


編集長 モジコのご挨拶

いう言葉を、「安易」とか「楽」に置き換えれば、もっと身近

に感じるでしょう。

　例えば、上司にコピーを頼まれたとします。

　一番の近道は「断ること」。ですが、これが一番悪い道にな

ることは、言われなくても分かりますよね。この場合、一般

的な近道は言われたことをするだけ。つまり、コピー１枚とっ

て、はい終了。これは誰にでも出来ます。今日入社した新入

社員にでも出来ます。では、ここで言う遠回り、つまり面倒

でもやった方がいい事って何でしょうか？

　少し考えてみて下さい。

　

　例えば頼まれたときに、「何部必要ですか？」「まとめてホ

チキス止めなどしなくても大丈夫でしょうか？」そしてコピー

終了後、「他に何かお手伝い出来ることはありますか？」

　どうですか？ 同じ答えの方もいるとは思います。自分が上

司だとして、言われたりされたりして嬉しく感じるようなこ

となら全部正解です。「人生は道路のようなものだ。一番の近

道は、たいてい一番悪い道だ」という言葉、改めて考えてみ

ると、「急がば回れ」と同じようであって、微妙に伝わるもの

が違うことに、私自身気付かされました。小学生の頃、遠回

りして帰った記憶、誰にでもあるんじゃないかと。大人から

見れば、何でもないことも、その時は大冒険だったはずです。

そして何か新たな発見があったはずです。

　大人になり、社会人になり、同じことの繰り返しのような

生活をしていればしているほど、楽な方楽な方を選んでしま

いがちです。結果、周囲と自分と差別化が何一つ図れなくな

り、その他大勢の 1 人として埋もれてしまう。ベテラン社員が、

新人でも出来るようなことしか出来ない…

　怖くなりますよね…

　最後に、いつも出勤している道が、大渋滞になっている…

皆さんならどうしますか？

　私はすぐさま、遠回りまでして渋滞も回避します。屁理屈

かもしれませんが（笑）

　皆さんも是非「人に喜ばれる遠回り」も意識してみてくだ

さい。

今回は、３、４月ということで、新社会人・新生活を送

る方への為になるお話をします。

　世の中には山ほどのいい話はありますが、もしかしたら知っ

ている方もいるかもしれません。少しでもこれからの人生に役

立ててもらえればと思い、ご紹介させていただきます。では…。

　「人生は道路のようなものだ。一番の近道は、た
いてい一番悪い道だ」という言葉です。

　これは「知識は力なり」の名言で、有名なイギリスの哲学

者［フランシスコ・ベーコン］の言葉です。もっと分かりや

すい言葉で、普段皆さんもよくお使いだと思います。何だと

思います？

　そう！ 「急がば回れ」です。友人との会話で、「そういう時は、

『急がば回れ』だねー」は、ごくごく自然ですが、友人との会

話で、「そういう時は、『人生は道路のようなものだ。一番の

近道は、たいてい一番悪い道だ』」は、極めて不自然で、下手

したら嫌われてしまいますよね。

一番の近道は、たいてい一番悪い道

　皆さんの辺りにはいないと思いますが、中には屁理屈をこ

ねる人もいるかもしれません。例えば、「大阪から東京に向か

うのに、沖縄を経由して羽田に向かう必要ないじゃないです

か」みたいな屁理屈。新宿から渋谷へ行くのに、山手線を使

わずにわざわざ小田急で下北沢に向かい…飛行機や電車、つ

まり乗り物は、最短・最速が良いものと相場が決まっていま

すが、人生つまり私たちの言動は早ければ良いということば

かりではないですね。

　フランシスコ・ベーコンの言う近道というのは、簡単な方

法や手段のこと、言い換えれば、「誰もがやっていること」や

「誰でも出来ること」を指しているような気がします。近道と

みなさんこんにちは。いよいよ寒さもやわらぎ過ごしやすい季節となってきました。春はなぜだか毎年外に出たくなる気
候です。私は花粉症ではないので、これからの季節気持ちがいいです。
さて、３月４月は新生活、新学期、新社会人をスタートする方もたくさんいますね。
私達の会社にも、新入社員が入ってきます。もう、私ともなるとお母さんの気持ちになってきます（笑）
親の気持ちで、新入社員の成長を見守っていきたいです。
では、また新たな出会いに感謝して、すてきな新年度を迎えましょう。
ハッピータイムズ VOL.90 スタートです。

