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私らしさの方程式

編集長 モジコのご挨拶

皆様こんにちは。新年度が始まり早１ヶ月が過ぎました。学生の皆さんは１つ学年が上がり、そろそ
ろ慣れてきた頃ではないでしょうか？ ３月と４月の頭に卒業・入学をされるお子様たちがたくさん御
来店されました。私のお客様にも今年、小学生・中学生・高校生に上がるお客様たちが多くみえ、「あ
んな小さかった子がもう卒業かぁ…」と毎回思いました。この仕事をしているとお客様と共に成長・
変化をしているのがよく分かります。私たちの会社にも 54名の新入社員が入社してきました。毎年
この時期には自分の入社当時と重ね合わせています。この時期こそ、初心に戻れる時です。皆様、１
日１日を大切に楽しく、充実した生活を送りましょう。
それではVOL.61 スタートです。

出してきた車椅子の女の子が江頭さんに、「つまらない
のっ !!」とつぶやいた。
　それを耳にした江頭さんは当然「お前、もう一度言って
みろ !!」と怒鳴った。
　車椅子の女の子は、「だって全然面白くないんだもん」
とつぶやいた。そしたら江頭さんは、「ならお前が笑
うまで毎日ここでネタを見せてやろうか !!」
そして、断言した通り毎日仕事の合間に公園に行ってはネ
タを見せ続けた。
　それが一ヶ月続き…毎日のように散歩に来ていたその女
の子が突然来なくなったので、頭にきた江頭さんは、その
女の子の病院に行き、車椅子の女の子を探しました。
　そして、担当の看護師から女の子が急に容態が悪化して、
今朝、他の病院に運ばれ、昏睡状態だということを知らさ
れた。そして、看護師に女の子の日記を渡され、そこには…
「大好きな芸人、江頭」と書かれていた。
　10年後の今でも月に一度はその公園に来ては花を手向
け、一人でネタを披露するそうです。
　感動です。すごい !! としか言いようがありません。尊
敬します。普通、人に自慢してしまいそうなことを、陰で
コソコソバレないようにしているみたいです。
　「江頭語録」からも伝わります。
　最後に「江頭語録」の中から、特に私が印象に残った言
葉を書きます。

「江頭語録」
●思い悩んだ時は、俺の最低な芸を見ろ。そんなこと
なんてバカらしく思えるよ。
●幸福は自己満足、不幸は被害妄想。
●目の前で悲しんでいる人を見つけたら、何とかして
笑わせたい。そのためなら警察に捕まってもいい。
寿命が縮まってもいい。
●あのね、目が前に付いているのは前に進むためなん
だよ。
●笑えてるやつには、笑えてるという幸せを、幸福を
知ってほしい。
●人として底辺？ いいじゃねえか。どんなどん底に
いても、どんなボロボロになっても生きれば生きる
こと自体がお前の輝だ !!

　まだまだたくさんの語録があるのですが、自分が落ち込
んだとき、悩んだときに思い出してみます。
　これからは、江頭 2：50 さんが大好きな芸人の一人に
なりそうです。

みなさま、江頭 2：50 さんを知っていますか？ 
よくお笑いの TV番組で見かける黒タイツのあの方

です。私の中では、すごく体を張る芸人というイメージで
した。つい先日、ふとネットを見ていたときに、私の中で
の江頭 2：50さんのイメージが 180 度変わりました。そ
の内容をご紹介します。

　皆様もご存知かもしれませんが、江頭 2：50 さんは昨
年の東日本大震災の際に、いち早く福島県いわき市に物資
を運びました。しかも自腹で、そして自らトラックを運転
して…
　この話はネット上でかなり話題となっていました。
　この物資を運ぶ過程で、東京から水戸までは運べました
が、そこからいわき市までには通行規制があり、運べない
と知った江頭さんは、自らが自衛隊の変装を思いつき…こ
の途中も問題は発生したが、ようやくいわき市にたどり着
きました。
　自分だけがカッパを着ていては、いわき市の住民に迷惑
をかけてしまうと思い、サングラスと普段着のままで物資
を運び終えた江頭さんは孤立していたいわき市の住民の
方々に涙を流して喜ばれたみたいです。
　何故バレたかと言うと、ある看護師さんが江頭さんに対
して、「もしかして…江頭さんですよね？」「はい、そうで
す…」これがバレた原因で、さらに、そこで元気づけるた
めにいわき市でネタをしてそれがウケたみたいです。

