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私らしさの方程式

編集長 モジコのご挨拶

皆さんこんにちは、新学期、新生活が始まって、はやくも１ヶ月が経ちました。
私達のお店にも新入社員が入り、初々しい姿を見せてもらっています。今年の新人の全体的な様子は、夢と希望を持ち、
今からでもスタイリストの姿が想像できます。かなり、ヤル気に満ち溢れています。将来が楽しみです。
話は変わり、今宵は既に５月です。皆様はＧＷをどのように過ごされたのでしょうか？
遠出をする方、近くでＢＢＱをして楽しむ方、お家でゆっくりされる方…いろいろあると思います！
今の時期はすごく外に出かけたくなる時期なので、私は、休みの日はできる限り出かけようと思います。
そして、今からだんだんと梅雨時期に入り、憂鬱な日々が続くかと思います……
雨に負けないぐらいの元気いっぱいで、このジメジメを乗り切りましょう。
それではVOL.67 スタートです。

んなことはない」と反発したくなるのが人情だろう。

　そうなると必要以上に自分が決して頑固者ではなく、物

わかりのいいことを証明しようとして、相手の意見に耳を

傾けようという姿勢を取らざるを得なくなってしまう。

　そこに付け込んで彼は反対派を自分の思うとおりに従わ

せたらしい。

●「ラベリング」を逆手に取るには危険が伴う
　ラベリングを逆手に取った巧妙なテクニック。

　ただし、この手は相手の性格なりを熟知していないとう

まくいかない。

　まず相手に対するラベリングが間違っていないことを

知った上でのことである。そして相手が激情家でないこと。

　すぐカッとするタイプの人に面と向かって「分からず
屋」呼ばわりすると、「なんだと、この野郎！」
話し合いどころではなくなる可能性もあるからだ。

　相手が優柔不断なタイプであれば「あなたに結論を
出せと言っても無理でしょうが…」というように、

どんな相手に対しても応用が利くテクニックだが、効果が

大きい分だけ危険が伴うということを忘れないように…

　どうですか ?

　少し難しい内容かもしれないですが、何回も読み直して

みると「なるほど！」と思える内容ではないでしょうか ?

　このハッピータイムズをご覧になっている頃には、新学

期 ･新生活がちょうど慣れ始めて、さらに新社会人の方た

ちは、今までと違った人間関係に悩まされることもあるか

もしれません。

　上司 ･部下それぞれの立場で考えることは違うと思うの

ですが、色々な職業全てに当てはまる、より良い環境をつ

くる成功の秘訣は、「人間関係を良くする」ではない

でしょうか？

　良ければ参考にしてみてください。

今回はお題にもあるように心理学です。人間心理の裏

のウラを読み取り、困難な交渉を解決するテクニッ

クのご紹介です。

　ある本を読み「おもしろい！」と思い、今回はこちらの

テーマにさせていただきました。

●人間関係を単純化する「ラベリング」

　私たちは無意識のうちに相手を一定のイメージで捉えて

「彼は頑固だから…」とか「あいつは冷静沈着だから…」

というように、一言で言い表そうという傾向がある。これ

を心理学では「ラベリング」と呼ぶそう。

　いろいろな面を持ち合わせている人間を一言で言い切っ

てしまうのは危険だし、そのラベリングが間違っている

ケースもある。　

　ただ、このラベリングをすることによって、相手との接

し方を単純化できることは確かだ。

　ある年配のビジネスマンの話…彼の場合、このラ

ベリングを逆手に取って、困難な交渉の場に紛糾する会議

を乗り切ってきたという。

　ある新商品の開発を巡って反対派と賛成派が激しく対立

したときのこと。

　推進派の彼は普段から「頑固者・分からず屋」と

いうレッテルを貼られている反対派に向かって「どうせ
あなたのような分からず屋に言っても理解して
もらえないでしょうが…」と言い放ったという。

　このように面と向かってラベリングされる。（レッテル

を貼られる）と人間は反対にそのレッテルを剥がそうとす

る心理が働くものだ。分からず屋と決め付けられれば「そ

樋 上 玲 子

心理トリック（　　　　　　）人間関係を単純化する
［ラベリング効果］
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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、第1・3火曜日
※月曜祝日の場合もお休みさせていただ
　きます。

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、第1・3火曜日
※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

5/1
（日）（水）

～6/305/1
（日）（水）

～6/30

5/1
（日）（水）

～6/305/1
（日）（水）

～6/30

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……。それがシワやたるみの原因です。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、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…

