


私らしさの方程式

編集長 モジコのご挨拶

　必ず報われる日が来る、と…。

　ケンカばかりしていたその編集者が、ふと言ってくれた

言葉に彼は泣いた。

　とことん泣いた…

「また頑張れるぞ！」気力が沸いてきた。

　「泣く」という文字は、「涙」のさんずいに「立」ち上が

ると書きます。涙の後に立ち上がり、彼が描き上げた作品

が…そう！ あの国民的漫画、

　「ONE PIECE（ワンピース）」なんです！

　彼の名前は尾田栄一郎さんです。人生というシナリオに

は法則があります。トコトンまで頑張って、それでも結果

は出ず、「もうダメだ」と力尽きるその瞬間に、あなたの

人生を一変するシーン（名場面）と出会うようになってい

るのです。

　まさに『ONE PIECE』の世界観そのものです。

　人は、力尽きるところまで頑張ったとき、尽きることの

ない無限の力が湧き上がるのです。

　『ONE PIECE』聞いたことありますよね？ 見てる方も

たくさんいると思います。そして、仲間の大切さ、たくさ

んの感動をこの漫画から得ています。私もこの漫画にハ

マッた 1 人です。

　『ONE PIECE』のすごいところは、ルフィの目が点なと

ころ。点で書いていても面白い！

　尾田さんの思いがそのまま漫画で表現されています。

　やはり苦労を重ねている人には、これだけの人を惹きつ

ける力が魅力があります。深く深く調べてみても、『ONE 

PIECE』に対する思い、読者側の気持ちをすごく尊重して

います。

　『ONE PIECE』さすがです。

　人気が出る訳ですね。まだ読んだことのない方、この機

会に 1 度漫画を読んでみてもいいかもしれませんね。

みなさん！ 今回のお話は、だいたいの方が知ってい

る人気アニメ漫画家のお話です。

　確実に 1 回は、この漫画のタイトルを耳にしていると

思います。私も見たことはあります。ただ、作者の「名前

は？」と言われるとわからなかったです…

　今となっては超有名な漫画家です！ まずは読んで見て

下さい！ では…

　彼が 17 才の時。

　短編漫画が準入選に選ばれ、担当編集者がついてくれる

ことになり、気をよくしていた彼は九州から東京に上京し

てきます。

　当時は、すぐトップになれるくらいの気持ちだったそう

です。しかし、甘くはなかった…

　作品のネーム（あらすじ）を提出しても全然通らなく、

連載には至りませんでした。

　描いても描いてもボツになる…。

　彼は、さすがに自分の力のなさに気づくと、壁がどんど

ん高く見えてくるわけです。「漫画家は、なるべくして生

まれた人にしか出来ない」と彼は思った。

　描いても描いてもボツになる ·。

　描いても描いてもボツになる ··。

　描いても描いてもボツになる ···。

　彼はついに倒れて、1 週間ほど身体が動かなくなったそ

うです。もう漫画家になることを諦めようとした。サラリー

マンに今からなれるかなとも考えた…。

　でもその時、担当編集者がこう言葉をかけてくれました。

「こんなに頑張っても報われなかったヤツを、俺は見たこ

とがない」

みなさん、こんにちは、今年もあっという間に過ぎそうですね！ すでに、３月になりました。春らしい陽気に
なっているのでしょうか？ 桜もちらほら咲いてくる頃ですね！ みなさんは、花粉症ではないですか？ 今の時
期、一番花粉が飛んでいる頃だと思います。私は花粉症ではないので、自由に外に出かけたりできますが、症
状のひどい人は、出かけるのにも一苦労だと思います。私も突然、今年なるかもしれないので、いつもひやひ
やしています。３月、４月は１年を通しても本当は過しやすい時期で、お花見、ＢＢＱなど楽しい行事が一杯
です。花粉も吹っ飛ばすくらいの楽しい２ヶ月にしていきましょう。
ハッピータイムズ VOL.78 スタートです。 樋 上 玲 子

ある漫画家志望の若者の話
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卒業式・入学式を
素敵にするヘアアレンジ