この話の他にも…
（その１）ある方がテレビのロケをしていた江頭さんにサ
インを頼んだら、マジックのインクが無くなりかかってい
た為、キレイに書けなくて、そうこうしていたら江頭さん
の出番がきて、ロケに戻って行きました。そのロケが終わっ
た後、プロデューサーからその方に一枚の色紙が届きまし
た。そこには、TV番組「めちゃイケ」のレギュラー全員
のサインが書かれていました。江頭さんが皆に頼んで書い
てもらったのですが、色紙には江頭さんのサインは無かっ
たのです。その理由は「自分が書くと価値が下が
るから」と言っていました。

（その２）ある日、公園でロケをしていると病院から抜け

樋 上 玲 子

人に希望を与える芸人
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　今回は久しぶりにイタリア料理のお店に行ってきました。お店の名前は「Logica 
docco」さん。名前のとおり路地の角っこにあるオシャレなお店です。実は今回は、
違うお店をご紹介する予定だったんですが、何と臨時休業でした…。たま～にあるん
ですよねこういうハプニング（笑）。でも今回はちゃんと候補が２つあったので急遽
こちらのお店に行きました！ 閑静な住宅街の一角に佇むお店のオシャレなドアをく
ぐると、イケメンな店員さんが２名で出迎えてくれました。イタリア料理のいい香り
に包まれた店内で早速メニューを物色です。前菜やパスタ、お肉や魚の一品料理から
デザートまで美味しそうなメニューがズラリ、食材にもこだわり本格的なイタリアン
が楽しめそうです。今回はせっかくなんでシェフおすすめのディナーコースをオー
ダーしました。

　前菜プレートからしてびっくり！ ４種類の前菜が大きなプレートの上に！（もしかしたらちょっとした知り合いの方からのご紹介で
伺ったのでちょっとサービスかもしれませんが…）キッシュやお肉、お魚を使ったちょっ
と風変わりな前菜が盛り沢山！ どれも美味しくボリュームも満点です。その後の温玉サ
ラダを経て、メインのお肉へ !! これがまたでかい！ 二人分なので当たり前かもしれませ
んが、下手なステーキより大きなお肉がドン！ と出てきて切るだけでも一苦労。ソース
と肉汁が絡み合って最高にジューシーでした！ 大きなお肉にも関わらずあっという間に

平らげてしまいました。ここまででも割と満足し
てしまったくらいなんですが、ここからさらにパ
スタが 2種類。ひとつは魚介をふんだんに使っ
たトマトバジルソースのパスタ。めっちゃくちゃ
魚介の風味とダシが効いていてあっさりなのに
しっかりとした味で美味しい！ もう一品はモッ
ツァレラチーズとボロネーゼのクリームソースの
パスタ。すごく濃厚でクリーミー、これまた美味
い！ 本当にボリューム満点なんですが美味しい
んで何だかんだ全部食べれてしまいました（笑）。
しかも最後にはデザートまでペロリといただき、
いつもどおり大満足です !!
　コースの値段は一人 2,950 円と正直そんなに
安くはないかもしれません。日常で頻繁に行くに
は贅沢ですが、ちょっとした時に行くにはすごく
いいと思います。是非１度チェックしてみてくだ
さい！

