん食べ
るようになりま
した！」

各店でブログを始めました。
ホームページの下部　　　　　
より各店ブログをご覧下さい。
お楽しみ情報が満載です。

◦デザインポイント◦
フンワリしたカール感・柔らかさ
◦こだわり◦
毛先の動きをつける為に全体的に柔らかい
パーマをかけ、顔周りの毛先は遊べるよう
に外ハネにしました。あごラインにくる髪
の毛は、えり足と耳周りを残し、小顔効果
を狙っています。カラーは、やわらかさを
出す為に全体的にゴールドベージュの色味
にして、トップとフェイスラインに少しだ
けホイルワークを施しました。ツヤ感とフ
ンワリしたかわいらしさのプラス演出です。

サロンブースでは、ご来場いただいたお客
様にへアレンジをさせていただきました。
３mm 尾西店　境 と ９t 大府店　杉野 が
担当しました。

バックステージは Part ９末広店　田
上 と ７ページ豊田店　森永 が担当。
有名モデルさんのヘアメイクをさせて
いただき、少し緊張しましたが、良い
経験になりました。

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。

ＴＪ天気予報で 25 番目の仲間が、緑区徳重に
OPEN します。学校の校舎をイメージした建物
と、お客様のヘアスタイルが 365 日いつまでも
ステキで、キレイなデザインを楽しんで頂く為に、
細部までこだわり心地よい時間を提供します。

9ページ（徳重店）
〒458-0811
名古屋市緑区鳴海町神ノ倉3-343店長　村井 秀章

ヒルズウォーク
徳重ガーデンズ

アピタ扇台中

熊の前小

常安小

地下鉄桜通線

黒石小

G.S.

西友

徳重駅

神沢駅
（徳重店）
9ページ

徳重

熊野神社西

鶴が沢二丁目
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鳴海IC

MAP

● • ● お 知 ら せ ● • ●

● • ● 年 末 年 始 の 営 業 時 間 に つ い て ● • ●

表紙担当

● • ● 新  店  情  報 ● • ●

● • ● 名 古 屋 コ レ ク シ ョ ン ● • ●

◦ヘアメイク担当◦
春日 辰夫（江南店）

ＴＪ天気予報 25 番目の仲間が名古屋市緑区に！
2011年11月25日（金）ＴＪ天気予報 徳重店OPEN

髪の悩み・ご希望の
デザイン、何でも
ご相談下さい。

一緒にステキなデザイン
を作りましょう。

10 月１日（土）に愛知県体育館で名古屋コレクショ
ンが行われバックステージのお手伝いに参加してきま
した。有名なモデルさんがたくさん出場し、実際に見
るととってもカワイイ！