大切な日は！思い出に残る素敵なヘアスタイルで

ルーズにお洒
落に

まとめて！
ルーズにお洒

落に

まとめて！ 家族の思い出
になる

こだわりＨＡ
ＩＲ！家族の思い出
になる

こだわりＨＡ
ＩＲ！

最後の記念
袴に似合う

トレンドヘ
ア！

最後の記念
袴に似合う

トレンドヘ
ア！

編み込み
アレンジを決め

る！編み込み
アレンジを決め

る！

まとめ過ぎない、綺麗過ぎない
ルーズな質感は、どんな

ファッションにも合わせれる
愛されＨＡＩＲです！

くせ毛のような

ルーズなウェー
ブ

上品なカールは

コテを上手に

使って！

シンプルにまとめただけに
見えるヘアスタイルこそ、
バランス・質感の作り方

１つで思い出の写真になります。

大きめリボンが注目度大の
トレンドスタイル！人とは違った

デザインにしたい方にお勧めです。

編み込みアレンジは、崩して
ルーズに遊ぶのが２０１５年流

周りの人から褒められる
お洒落ＨＡＩＲです。

セットなどのメニューは、早朝のご予約を承っております。（早朝料金がかかります）
予約の時にお申し付け下さい。 ※営業時間より 2 時間前まで

土・日・祝平日 ( 火曜日～金曜日 ) ※税込金額※税込金額
AM8:00~
早朝料金

￥2,160

AM8:30~
早朝料金

￥1,620

AM9:00~
早朝料金

￥1,080

AM9:30~
早朝料金

￥540
営業時間

AM10:00~PM20:00

AM7:00~
早朝料金

￥2,160

AM7:30~
早朝料金

￥1,620

AM8:00~
早朝料金

￥1,080

AM8:30~
早朝料金

￥540
営業時間

AM9:00~PM19:00

早朝にご予約を希望のお客様へ

セット（アップスタイル） 　　　¥4,320（税込）

セット（ダウンスタイル） 　　　¥3,240（税込）

メ イ ク 　　　　　  　　　　　　¥3,240（税込）

着付け 袴 　　¥5,940（税込）

留袖 　　¥5,940（税込）

振袖 　　¥6,480（税込）

シャンプー・ブロー 　　　¥2,700（税込） 
ジュニアシャンプー・ブロー　　¥2,160（税込） 

（高校生以下） 

料　金

自分の髪で作る

大きいリボン
ルーズな編み込

み

節目に！

ツキを呼び込
む

こだわりHA
IR

オシャレ
POINT

オシャレ
POINT オシャレ

POINT

オシャレ
POINT
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今も、この先も、ずっと美しく。

～健やかな頭皮としなやかに弾む上質な髪へ～

TJ 天気予報ヘッドスパメニュー

ヘッドスパ　3,240 円

炭酸泉
炭酸の力で血行促進！髪の毛にたまったシリコンの分解
水圧の力で毛穴につまった汚れを浮き出す。

＊どんなスパメニューとでも相性抜群
＊時間がない時は単品メニューとしても効果あり

詳しくはスタッフまで…

1,080 円

・頭皮のツボをマスターした資格をもったスタッフが
  専属で行うマッサージ
  リラックス効果はもちろん、頭皮改善を行い、
  リフトアップ効果抜群

頭皮と顔は 1枚の肌でつながっているのはご存知でしょうか？
・最近顔のたるみが気になる
・ハリ、コシがなくなって TOP にボリュームがでない…

髪や肌はあなたの
　　　生き方を映し出す鏡です

1

年齢とともに髪の毛のツヤが減り、
まとまりにくくなってはいませんか？2

・頭皮の状況によりメニューを組み合わせ
  アナタの頭皮の悩みを改善

・血行促進をメインとしたリラックス効果のある頭皮マッサージ
  白髪、抜け毛予防もしてくれます。

つまりは…頭皮も素肌と同じように
　　保湿やマッサージが必要なのです。

～頑張った自分と頭皮にご褒美～

（税込）

（税込）

「Re-birth」人が本来持つチカラを甦らせる

一人ひとりのキレイを育むオーダーメイドのヘアケア

スーパージェット水流でマッサージ効果抜群

千秋店・木曽川店・稲沢店・末広店・尾西店・尾張旭店・津島店
日進店・滝の水店・大府店・可児店・豊明店・天白店・各務原店
知立店・豊田店・徳重店

頭皮ケア（保湿）コース
（40分コース）

マッサージしながら頭皮の毛細血管を刺激し、健康な髪が生えることで
ボリューム感が出ます。

顔のお肌と同じように頭皮を保湿し、柔軟な状態にしていきます。
エイジングスパ（頭皮の若返り）　30分

ルートスパ（ボリュームアップ）　40分

3,240円（税込）