電　　話／052-739-6469　　　　定休日／年中無休
営業時間／ランチ 11：30～14：30　ディナー 17:30～24:00

王子こと
堤　哲郎です。

もうすぐ春ですね！
皆さんこんにちは！ 新緑も芽吹き始めるこの季節、爽やかに過ごし
てますか？？ まさか5月病なんてことはないですよね？？ 今年も
お店の中にフレッシュなルーキー達が入ってきて、爽やかな風を吹
かしてくれています。見ていて微笑ましく、本当に可愛くて仕方な
いですね！ 純粋にひたむきに頑張る姿にパワーをもらいます。初心
に戻って頑張ろうって素直に思います。なんだか教えているようで
こちらが教えられることのほうが多いですね（笑）そんな可愛いダ
イヤモンドの原石を磨いて輝かせるのも、傷つけて濁らせるのも自
分たち次第ってことで自分もそして先輩となるスタッフも新たな気
持ちで頑張っています！ 夏に向けて爽やかな風に吹かれながら髪
型変えて気分も一新、外に出かけましょう。オシャレして、美味し
いものを食べて、そしてまた仕事や家事を頑張る！ 遊びも仕事も快
適にこなせるこの季節、パワー全開に楽しんでいきましょう !!
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食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き

久しぶりに「イタリアン」行ってきました!

※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♪

　いや～、久しぶりに本格的なイタリアンを食して満足でした～。相変わらず
おしゃれな店内が似合わないな～自分…なんて思いながら座っていましたがた
まにはいいもんです。いつも思いますがおいしい料理にはやはり良い食材が欠
かせませんね！ 素材って本当に大切だなって思います。
　もちろん僕たち美容師も同じで、良いスタイルを作るためには素材がすごく
大切です。ベースの髪が綺麗じゃないと良いスタイルは完成しませんからね。
一人一人の方の素材（髪）を大切にしていこうと思います。では、また (o・・o)/̃

豊年橋西

Logica doccoさん

前菜プ び 類 前菜

名古屋市千種区神田町2-1 メゾンベルジュール1F

前菜プレート前菜プレート

トマトバジルソースのパスタトマトバジルソースのパスタ

メインのお肉メインのお肉
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～ハリ・コシ・ツヤなどの素朴な悩みを解決します～

カット・コテで仕上げて変身
～決め手は、顔周りの甘さ～

Before

工程

マイナス
５歳を
実現する

30代～50代のHAIRの悩みを解決

11

モデル 上田 祥子さん（31歳）

モデル 山瀬 光子さん（50歳）

髪の悩み
ペタンとなりやすい髪質
なので動きとボリューム感の
あるヘアスタイルにしたい。
髪は伸ばしているので長さ
は切りたくないですね！

After

Before

工程

22
髪の悩み

最近、白髪がチラホラ出て
きて気になりますね。色を入れ
ても毛先がすぐに黄色くなり、
パサパサした感じになるの

が悩みですね。

トップのボリューム
丸みを感じるトップのボ
リュームは分け目をつ
けないのがコツ！
マイナス５歳を実現す
る重要ポイント！

頬にかかる髪
顔の表情を優しげに見
せ、甘さをプラスするサ
イドの流れ。
S字カールを作ることが
コツです。

M字バング
目の印象を魅力的にし、
小顔効果もあるM字バ
ングは２０１２年お勧めデ
ザイン！

After

担当スタイリスト
木本 憲志（日進店（３ｔ））

空気感のあるサイド
サイドのボリュームがつ
ぶれてしまうと寂しい印
象に見えます。サイドに
ボリュームをプラスして
若 し々い印象に！

ランダムな動きの毛先　
コテ巻き仕上げの後、
毛先を振るように散ら
し、空気感のある質感
にすることによりオシャ
レ度がUPします。

ローライトで小顔に！
顔周りにくる部分にお
もいきって、ローライトを
入れ、小顔＋引締効果
を出します。

point

1

point

2

point

3

point

1

point

2

point

3

甘さがフェミニンさとマッチするフワクルカール

カラーで変身
～決め手は、ベールに包まれたような色味～

クールの中に透明感ある大人カラー

顔周りを優しく包
み込むような動き
を出すために、レ
イヤーをつけ、フェ
ミニンなイメージ
にします。

目の上ギリギリのラ
インでカットして、M
字バングから目尻
にかかるサイドバン
グへつなげることに
より甘く、カワイイ
前髪になります。

派手になり過ぎな
い明るい色に染
めながら、白髪も
自然に馴染む色
で根元のリタッチ
をします。

黄色くなりやすい
毛先をコントロー
ルしながら、大人
女性に大切な艶
感が出るように施
術します。

担当スタイリスト
林 建臣（多治見店（５ｔ））

マイナス５歳を
実現するメニュー

ファーストカラーL
（シャンプー・カット・ブロー込）￥10,850

マイナス５歳を
実現するメニュー

カット 
（シャンプー・ブロー込）￥4,200～
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モデル 佐藤 江津子さん（45歳）