「人生は道路のようなものだ。
一番の近道は、たいてい一番悪い道だ」

樋 上 玲 子

私らしさの方程式
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美容室で販売している商品を１つ使いたい。
と聞かれたら、私達、美容師は間違いなく
【シャンプーから始めて下さい】とお伝えします。

髪・頭皮は、パーマやカラーなどの施術でダメージを受けますが
それ以上のダメージ原因になるのが、実はシャンプーなのです。

なぜシャンプーがダメージ原因になるのか？
それは、パーマ・カラーは２～３ヶ月に１回施術される方が多く
髪・頭皮に負担をかける頻度は（２ヶ月に一度の場合６０分１）になります。
※パーマ・カラー施術後、1週間以内が一番傷みやすい状態になっています。

しかし、シャンプーは毎日(２ヶ月で約６０回）行われ
繰り返される日々のお手入れで、髪・頭皮を傷めてしまうのです。

【ヘアケアの基本＝地肌ケア＝シャンプー】
という考えのもと、健康な地肌が美しい髪の毛をつくり出します
だからこそ、シャンプー剤に使用される成分にこだわり
髪・頭皮に負担をかけないことがもっとも大切と考えています。

シャンプー剤の９０％は水と界面活性剤で作られており
界面活性剤とはすなわち、汚れを取り除く【泡】のことであり
どのような界面活性剤を使用するかが、シャンプー剤の良し悪しを決めます。

シャンプーから始めて下さい

SPRING SALE 最大 30％ OFF
期間限定  3月1日(水) ～ 4月30日(日) ～ 1本 10％  2本 20％OFF ～

TJ天気予報で製造・販売している
オリジナルシャンプーは、界面活性剤をコラーゲンベースにし
天然由来成分９７％と成分にトコトンこだわり抜いた商品になっています

健康な頭皮から綺麗な髪の毛が育まれます。

毎日、お手入れするからこそ、こだわって頂きたい！
私達がシャンプーをお勧めするワケはそこにあります

いつまでもキレイでステキなヘアスタイルを
楽しんで頂く為に
シャンプーから始めて下さい。

ボトル　　　 345ml / ￥2,592（税込） 
レフィール　1,000ml / ￥5,940（税込）

チューブ　　  280g / ￥2,592（税込） 
レフィール　1,000g / ￥5,940（税込）

※一部対象外あり

ボトル　　　  300ml / ¥2,160（税込）

レフィール　1,000ml / ¥5,940（税込）

-

※トリートメントはモイストとライトの2タイプからお選びいただけます。 ※トリートメントはモイストとライトの2タイプからお選びいただけます。

チューブ　　  240g / ¥2,160（税込）

レフィール　1,000g / ¥5,940（税込）

TJ天気予報 オリジナル商品 2017新発売 Premiumシリーズ登場

TJ Premium Shampoo TJ Premium Treatment
NEW NEW

プラチナシルク配合

新発想！コラーゲンで洗うシャンプー

シアバター配合
コラーゲンタンパク質由来の界面活性剤を
使用しているので、頭皮・毛髪をダメージか
ら守り、しっかり保湿。初めて使った時には
髪質の劇的な変化に驚き、使い続けると毛
先のパサつき等が気にならなくなります。カ
ラーやパーマ、ストレートのもちを良くし、ダ
メージが気にならない髪へと導きます。

ダメージの状態に合わせて擬似的なキュー
ティクルを補うことで、根元はふんわり、毛先
はしっとりまとまる質感を自動的におこなっ
てくれます。
２つのタイプが選べ、髪質に合わせた仕上が
りでスタイリングしやすい髪へ。

天然由来成分９７％で頭皮・毛髪をダメージ
から守りながら、更にプラチナシルクを配合
することでヘアカラーの退色や紫外線による
髪のダメージを軽減させ染料の分解を抑制
する効果があり、色持ちを良くします。
翌朝、髪の芯までうるおいを感じる髪へと導
きます。

