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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。いよいよ夏本番という季節になってきましたね。今年の夏は去年よりも、また、より一層暑くなる
みたいです。今年の夏の予定はどうですか？ 海や川でBBQ、花火大会、お祭りなど夏のイベントはたくさんあります
ねっ！ やはり毎回書いてしまうものですが、本当に１ヶ月が早いです！ 年々早まっている気がします。私のお客様とも
よくそんな話をします。このコメントを書いている時期はまだ６月なのですが、もう今年も半年をきりました。あっと
いう間に年末がきてしまいそうです。この猛暑が続いている年でも私の家にはエアコンがありませんでした。この状態
で３年は過ごしています。でも今年は決めました！ エアコンを買います。家の中でも熱中症になるということなので、
少しでも今までより快適に過ごそうと思います。皆さまも、去年より多く夏の思い出を作っていきましょう。
それではVOL.68 スタートです。

た。その後、同様な仕組みのフレンチ店、割烹店、ジャ

ズ演奏つきフレンチ店なども開発され、10店舗以上

に「俺の○○○」シリーズは増えています。さらにミ

シュランガイドの星つきレストランで、働いていた一

流クラスの料理人もどんどん応募するようになったの

です。ふんだんに高級食材が使え、思いっきり腕を振

るえる仕事場は、プロの料理人として最も望む職場な

のでしょう。

　コストを下げる為、多数のお客様に対して狭い仕事

場で調理するのですが、メニューから開店準備、そし

て、調理の段取りなどのほとんどが、職場の料理人の

裁量に任されるのです。

　だから、忙しくても皆、生き生きとしているそうで

す。

　どうですか？ なかなか今の時代、ただ安くすると

かだけでは、なかなか繁盛店にはなれないです。飲食

店だけにかかわらず、私達の職業でもある「美容院」

にもいえることではないでしょうか？

　優れた経営者は業界の伝統や境界を越えるという事

ではないでしょうか？ 坂本氏は古本屋、飲食店と
どちらも未知の異なる業界で、新システムを
創造して、成功しました。未知の業界であった
からこそ、その業界の常識や伝統にとらわれない斬新

な発想ができたといえるかもしれませんね。

　わたしも東京に行った際は、「俺の○○○」に行っ

てみます。予約でいっぱいみたいですけど…

皆さんも旅行ついでに一度行ってみてください。

今回、テレビや雑誌でご存知の方もみえると思い

ますが、東京で流行りのお店「俺の○○○」
シリーズの経営者坂本孝氏のお話です。ただ、
この坂本氏飲食業についてはまったくの素人でした。

“商売の天才”と呼ばれている、成功の秘訣をご紹
介します。では…

　今、東京の銀座、新橋界隈で行列の出来る話題の繁

盛店といえば「ブックオフ」を創業した坂本孝氏
の手掛ける「俺のイタリアン」や「俺のフレンチ」
といった、「俺の○○○」シリーズが人気のようです。

　超不景気にもかかわらず、繁盛している飲食店はミ

シュランガイドの星つきレストランか立ち飲み居酒屋

のようです。

　普通ならこのどちらかの方向を目指すのですが、坂

本氏は、この 2 つをくっつけた新業態を創造す
る事を考えます。美味しくて安い店。その決め
手は一流のシェフが高級食材を“じゃぶじゃ
ぶ”使う、本物料理を提供する事であり、そ
れを安く提供する為に立ち飲み式などで、回
転率を上げる工夫でした。その結果「メニュー
全部にボリュームがあって、安くて美味しい。」と評

判を呼び、口コミで人が人を呼んで、数時間待ちの行

列状態となり、16坪で月商 1,910 万円を達成しまし

樋 上 玲 子

前代未聞の繁盛店【俺のイタリアン】の秘密
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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

Before After

＊コースのご案内＊＊コースのご案内＊

◦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

7/3
（土）

（水）
～8/31攻めのエイジングケア！！攻めのエイジングケア！！

女性が気にするシワの多くは、肌の乾燥もありますが、加齢によって肌の奥の真皮にあるコラーゲン
が減少することが原因。だから肌表面にうるおいを補う「保湿」だけでは、シワは改善しないのです。
女性が気にするシワの多くは、肌の乾燥もありますが、加齢によって肌の奥の真皮にあるコラーゲン
が減少することが原因。だから肌表面にうるおいを補う「保湿」だけでは、シワは改善しないのです。