カラーで変身
～決め手は、深みのある色味～

Before

工程

33
髪の悩み

髪のトップにボリュー
ムが出ないことと、前髪がい
つも上手く出来ないのが気
になりますね。ヘアスタイルを
変えて色々なことにチャレ
ンジしたいですね。

44

After

ふんわりバング
ふんわり厚みのある前
髪は眉ラインでカットし
ながら、毛先に柔らかさ
を出すことで顔の表情
を優しげに魅せます。

ショートボブライン
若くなりがちなショート
ボブをコテで内巻きに
仕上げることで、大人
の上品さもプラスされ
ます。

ダークベージュ
２０１２年流行のベー
ジュやマットはワンラン
ク上の大人の女性に
ピッタリ。ぜひトライして
みてください。

After

担当スタイリスト
春日 辰夫（江南店（１ｍｍ））

丸みのある前髪
縦にも、横にも前髪に
丸みをつけることで顔の
印象を柔らかくなるの
で、好感度がUPしま
す。

ミックスパーマ２
顔周りは毛先のみに
パーマをかけ、耳上に
強めのカールをつける
ことで、動きが出るので
小顔効果が期待出来
ます。

ミックスパーマ１
ところどころにストレートを
残し、必要な部分にだけ
パーマをかけることによっ
て、メリハリのある質感に
仕上がります。

point

1

point

2

point

3

point

1

point

2

point

3

大人のダークベージュで艶やかに上品に！

大人カワイイ、シフォンパーマはお手入れ簡単

前髪の中に隠し味
としてハイライトを
入れることにより、
ペチャンとなりやす
い前髪をボリュー
ムＵＰさせます。

暗めのベージュで
艶が出るように全
体的にカラーをし
ます根元と毛先の
薬剤を変えること
によりダメージを
最小限にします。

モデル 小倉 真由美さん（44歳）Before

工程
髪の悩み
肩にかかる

長さでハネてお手入れ
が大変なので、パーマをか
けたいけど、いつも自分でブ
ローが出来ないので簡単な
ヘアスタイルにしたい。

担当スタイリスト
上田 真理子（千秋店（Ｐart３））

トップの根元のみ
にパーマをかけるこ
とにより、ナチュラ
ルにボリューム感
が出て、若 し々い印
象になります。

必要な部分に必
要なパーマをプラ
スすることで、ダ
メージを最小限に
抑え、小顔効果も
UPします。

マイナス５歳を
実現するメニュー

エアパーマ
（シャンプー・カット・ブロー込）￥13,600

マイナス５歳を
実現するメニュー

ファーストカラーS
（シャンプー・カット・ブロー込）￥9,850

パーマで変身
～決め手は、ランダムな質感～
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モデル 小川 泰子さん（41歳）