高濃度の栄養成分と８種類のオーガニック
系植物エキスが髪の内側と外側から働き
かけ、乾燥や湿気によるうねりやパサつきか
ら髪を守ります。更に保湿力の高いシアバタ
ーを配合することでダメージを感じないワ
ンランク上の上質なサラサラ髪へ導きます。

泡パックでダメージを補修

コラーゲン由来の洗浄成分

８種類の植物エキスと11種類のアミノ酸

高濃度！悩みに応えるトリートメント 最上級のコラーゲンシャンプー 毛先までしっとりが続く贅沢ケア

軽さと指どおりの良さを両立

コメタンパク質由来の
18-MEA類似成分を配合

集中ダメージ補修
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大人女性の
悩みを解決する最近こんな悩みを抱えている

　　お客様が多くなっています

毛髪内部の乾燥

年齢を重ねていくと、毛髪の水分保持力が低下し、乾燥しやすい状態
になります。
例えると、乾燥してスカスカになったヘチマのような状態です。その為、
髪がふわふわしてまとまりにくく感じます。

髪質の変化により水を弾く成分が増え、水分保持力が低下

頭皮のハリが低下し、髪が立ち上がらない

シャンプーでは落ちにくい過酸化脂質が残っている

地肌の硬さが顔のシワにつながります

頭皮のハリ低下

肌のハリを支えるのが[厚み＝コラーゲン]×[弾力＝エラスチン]×[潤い
＝ヒアルロン酸]
これらの成分が年齢と共に減少すると重力に耐え切れず皮膚がたる
み、その結果毛穴が広がります。一輪挿しと口の広い花瓶との違いの
ように口の広さによって髪の毛が倒れやすくなります。

特有皮脂の分泌・酸化

地肌の硬さ

３０代、４０代から徐々に地肌から分泌された脂における酸化した皮脂
の割合が増えていきます。皮脂の酸化が進むとノネナールという成分
が出てきて特有臭を発生させます。
天ぷら油を使いまわししていくとドロッとしたニオイが出てくるのと同じ現
象です。
＊ノネナール＝加齢臭の成分

お悩み① 髪がまとまりにくくなった。

お悩み②
根元のボリュームが
出にくくなった。

お悩み③
頭皮のべたつき、
ニオイが気になる。

お悩み④ 顔のたるみが気になる。
頭皮のたるみは顔の表情に大きな影響を及ぼします。
頭皮のたるみによる顔への変化は
[額のシワ]  →  [目尻のシワ]  →  [耳上のたるみ]  →
[ほうれい線]  →  [襟足の皮膚のたるみ]  →  [あごラインのたるみ]　
と上から順に現れてきます。
女性が毎日ケアする顔の面積は頭皮の３分１。
顔のケアも大切ですが、頭の３分２の面積を占める
頭皮をリフトＵＰすることが、若 し々い表情を保つ近道です。　

耳上の皮膚をつまめる方は、
頭皮のたるみが起こっている
サインです！！

チェック

全ての原因は、
女性ホルモンの減少と抗酸化力の低下です。

TJ 天気予報
ヘッドスパメニュー

「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

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）

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

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・徳重店取扱店舗

炭酸泉

1,080 円（税込）1,080 円（税込）

スーパージェット水流でマッサージ効果抜群スーパージェット水流でマッサージ効果抜群

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。 TJ天気予報オリジナル技法により、最上級の癒しと健やかな頭皮を育みます。

オーダメイドスパ　60分 6,480円（税込）

●女性ホルモン量の推移 ●抗酸化力と年齢の関係

女性ホルモン（エストロゲン）は「美肌ホルモン」とも
呼ばれ、皮膚の弾力性と保湿性の維持などに働きかけま
すが、40代になると急激に減少します。

抗酸化力が低下すると毛髪ではタンパク質やメラニン色素
の分解によるゴワつきや褪色を引き起こし、根元から髪質
が変化します。

これらの要因により地肌と髪にエイジング現象が起こりますが食生活や日頃のお手入れを通して改善すること

ができます。健やかな頭皮からキレイな髪の毛が育まれます。ヘッドスパを通して頭皮環境を整え、いつまでも

ステキなヘアスタイルを楽しんで頂けるお手伝いをさせて頂きます。

健やか
な頭皮

と

しなや
かに弾

む

上質な
髪へ

健やか
な頭皮

と

しなや
かに弾

む

上質な
髪へ
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大人女性の
悩みを解決する最近こんな悩みを抱えている