4,630円（税込）

頭皮ケア（保湿、育毛、正常化）コース
（50分コース）

スペシャルヘッドキュア（保湿、育毛、正常化）コース
（60分コース）

4,320円（税込）
（シャンプー込）

5,400円（税込）
（シャンプー込）

6,480円（税込）
（シャンプー込）

取扱店舗

江南店・春日井店
北名古屋店・多治見店
小牧店・桑名店・岐阜店
豊田長興寺店・四日市店

取扱店舗

詳しくはAujua
ホームページで

詳しくはEralホームページで

地肌（頭皮）は肌と同じ組織で構成されることから、肌の一部である

ととらえることができます。したがって、肌と同じように、内的要因や
外的要因により地肌の状態も変化します。
しかし、地肌は状態を自分で確認することがむずかしく、多くの人は

自分の地肌の変化に気づいていません。

年齢とともに、地肌にフケやニオイが発生しやすくなったり、敏感肌

化、炎症（赤み）などを引き起こしやすくなったりします。

健康な
頭皮

炎症している頭皮

新発見！
カルボニル化
に注意

ヘッドスパと
一緒にされると
更に効果 UP
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ゴム１つで出来る超簡単オシャレ

テクニック。この技を１つ覚える

だけでも今回のスクールに参加し

た価値あり！多くの美容師が活用

する㊙テクニックを大公開。

三つ編みも一工夫でオシャレスタ
イルにチェンジします。簡単です
が、バランス・質感を間違えると大
変なことに…三つ編みをオシャレ
にする崩しのテクニックを大公開。

いつも上手に巻けない…そんな悩みが
ある方、ご安心を。ナチュラルでオシャ
レなコテ巻きのコツをお教えします。コ
ツさえ分かれば、明日からアナタも美容
室ヘアに！プロのテクニックを大公開。

人気の無造作ヘアは崩し方、ルー
ズさが POINT です。指の使い方で、
オシャレに決まるか！それとも残
念な結果になるか！本当は教えた
く無いプロのテクニックを大公開。

アナタに似合う色選び
今 回のスクールで学べる㊙テクニックの一部を紹介します。

簡単ヘアアレンジ
～卒業式・入学式もこれで安心！知っておくと便利５つの裏技～

今 回のスクールで学べる㊙テクニックの一部を紹介します。

□日頃から髪をまとめることが多い方

□人とは違うヘアアレンジをしたい方

□お子様の髪をまとめたい方

□いつも同じ髪型になってしまう方

□卒業式・入学式がある方

□お子様をオシャレにしたい方

□ヘアアレンジが苦手な方

□TPO に合わせ髪形を変えたい方

□へアアレンジに興味がある方

簡単ヘアアレンジこんな方にお勧めです！

自分で出来る！子どもにやってあげられる！

自分に似合う色が分かればファッショ

ンにも応用が出来ます。いつも同じ色

の服を買ってしまう方…新しい色に

チャレンジするきっかけになるはず！

色選び・テクニックで小顔になっ

たり、頭の形を綺麗に見せること

が出来ます。小顔にしたい方必見

のテクニックを紹介します！

お手入れの仕方で、色持ちが変わり
ます。綺麗な色を継続する為の美容
師直伝のテクニックを紹介します。

□自分に似合うカラー・色を知りたい方

□小顔にしたい方

□似合う色を知りたい方（ファッション）

□何だか髪色が似合っていないと感じる方

□頭の形が気になる方

□いつも同じ色の服ばかり買ってしまう方

□自分の肌色を知りたい方

□肌色を綺麗に見せたい方

□へアカラーに興味がある方

アナタに似合う色選びはこんな方にお勧めです！

センスが光る！最新アレンジスタイル

似合う色発見！アナタの色はこのタイプ

プロの　　テクニックを

伝授します！
秘

カラーで美肌に魅せる、

最新色選びは！！
失敗しない！

～これが分かれば同じ色の服ばかり買わなくてもＯＫです～

ゴム１つで出来る超簡単オシャレ
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が、バランス・質感を間違えると大
変なことに…三つ編みをオシャレ
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ツさえ分かれば、明日からアナタも美容
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人気の無造作ヘアは崩し方、ルー
ズさが POINT です。指の使い方で、
オシャレに決まるか！それとも残
念な結果になるか！本当は教えた
く無いプロのテクニックを大公開。