モデル 橋本 真由美さん（35歳）

Before

工程

55
髪の悩み

子供が３人いるので、朝
はいつも時間がありません
ね・・・
簡単でキレイに出来るヘア
スタイルにしたいです。

カット・コテで仕上げて変身
～決め手は、耳上のボリューム感～

パーマで変身
～決め手は、無造作な質感～

Before

工程

66
髪の悩み

髪が長いので、髪の重みで
トップ・サイドがつぶれてしまいま
す。コテで仕上げても思い通り
の仕上がりにならないことが
最近の悩みです。

After

担当スタイリスト
佐藤 加奈（知立店（５ページ））

担当スタイリスト
田上 正人（末広店（Part9））

After

ナチュラル前髪
ただサイドに流すのでは
なく、ふんわりボリューム
感を出すことで柔らかい
イメージになります。

ランダムな巻髪
束感と軽さのバランス
がセンスの良い巻髪の
条件！
巻きすぎない、柔らかな
質感がＰＯＩＮＴです。

ひし形シルエット
耳ぐらいからボリューム感
を出すことにより、寂しいイ
メージになりやすいロング
ストレートに華やかさをプ
ラスします。

S字カール
サイドから顔にかかるよ
うに流れるS字カール
は、女子力をUPさせる
小顔効果もあるので、
お勧めブローテクニッ
クです。

point

1

毛先の浮遊感
そろい過ぎない毛先の
質感がセンスの良さと
軽さを感じるデザインに
なります。

point

2

厚みのあるボブライン
アゴラインを綺麗に魅
せるボブラインは若 し々
いイメージに！ブローが
簡単なので、忙しい方
にお勧めデザインです。

point

3

point

1

point

2

point

3

サイドがペタンコ ふんわりサイドと前髪
1.サイドのボリュームがないと
顔の形が強調されてしまう。
2.その結果、顔の形が縦長に
なり、寂しい印象を与えしまう。
3.サイド・トップがつぶれてしま
うと毛先の広がり、ボリュー
ムに目がいき、全身のバラン
スを悪くしてしまう。

1.サイドにボリュームがあることで
顔の形を卵型に見せるので、
若 し々い印象になります。
2.サイドにボリュームを出し、首モト
で、一度クビレを出すことにより
へアスタイルにメリハリがつき、
洗練されたイメージになります。
3.全体的に立体感が出て、垢抜け
たイメージに変身！

ストレートな質感とボリュームのある質感で
は見た目の印象に大きな違いがあります。
必要なところにボリューム感を出すことで、
ソフトなイメージになり女子力をUPさせます。
デザインに曲線を取り入れ、髪と顔のコント
ラストをやわらげましょう。

point

ひし形シルエットで
顔の印象をやわらげ

洗練されたデザインになる

ひし形シルエットで
顔の印象をやわらげ

洗練されたデザインになる
顔の印象をやわらげ

マイナス5歳を実現する、
ワンポイントアドバイス！！

ショートボブとS字カールで作る、ゆる甘カール

コテで仕上げる、ゆるリッジウェーブで大人可愛いさＵＰ

ボリュームの出にく
いトップにパーマを
かけることで、頭の
シルエットを綺麗に
魅せます。

毛先に重みが出て
いるので、多めにレ
イヤーを入れて軽さ
を出し、コテで仕上
げた時に重たい印
象にならないように
カットします。

ペチャンとストレー
トになりがちな前
髪に、カールをつけ
ることで、お手入れ
簡単に柔らかい印
象を作ります。

全体的に均等に
軽さを出すのでは
なく、所々軽さを出
すことにより、ラン
ダムな質感になり、
洗練されたデザイ
ンになります。

マイナス５歳を
実現するメニュー

コスメカール
（シャンプー・カット・ブロー込）￥12,600

マイナス５歳を
実現するメニュー

カット 
（シャンプー・ブロー込）￥4,200～

14 ハッピータイムズ



15ハッピータイムズ



16 ハッピータイムズ



17ハッピータイムズ



0120-982-920
0568-76-3488

〒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）

ココア

身近なリゾート
 スパ
エステ

～がんばった頭（こころ）と体にちょっぴりご褒美～

0800-900-8668
0574-61-2808

〒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。

小牧警察署

肌の老化を早めること。紫外線を浴びた肌は、肌を守ろうとメラニン色素をつくり出しますが、それがうまく排せつされないと、シミシミの原因に
なります。また紫外線は真皮にまで到達して肌の弾力を保っているコラーゲンを傷つけることも……。それがシワシワやたるみたるみの原因です。
つまり肌の老化を進行させるのが紫外線なのです。対策をしてるか、していないかで、５年後５年後、10年後10年後の肌は大きく変わってきます。

炭酸ガス（体内の細胞活動で酸素を消費する時に発生する物質）を使って健康な肌を取り戻すアンチエイジングパックです。細胞内の炭酸
ガス濃度を上げることで、血中のヘモグロビン（赤血球）が細胞内に酸素をたくさん送り込みます。
炭酸ガスが毛細血管を広げる事により酸素が皮膚細胞に吸収されやすくなり、栄養素を取り込み新陳代謝が高まります。