　　お客様が多くなっています

毛髪内部の乾燥

年齢を重ねていくと、毛髪の水分保持力が低下し、乾燥しやすい状態
になります。
例えると、乾燥してスカスカになったヘチマのような状態です。その為、
髪がふわふわしてまとまりにくく感じます。

髪質の変化により水を弾く成分が増え、水分保持力が低下

頭皮のハリが低下し、髪が立ち上がらない

シャンプーでは落ちにくい過酸化脂質が残っている

地肌の硬さが顔のシワにつながります

頭皮のハリ低下

肌のハリを支えるのが[厚み＝コラーゲン]×[弾力＝エラスチン]×[潤い
＝ヒアルロン酸]
これらの成分が年齢と共に減少すると重力に耐え切れず皮膚がたる
み、その結果毛穴が広がります。一輪挿しと口の広い花瓶との違いの
ように口の広さによって髪の毛が倒れやすくなります。

特有皮脂の分泌・酸化

地肌の硬さ

３０代、４０代から徐々に地肌から分泌された脂における酸化した皮脂
の割合が増えていきます。皮脂の酸化が進むとノネナールという成分
が出てきて特有臭を発生させます。
天ぷら油を使いまわししていくとドロッとしたニオイが出てくるのと同じ現
象です。
＊ノネナール＝加齢臭の成分

お悩み① 髪がまとまりにくくなった。

お悩み②
根元のボリュームが
出にくくなった。

お悩み③
頭皮のべたつき、
ニオイが気になる。

お悩み④ 顔のたるみが気になる。
頭皮のたるみは顔の表情に大きな影響を及ぼします。
頭皮のたるみによる顔への変化は
[額のシワ]  →  [目尻のシワ]  →  [耳上のたるみ]  →
[ほうれい線]  →  [襟足の皮膚のたるみ]  →  [あごラインのたるみ]　
と上から順に現れてきます。
女性が毎日ケアする顔の面積は頭皮の３分１。
顔のケアも大切ですが、頭の３分２の面積を占める
頭皮をリフトＵＰすることが、若 し々い表情を保つ近道です。　

耳上の皮膚をつまめる方は、
頭皮のたるみが起こっている
サインです！！

チェック

全ての原因は、
女性ホルモンの減少と抗酸化力の低下です。

TJ 天気予報
ヘッドスパメニュー

「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

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）

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

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・徳重店取扱店舗

炭酸泉

1,080 円（税込）1,080 円（税込）

スーパージェット水流でマッサージ効果抜群スーパージェット水流でマッサージ効果抜群

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。 TJ天気予報オリジナル技法により、最上級の癒しと健やかな頭皮を育みます。

オーダメイドスパ　60分 6,480円（税込）

●女性ホルモン量の推移 ●抗酸化力と年齢の関係

女性ホルモン（エストロゲン）は「美肌ホルモン」とも
呼ばれ、皮膚の弾力性と保湿性の維持などに働きかけま
すが、40代になると急激に減少します。

抗酸化力が低下すると毛髪ではタンパク質やメラニン色素
の分解によるゴワつきや褪色を引き起こし、根元から髪質
が変化します。

これらの要因により地肌と髪にエイジング現象が起こりますが食生活や日頃のお手入れを通して改善すること

ができます。健やかな頭皮からキレイな髪の毛が育まれます。ヘッドスパを通して頭皮環境を整え、いつまでも

ステキなヘアスタイルを楽しんで頂けるお手伝いをさせて頂きます。

健やか
な頭皮

と

しなや
かに弾

む

上質な
髪へ

健やか
な頭皮

と

しなや
かに弾

む

上質な
髪へ
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髪の毛は 頭頂部から 薄く！細く！なるのか。