肌のスプリング役を担うコラーゲンがシワ対策のカギ！！

生コラーゲンフェイシャルデビュー！！
可児店限定

生コラーゲンフェイシャルセレクトコース
～悩みに合わせて集中お手入れ～

生コラーゲンフェイシャルセレクトコース
～悩みに合わせて集中お手入れ～

生コラーゲンフェイシャルセレクトコース
～悩みに合わせて集中お手入れ～

（60分）￥10,500（60分）￥10,500

１回 ￥10,500　 6回 ￥44,100（1回￥7,350）  12回 ￥75,600（1回￥6,300）

￥6,300 お１人様
１回限り
お１人様
１回限り
お１人様
１回限り

おためし価格おためし価格

＊ハリがなくなってたるみが…　＊疲れ顔でくすみが…　＊毛穴が目立つ…　
＊シミは濃くなり増える一方…　＊確実に肌に衰えを感じる…
＊ハリがなくなってたるみが…　＊疲れ顔でくすみが…　＊毛穴が目立つ…　
＊シミは濃くなり増える一方…　＊確実に肌に衰えを感じる…

ホームケアではできない肌の奥からのケアを、定期的にサロンでケアする事が美肌への近道。ホームケアではできない肌の奥からのケアを、定期的にサロンでケアする事が美肌への近道。

※早トクシステムご利用できます　※他のサービス券との併用不可　くわしくは、スタッフまで※早トクシステムご利用できます　※他のサービス券との併用不可　くわしくは、スタッフまで

生コラーゲンフェイシャルセレクトコースおためしをされた方へ生コラーゲンフェイシャルセレクトコースおためしをされた方へ

①クレンジング

⑥ビタミンＣ・イオン導入 ⑥セルサー細胞活性 ⑦ローションパック
※ヘッドマッサージ

⑧お仕上げ

②洗顔 ③エレクトロクレンジング ④パック
※デコルテマッサージ

⑤生コラーゲン導入

こんな方にオススメ

＊コースのご案内＊＊コースのご案内＊＊コースのご案内＊

or

目尻が上がり
目元がすっきり
しています

目尻が上がり
目元がすっきり
しています

口角が
上がっています
口角が

上がっています

全体的に
透明感がup
全体的に
透明感がup

リフトupして
ほうれい線が
薄くなっています

リフトupして
ほうれい線が
薄くなっています

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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表紙担当 : 滝の水店

ウェーブはクシュッとフリンジ風に、カラーはマーメ
イドアッシュで夏の始まりを感じさせる無造作セミ
ロングです !! 今年の夏はサンセットガールで決まり !! 
滝の水店でお待ちしております。

HAIR
杉浦　右基（滝の水店）
MAKE
中野友希未（滝の水店）
モデル
白河　梨沙 さん

編集部からのお知らせ！

８月12日（月）
　～15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。

６月 10日（月）愛知県体育館でナゴヤビューティコングレス 2013 が
行われ、ワインディング（パーマ巻く技術）・カット・メイク・フォト
コンテストなどがあり、TJ天気予報スタッフも多く参加しました。
●滝の水店　近藤正充がフォトコンテスト
　部門で審査員特別賞
●大府店　杉野知美がカットウイッグ部門
　で審査員特別賞を受賞いたしました。

編 集 部 よ り

編集部喫茶キクリンのつぶやき
王子
「 食 欲 の 夏！
BBQ最高 !!」

真さま
「家庭で出来る
ソーダ水がすご
い！」

ブチョー
「（続）ゴルフの
スコアが伸びま
せん（汗）」

レーコー
「ようやくエア
コンつけまし
た。」

ゴトー
「ど真ん中に蹴
れるのは本田か
後藤です。」

はる
「東京から来る
友達とライヴに
行きます！」

一吉
「すきばさみ買
いました。」

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

６月 10日（月）にウェスティンナゴヤキャッ
スルでタイムレスビューティーセミナーを
行いました。TV・雑誌等でご活躍の資生堂
ビューティーディレクター　上田美江子氏を
お招きし、講習をしていただきました。

素敵に見えるヘアスタイルとそうでない
ヘアスタイルのポイントなど分かりやす
く説明いただき、一緒に参加されたお客
様からも高評価をいただきました。

スタイリストランクカット料金（シャンプー・ブロー込）

杉野知美作品 近藤正充作品

AfterBefore

モデルの田中さま

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

● タイムレスビューティータイムレスビューティー ●

● ナゴヤビューティコングレス2013ナゴヤビューティコングレス2013 ●

● お知らせお知らせ ●