炭酸パックとは……炭酸パックとは……炭酸パックとは……

★米ヌカ、米エキスがターンオーバーを早め
メラニン色素を排出するスピードをアップします

★ビタミンマスク（Ａ、Ｂ5、Ｃ、Ｅ、Ｆ）
で光老化の改善をしていきます。

★シミが細胞の段階でできるのを
　阻止する美白美溶液を導入します。

Ｗクレンジング1 肌分析2

マスク6

仕上げ7

角質除去3 マッサージ4

イオン導入5

Ｗクレンジング1 肌分析2

Wマスク6

仕上げ7

角質除去3 マッサージ4 クールダウン5

※お肌の状態で施術できない場合も
　ございますので、ご相談下さい。

※お肌の状態で施術できない場合も
　ございますので、ご相談下さい。

むくみ たるみ

くすみ ニキビ痕

くま 毛穴

ほうれい線 が気になる方におすすめ

※お肌を冷やします

１.炭酸パック ２.お肌に合せたマスク
￥8,000 　
　￥6,800

￥7,000 　
　￥6,000

マスク中に
ヘッドマッサージ

マスク中に
ヘッドマッサージ

紫外線の怖さはズバリ！！紫外線の怖さはズバリ！！紫外線の怖さはズバリ！！

5月1日火～
6月30日土

5月1日火～
6月30日土

◦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

PointPointPoint PointPointPoint

PointPointPoint
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編集部からのお知らせ！

その後、35 周年記念パーティーが行われ、メーカー・ディーラー様、美容学校の先生方、お取引先の方にご出席い
ただきました。エリア対抗ダンス対決、抽選会、じゃんけん大会といろいろな企画で盛り上がりました。

4月16日（月）に名古屋国際会議場イベントホール
にてDS2012コンテストが行われ、
・ワインディング部門
　　優勝　豊明店　小林　英里奈
　　３位　 豊明店　 川畑　愛
・カット部門
　　資生堂　計良　宏文賞　知立店　岡田　恵
・デザイナーズ部門
　　Snip Style賞　日進店　木本　憲志
　　PRETTY賞　日進店　木本　憲志
が受賞しました。

コンテスト受賞しました！コンテスト受賞しました！

編 集 部 よ り

編集部喫茶キクリンのつぶやき
王子
「あきらめたら
そこで試合終了
ですよ。。。」

真さま
「若いっていい
ですね。新人の
頃を思い出す」

ブチョー
「ドラマ・映画
SPEC が マ イ
ブームです」

レーコー
「新１年生と 10
歳も違います
……」

ニッシー
「TJ35 周年。生
まれる前から
あったんだな」

AI
「安西せんせ～
い！！！（泣）
スラムダンク全
巻制覇！」

一吉
「クレイツのコ
テの滑りがたま
らない！」

４月２日（月）に行われた「入社式」「入社式」と「35周年記念パーティー」「35周年記念パーティー」、
3日（火）～ 5日（木）で行われた「新人研修」「新人研修」の様子をお伝えします。

４月２日（月）　晴れ 名古屋の東急ホテルで 54人が新しく仲間
入りしました。店長たちに見守られ、入場。

決意表明を神田真衣佳さんが発表してくれました。

CEOの話を聞きます。 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。

新人研修では、いろいろな実習・講義を通じてＴＪ天気予報の
理念・考え方を学んでいき、今後に活かしていきます。

翌日から３日間の新人研修が行われました。

最後に全員で
記念撮影！
こんなに大家族に
なりました。

エリアダンス対決

第３エリア第３エリア

優勝

第１エリア第１エリア 第２エリア第２エリア

修了後に
全員で
記念撮影

最後に全員で記念撮影！

店長代表挨拶
天白店　谷口店長

CEOの話を聞き、辞令をもら
い、「ＴＪスタッフ」の誕生です。

かなりの
緊張ですおめでとう！

先
ポ
ら
セ
人
す

修
全
記

新
聞
に

新
聞
に

掲
載
さ
れ

掲
載
さ
れ

ま
し
た
！

ま
し
た
！

▲2012年３月27日（火）中部経済新聞

▲2012年４月２日（月）
　中日新聞朝刊