頭 頂部の
血 液 循 環が悪い理由

① 側頭部に比べて 血管が細い。
② 一番高い位置にあり、重力により 血液が行き渡りにくい。
③ 筋肉がないため、自ら動いて血行を改善することができない。

だから日頃の頭皮マッサージが大切になります。
血 液 循 環を良くするには、外から力を加えて動かしてあげることが重要

頭皮の動かし方

シャンプーのすすぎは
泡が無くなったらＯＫ！

トリートメントを
根元や頭皮につける！

01 02 03 04 05
シャンプーを頭皮に
直接つけて泡立てる！

ツメを立てて
しっかり洗う！

シャンプー前は
髪をぬらすだけ！

これはすべてこれはすべて
このケアを続けると、頭皮の【フケ】【かゆみ】【ニオイ】の原因となります。
１つでもあてはまったら、すぐに改善が必要です。です！！NGケア

シャンプー前は

髪をぬらすだけ！

予洗いをする
髪を適度にぬらすだけではなく、あらかじめお湯で
髪・頭皮表面の汚れは落としておきましょう（予洗い）

NGStep 01 Step 01

Step 02

Step 03

Step 04

Step 05

予洗いの役割は、
①汗やホコリ、ゴミなどを落とす
②皮脂をとれやすくする

OK

根元がキュッとなったら終了です
洗いと同様にすすぎにもしっかり時間を
かけましょう

NG

一般的に“洗い”には時間をかけますが、“すすぎ”は軽視し

がちです。せっかくシャンプーで浮かせた皮脂や汚れが頭

皮に残っていると、かゆみ等の原因となります。また、シャ

ンプー剤自体が残ることも同様のトラブルにつながります

ので、“すすぎ”も入念に行いましょう。

頭の各部位（前頭部・側頭部・頭頂部・後頭部）を意識して、それぞれの

部位の髪の根元に指を潜り込ませるようにして、すすぎましょう。

※ 目安は、 根元が“キュッ”となったら終了です。

※ 後頭部～頭頂部にかけて特にすすぎ残しが多いため 注意してください。

OK

トリートメントを
根元や頭皮に
つける！

トリートメント※は頭皮につけてはいけません
髪の中間～毛先(ダメージ部分）つけましょう

NG
OK

ツメを立てて

しっかり洗う！

ツメ洗いではなく、指の腹を使う
指の腹を使って、泡で頭皮を洗いましょう

NGStep 03

ツメを立てて洗ったり、力を入れてゴシゴ

シ洗うと頭皮を傷つける原因となります。ツ

メを立てずに、指の腹を使って、 頭皮全体

に泡を行き渡らせ、泡を使ってやさしく洗

いましょう。

OK

シャンプーを
頭皮に直接つけて
泡立てる！

シャンプー剤を頭皮につけない
シャンプー剤は髪表面につけて、
しっかり泡立てましょう

NGStep 02

しっかりと泡立てた泡で髪と頭皮を洗いましょう。直接頭皮にシャンプー剤をつけて洗うのはNGです。

 泡立つ部分は「髪の毛」なので、髪表面につけて、しっかりと泡立てましょう。

（泡立たない場合は一度すすぎ、再度シャンプー剤をつけ、泡立てましょう）

OK

手のひらで伸ばして
髪表面につける

髪表面でしっかり
泡立てる

※シャワーを当てる位置も
すすぐポイントを
意識しましょう。

（前頭部をすすぐときは、
頭を上げる）

01. 後頭部 02. 側頭部 03. 頭頂部 04. 前頭部

後ろの生え際から頭頂部に
向かって縦にストローク

耳付近の生え際から順に、
側頭部を横にストローク

頭頂部を
前後にストローク

両手で生え際を小刻みに上下に
動かしながら左右へと動かす

シャンプーのすすぎは
泡が無くなったら

OK！

予洗い
をする

Step 04
すすぐ

シャンプーを洗い流す

Step 05
ヘアトリートメント

をつける

シャンプー剤
をつける

洗う

ヘアトリートメントは、髪をケアするためのアイテムです。よって、髪をコーティングするために「シリコーン」が配合されています。シリコーン自体

は、髪のダメージをしっかりとケアし、指通りを良くするため髪につけることは何ら問題ありません。しかし、シリコーン配合のヘアトリートメント

を直接頭皮につけてしまうと、 髪の根元や頭皮がベタつき、ボリュームがなくなります。

ヘアトリートメントは、 必ず髪の中間～毛先（ダメージしやすい部分）につけましょう。 頭皮には「頭皮用トリートメント」を使用することをおす

すめします。頭皮用トリートメントの多くは、シリコーンが配合されていないため、直接頭皮につけても大丈夫です。  ※リンス・コンディショナーを含む。

なぜ？

Check!!