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

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。

１.炭酸パック ２.お肌に合せたマスク

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

￥6,000￥6,000
￥7,000￥7,000

★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

★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。

★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。

※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。

￥6,800￥6,800
￥8,000￥8,000仕上げ7

※お肌を冷やします※お肌を冷やします

が気になる方におすすめ
むくみ
むくみ

たるみ
たるみ

くまくま 毛穴毛穴
ほうれい線
ほうれい線

くすみ
くすみ

ニキビ痕
ニキビ痕

肌に老化をもたらす敵！！肌に老化をもたらす敵！！肌に老化をもたらす敵！！紫外線紫外線紫外線
肌老化でいちばん恐れるべき敵は紫外線です。肌老化の65％は紫外線によるもので「光老化」といわれています。肌老化でいちばん恐れるべき敵は紫外線です。肌老化の65％は紫外線によるもので「光老化」といわれています。

美白美白

炭酸炭酸

フェイシャル（60分）＋プチヘッド（10分）フェイシャル（60分）＋プチヘッド（10分）フェイシャル（60分）＋プチヘッド（10分）

フェイシャルケア（80分）＋プチヘッド（10分）フェイシャルケア（80分）＋プチヘッド（10分）フェイシャルケア（80分）＋プチヘッド（10分）

◦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

18 ハッピータイムズ

美しく・健康でいるための秘訣
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編集部からのお知らせ！

編 集 部 よ り

編集部喫茶キクリンのつぶやき
王子
「今年の春の
マイブームは
『白シャツ』」

真さま
「スマホに翻
弄される毎
日」

ブチョー
「新入社員 69
人の名前、全
員憶えます!!」

レーコー
「新一年生と
干支が同じで
す…」

ニッシー
「セラミックドラ
イヤーあれすごい
ですよ。家族で髪
つるつるです。」

AI
「 二 の 腕 ダ
イエット開
始 !!」

はる
「ジブリ立体
造型物展行っ
てきます！」

一吉
「４月よりアラ
サーでいられ
るのもあと一
年。チーン。。。」

４月２日（火）に行われた「入社式」と４月８日（月）に行われた「新人歓迎パーティー」の様子をお伝えします。４月２日（火）に行われた「入社式」と４月８日（月）に行われた「新人歓迎パーティー」の様子をお伝えします。
店長たちに見守られ、新入社員 69名の入場。
緊張してて、表情が硬いです。

いつもＴＪ天気予報をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
2013 年８月１日より、お客様のご希望に合わせて担当者をお選び頂ける、
スタイリストランクシステムを導入させて頂きます。
ＴＪ天気予報が定める 120 の技術取得項目をクリアーしたスタイリストを４つのランクに
分けさせて頂き、それぞれのカット料金を改正させて頂きました。
ご希望に合わせてスタイリストをお選び頂き、素敵なヘアデザインをお楽しみ下さい。

ジュニアスタイリスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,800円
スタイリストオーディションに合格し、お客様を担当することが出来るスタイリスト

スタイリスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,200円
ＴＪ天気予報が定める基準に全て合格し、スタイリストとして知識・経験を積んだスタイリスト

トップスタイリスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,500円
多くのお客様から指名があり、技術指導が出来るスタイリスト

アーティスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,800円
ＴＪ天気予報でもトップクラスの指名があり、会社内外で講習活動など、活躍するスタイリスト

各ランクのスタイリスト、今まで以上に技術・サービスに磨きをかけ、ヘアデザインを通して、［笑顔］と［満足］
がいっぱい提供出来るように、更に教育に力を入れていきたいと考えております。
大変お手数をお掛けしますが、今後もＴＪ天気予報をよろしくお願いします。　　　　　　　　　　　ＴＪ天気予報

後日、新人歓迎パーティーがウェスティンナゴヤキャッスルで行われ、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。

各店ごとに集まり自己紹介！各店ごとに集まり自己紹介！

最後に全員で記念撮影！最後に全員で記念撮影！

最後に全員で記念撮影！最後に全員で記念撮影！

新入社員によるヘアショー新入社員によるヘアショー

CEO・社長から
お祝いの言葉を
もらいました。

決意表明を前田　祐さん
が発表してくれました。

スタイリストランクカット料金（シャンプー・ブロー込）

● • ● • ● • ● 大切なお知らせ大切なお知らせ ● • ● • ●

表紙担当 : 多治見店（5t）

多治見店の後藤＆前川です。
いつもはかわいい前川さんをグラマラスに変身させま
した。前川さんって気づかない方も多いのでは…
この夏、イメチェンしたい方はぜひ多治見店へ!!

HAIR MAKE
スタイリスト

後藤　圭子（多治見店）

モデル

前川亜沙美（多治見店）