肌色に合わせてカラーをするこ

とで似合う色になり、顔色を綺

麗に魅せることになります。４

つタイプに分けて分析し自分

に似合う色を発見して下さい。

コツさえ分かれば

コテも簡単♪
コツさえ分かれば

コテも簡単♪
オシャレ度UPの

最新テクニッ
ク♪

オシャレ度UPの

最新テクニッ
ク♪

ひと工夫で

可愛いくチ
ェンジ！

ひと工夫で

可愛いくチ
ェンジ！

バランス感覚の

POINTは！
バランス感覚の

POINTは！

タンスの中
は

同じ色の服
ばかり

タンスの中
は

同じ色の服
ばかり

小顔にする

最新テクニック
とは

小顔にする

最新テクニック
とは

綺麗な色を

長持ちさせる
！

綺麗な色を

長持ちさせる
！

自分に似合う

色とは・・・
自分に似合う

色とは・・・

安心に！分かりやすく！勉強する少人数制

ＴＪスタッフが先生になり勉強会を開催

第2 弾

第１弾

T J ス ク ー ル 開 校T J ス ク ー ル 開 校
アナタの魅力を開くカギとなる

コテの使い方が分からない！上手くアレンジが出来ない！似合う色が分からない！などなど

多くのお客様が悩んでいます。各店でもお伝えさせて頂きますが、より詳しく！より分かり

やすく！お伝えし、お客様が自宅で出来る様になることを目的にした勉強会、それが

【ＴＪスクール】です。日頃のお悩み、もっと知りたい！そして、美容師 秘 テクニック

などをいっぱい紹介します。毎月開催する予定で計画していますのでお楽しみにして下さい。

今回はお客様から要望が多い
３月 16 日（月）【簡単ヘアアレンジ講座】 
４月 20 日（月）【 似 合 う 色 発 見 講 座 】 を開催します。
各講座２０名が定員になっています。
興味がある方はお早めに申し込み下さい！
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2015 年４月 20日 [月] １０：００～１２：００
１３：００～１５：００ 定員各１０名

第 1 部
第 2 部

TJ 天気予報 Part3（千秋店）
愛知県一宮市千秋町浅野羽根古金島９－１

2,000 円（税込） 筆記用具

2015 年 3月 16日 [月] １０：００～１２：００
１３：００～１５：００

定員各１０名第 1 部
第 2 部

TJ 天気予報 Part3（千秋店）
愛知県一宮市千秋町浅野羽根古金島９－１

2,000 円（税込）

自宅でお使いのコテ・ストレートアイロンをお待ちの方はご持参下さい。

日　時

場　所 講習費

鈴木 飛香（稲沢店）

鈴木 飛香（稲沢店）

講　師

中野 裕央（津島店）
中野 裕央（津島店）

持ち物

日　時

場　所

講習費

講　師

持ち物

申し込みは簡単！！
TEL で申し込み FAXで申し込み

ホームページで申込み

メールで申し込み

TJ 天気予報  本部 TJ 天気予報　本部

TEL.0586-76-7438
【受付】火～日曜日　10：00～18：00

FAX.0586-81-1488

件 名 □第 1 部  □第 2 部
店

希望の時間に
チェックを入れて下さい

ご連絡希望時間

tj-school＠tj-tenkiyohou.co.jp

http://www.tj-tenkiyohou.co.jp/school/

※ご自身がいつも使用している道具を使うことで、より自宅でも再現性が高くなります。

フルネームでお願いします
弊社からご連絡させて頂く場合もあります
第 1 部 or 第 2 部
いつもご利用頂いている店舗 
ご希望、ご要望のある方はご記入下さい