特に、  男性の場合は、女性と比べて皮脂の分泌量が多いため、皮脂でシャンプーの泡立ちが悪くなります。  

また、皮脂の成分は、34℃以下では溶けにくく頭皮に残りやすくなり、逆に40℃以上になると過剰にとりすぎてしま

うため、頭皮に悪影響をおよぼす危険性があります。よって、髪や頭皮にやさしく、シャンプーを効果的に行うため

に  シャワーのお湯の温度は約38℃  に設定しましょう。

正しいケア   を理解して実践しましょう！
頭 頂部は血 液 循 環が悪く、毛根部への栄養が 行き渡りにくく
抜け毛・細毛の原因になってしまいます。

頭皮のツボ押しマッサージ

～  アナタの ケアを チェックしてみましょう  ～

していませんか？していませんか？していませんか？NGケアNGケア頭皮を
傷める！！

?よくある
疑 問・質 問

NGケア

頭皮を
傷める！！

が

頭皮を
傷める！！

が

間違いだらけの頭皮ケア間違いだらけの頭皮ケア間違いだらけの頭皮ケア×××
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髪の毛は 頭頂部から 薄く！細く！なるのか。

頭 頂部の
血 液 循 環が悪い理由

① 側頭部に比べて 血管が細い。
② 一番高い位置にあり、重力により 血液が行き渡りにくい。
③ 筋肉がないため、自ら動いて血行を改善することができない。

だから日頃の頭皮マッサージが大切になります。
血 液 循 環を良くするには、外から力を加えて動かしてあげることが重要

頭皮の動かし方

シャンプーのすすぎは
泡が無くなったらＯＫ！

トリートメントを
根元や頭皮につける！

01 02 03 04 05
シャンプーを頭皮に
直接つけて泡立てる！

ツメを立てて
しっかり洗う！

シャンプー前は
髪をぬらすだけ！

これはすべてこれはすべて
このケアを続けると、頭皮の【フケ】【かゆみ】【ニオイ】の原因となります。
１つでもあてはまったら、すぐに改善が必要です。です！！NGケア

シャンプー前は

髪をぬらすだけ！

予洗いをする
髪を適度にぬらすだけではなく、あらかじめお湯で
髪・頭皮表面の汚れは落としておきましょう（予洗い）

NGStep 01 Step 01

Step 02

Step 03

Step 04

Step 05

予洗いの役割は、
①汗やホコリ、ゴミなどを落とす
②皮脂をとれやすくする

OK

根元がキュッとなったら終了です
洗いと同様にすすぎにもしっかり時間を
かけましょう

NG

一般的に“洗い”には時間をかけますが、“すすぎ”は軽視し

がちです。せっかくシャンプーで浮かせた皮脂や汚れが頭

皮に残っていると、かゆみ等の原因となります。また、シャ

ンプー剤自体が残ることも同様のトラブルにつながります

ので、“すすぎ”も入念に行いましょう。

頭の各部位（前頭部・側頭部・頭頂部・後頭部）を意識して、それぞれの

部位の髪の根元に指を潜り込ませるようにして、すすぎましょう。

※ 目安は、 根元が“キュッ”となったら終了です。

※ 後頭部～頭頂部にかけて特にすすぎ残しが多いため 注意してください。

OK

トリートメントを
根元や頭皮に
つける！

トリートメント※は頭皮につけてはいけません
髪の中間～毛先(ダメージ部分）つけましょう

NG
OK

ツメを立てて

しっかり洗う！

ツメ洗いではなく、指の腹を使う
指の腹を使って、泡で頭皮を洗いましょう

NGStep 03

ツメを立てて洗ったり、力を入れてゴシゴ

シ洗うと頭皮を傷つける原因となります。ツ

メを立てずに、指の腹を使って、 頭皮全体

に泡を行き渡らせ、泡を使ってやさしく洗

いましょう。

OK

シャンプーを
頭皮に直接つけて
泡立てる！

シャンプー剤を頭皮につけない
シャンプー剤は髪表面につけて、
しっかり泡立てましょう

NGStep 02

しっかりと泡立てた泡で髪と頭皮を洗いましょう。直接頭皮にシャンプー剤をつけて洗うのはNGです。

 泡立つ部分は「髪の毛」なので、髪表面につけて、しっかりと泡立てましょう。

（泡立たない場合は一度すすぎ、再度シャンプー剤をつけ、泡立てましょう）

OK

手のひらで伸ばして
髪表面につける

髪表面でしっかり
泡立てる

※シャワーを当てる位置も
すすぐポイントを
意識しましょう。

（前頭部をすすぐときは、
頭を上げる）

01. 後頭部 02. 側頭部 03. 頭頂部 04. 前頭部

後ろの生え際から頭頂部に
向かって縦にストローク

耳付近の生え際から順に、
側頭部を横にストローク

頭頂部を
前後にストローク

両手で生え際を小刻みに上下に
動かしながら左右へと動かす

シャンプーのすすぎは
泡が無くなったら

OK！

予洗い
をする

Step 04
すすぐ

シャンプーを洗い流す

Step 05
ヘアトリートメント

をつける

シャンプー剤
をつける

洗う

ヘアトリートメントは、髪をケアするためのアイテムです。よって、髪をコーティングするために「シリコーン」が配合されています。シリコーン自体

は、髪のダメージをしっかりとケアし、指通りを良くするため髪につけることは何ら問題ありません。しかし、シリコーン配合のヘアトリートメント

を直接頭皮につけてしまうと、 髪の根元や頭皮がベタつき、ボリュームがなくなります。

ヘアトリートメントは、 必ず髪の中間～毛先（ダメージしやすい部分）につけましょう。 頭皮には「頭皮用トリートメント」を使用することをおす

すめします。頭皮用トリートメントの多くは、シリコーンが配合されていないため、直接頭皮につけても大丈夫です。  ※リンス・コンディショナーを含む。

なぜ？

Check!!

特に、  男性の場合は、女性と比べて皮脂の分泌量が多いため、皮脂でシャンプーの泡立ちが悪くなります。  

また、皮脂の成分は、34℃以下では溶けにくく頭皮に残りやすくなり、逆に40℃以上になると過剰にとりすぎてしま

うため、頭皮に悪影響をおよぼす危険性があります。よって、髪や頭皮にやさしく、シャンプーを効果的に行うため

に  シャワーのお湯の温度は約38℃  に設定しましょう。

正しいケア   を理解して実践しましょう！
頭 頂部は血 液 循 環が悪く、毛根部への栄養が 行き渡りにくく
抜け毛・細毛の原因になってしまいます。

頭皮のツボ押しマッサージ

～  アナタの ケアを チェックしてみましょう  ～

していませんか？していませんか？していませんか？NGケアNGケア頭皮を
傷める！！

?よくある
疑 問・質 問

NGケア

頭皮を
傷める！！

が

頭皮を
傷める！！

が

間違いだらけの頭皮ケア間違いだらけの頭皮ケア間違いだらけの頭皮ケア×××
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実感
やわらか頭皮！
１分で220回転するブラシが

頭皮を連続的につまみあげ、

血行を促進しながら

やわらかな頭皮へ。

お顔
リフトアップ！
4つの3Dローラーが

エスティシャンの技法を再現し

立体的にマッサージ。

頭皮とお顔のリフトアップを

すぐに実感できます。

お家で
ヘッドスパ！

・シャンプーしながら
・リビングでくつろぎながら
・スキンケアと一緒に

選べる
２つのブラシ！
用途に合わせて選べる
２つのブラシ付き

マッサージ用 シャンプー
クレンジング用

お風呂で！お部屋で！
ながらヘッドスパが楽しめる

¥32,184（税込） ¥28,965（税込）

¥4,104（税込） ¥3,283（税込）

ReFa GRACE HEAD SPAを
ご注文頂きましたお客様へ  

２ヶ月で約１３００本のご注文を頂き誠にありがとうございます。

品薄状態で多くのお客様にお届けすることが大変遅れ、

ご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます。

ReFa GRACE HEAD SPAの欠品状態が改善されたと

メーカーより報告がありましたが、人気商品の為、また欠品することも予想されますが

お客様にご迷惑お掛けしないように発注していきますのでよろしくお願い申し上げます。

1分でお顔のリフトUP ! !
ReFa GRACE HEAD SPA
1分でお顔のリフトUP ! !