上記の内容を、専用アドレスにお送り下さい。

簡単ヘアアレンジ講座 or 似合う色発見講座

※定員になり次第、募集を終了させて頂きます。早めのご予約よろしくお願いします。申込確認後、返信させていただきます。

TJ 天気予報カラーチームのリーダーとして
活躍。２０１４年 年間ＭＶＰを受賞。

TJ 天気予報のテクニカルチームのリーダーとして
活躍。アレンジスタイルに定評があります。

簡単ヘアアレンジ講座簡単ヘアアレンジ講座20名限定

似合う色発見講座似合う色発見講座20名限定

24時間受付！受付確認後、
TELでご連絡させて頂きます。

T J 天気予報スクールのこだわり！創業38年 お客様との

信頼関係を大切に！

安心の少人数制 技術中心の勉強会です

※写真はイメージです

１つの講座１０人までとさせ
てもらってます。分かるまで、
しっかりお伝えしますのでご
安心下さい！分からないこと
は遠慮なくご質問下さい。

１人で参加するのは…友達
と参加したいけど TJ 天気
予報に通っていない友達と
一緒に参加してもらっても
問題ありません。
※お子さまの参加も OK です。

技術講習を中心に話をさせ
て頂きます。商品・器具の
などの販売は一切しません
のでよろしくお願いします。

1 2 友達・家族での参加もOKです3

センスを感じるまとめ髪に！

似合う色は顔色を綺麗に見せます！

お 名  前
お 電  話
ご  希  望
ご利用店
そ  の  他

簡単ヘアアレンジ講座 or 似合う色発見講座

本部スタッフが
対応させて頂きます。

ご希望の
講 座 名

お 名 前

お 電 話

ご 希 望

ご利用店
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■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

編集部からのお知らせ！

表紙担当 : 豊田店

春は変化を楽しむ季節。ヘアースタイル、カラー、メイクや
ファッションにも新しいことにチャレンジしてみてはいかが
ですか？ ハイチークで華やかさ、カラーはグラデーション
で遊びゴコロを、ギンガムチェックのピンクワンピがカワイ
イ感じに♪皆さまも新しい自分探しをしてみてください♪

HAIR　MAKE
船迫　亮介（豊田店）

MODEL
野口　楓 さん

真さま
20年ぶりの
出会いに感
謝！

ブチョー
子供が高校
受験！ も
う高校生…
（汗）。

レーコー
デニム生地
集めてお部
屋改造中☆

ゴトー
おかしいと
思ったら直
ぐ病院。

Yu-ki
英会話、１
年続いてい
ます。

よっ!しか
今年こそ京
都へ花見!!!

show
掃 除 機 が
部屋のオブ
ジェになりつ
つあります。

ナツキ
USJの年間
パスポート
買いました
♪

編集部喫茶キクリンのつぶやき
はる
フラリエでの
ファッション
ショー大 成
功でした！

編 集 部 よ り

ホームページがリニューアルいたしました。もうご覧いただけましたか？
リニューアルで新しいページも多
く 追 加 さ れ ま し た。 そ の １ つ が

「GUEST PHOTO GALLERY」。 仕
上がり後にお客様とスタッフが一緒
に写真を撮り、ホームページに掲載
させていただきます。素敵な写真の
中から毎月 Best guest photo を決
定いたします。選ばれたお客様には
プレゼントをお渡しいたします。ご
応募、お待ちしております。
詳しい内容はスタッフまでお聞きく
ださい。

皆様にご協力いただいて
い ま す、『 ペ ット ボト ル
キャップ』の 2014 年の
集計結果です。１年間で
597.7kg 回収にご協力
いただきました。大変感謝いたします。2008
年６月より回収を開始して以来、5395.6kg
になりました。現在も回収させていただいてお
りますので、引き続きご協力お願いいたします。

ご自宅でのブローがう
まくいかない…。ここ
の部分がどうしても…
などお悩みはございま
せんか？ そんなお悩み
を解消できる「じぶん
De できる」。画像だ
けでは、分かりづらいところが動画で確認で
きます。お悩みがある方は、一度ご覧ください。

４月から、新しい
仲間が 63 人増えます。
温かい目で見守って
あげてください。

2014 年　入社式

● • ● ホームページに登場してみませんか ● • ●

ペットボトルキャップ 報告書 ● じぶん De できる ●

● • ● 新入社員が増えます ● • ●

ホーム
ページ
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