ReFa GRACE HEAD SPA

ReFa GRACE HEAD SPA

ReFa GRACE HEAD SPA SERUM （150g）

クレンジングしながらヘッドスパクレンジングしながらヘッドスパ

1min

－  週１～２回 の 頭 皮 ケア －

シャンプーで落としきれない蓄積汚れを
植物由来の洗浄成分で取り除き柔らかく健やかな頭皮へ整えます。

頭皮の汚れを洗浄しながら
つまみ上げる。

リファグレイスヘッドスパセラム

ReFa GRACE HEAD SPAと
一緒に使用すると更に効果UP

N E W

ReFa GRACE HEAD SPA をお持ちの方・ご購入の方 20%OFF

防水

浴室でも使える防水構造

クレンジングブラシ

期間限定
3月1日（水）～4月30日（日）
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（90分）￥18,360  

太らない体づくりを！！

cocoa 新メニュー お一人様１回 ＊ 初回おためし価格

筋肉と骨の間にある接着剤の役割を

している筋膜の癒着により身

体が歪み、リンパがつまり、体液が滞り、

老廃物が排泄されず代謝が悪くなり身体

は不調に、太りやすくなります。「筋膜
リリース」は、その癒着した筋膜を開
放し、身体のバランスを適正に導くこと

で本来の持つからだの機能を最大限に

引き出すことを目的としたメソッドです。
▲ひきつれが起こると身体の歪みになり姿勢も悪くなる

筋膜
とは…？

「筋膜リリース」

こんな方に
おすすめ！！

筋膜は全身タイツのように身体を覆う一枚の膜。全身のあらゆる器官を包んで
その「形」「位置」を安定させ保護。体型、ボディーラインの形成。
※鶏肉で例えると皮と筋肉の間の薄膜。コラーゲンとタンパク質で出来ていて癒着しやすい。

ダイエットをしても結果が出ないのは、

　　　　  が原因！？筋膜の癒着

今年こそ！！

（
税
込
）

￥9,720
（
税
込
）

●太りやすい・痩せにくい　 ●ウエストのくびれがない　 ●冷え・むくみ

●下半身太り・たるみやすい　●リンパ、血液循環のつまり　●肩こりがある

￥18,360

「筋膜リリース」「筋膜リリース」
デビュー５回コース

※週１回のペースでのケアが必要です。　

￥12,920￥12,920（
税
込
）

改善されたい
方に

おすすめ!

（
税
込
）

（
税
込
）

（
税
込
）

（
税
込
）

特別価格

￥79,920￥79,920（
税
込
）

●１回￥18,360×５回…￥91,800
●メンテナンス１回…… ￥18,360
●ノンＦモンスター……  ￥15,120
　（ホームケア ミネラルクリーム）

●１回￥10,800×５回…￥54,000
●メンテナンス１回……  ￥10,800
●ノンＦモンスター……  ￥15,120
　（ホームケア ミネラルクリーム）

￥125,28090分

その他、キャンペーンメニューもございますので、詳しくはcocoaスタッフまでお問い合わせください。

～がんばった頭（こころ）と体にちょっぴりご褒美～

ヨガ 火曜日～日曜日 毎週月曜日 休み ※要予約

エステ 毎週月曜日 休み
平日 11：00～20：00　土・日曜日 10：00～20：00
※要予約　※メニューにより受付時間が異なります。

ホームページよりスケジュールをご参考ください。

スパ
エステ
リラク
ゼーション

0800-900-8668
0574-61-2808

〒509-0203
岐阜県可児市下恵土807-1番地

～がんばった頭（こころ）と体にちょっぴりご褒美～

エステ 毎週月曜日 休み
営業時間：AM9:00～PM7:00
※要予約　※メニューにより受付時間が異なります。

起工業高校

尾西スポーツ
センター

文

文

文
文

日光
川　

147

136

148

18

ピアゴ
尾西店

ローソン

ファミリーマート

尾西記念病院

尾西第一
中学校

大徳小学校
145

カーマホーム
センター

西萩原

東五城

東五城

尾西庁舎南

尾西庁舎北郷東

尾張中島

濃尾大橋

板倉橋

北今大橋

木
曽
川

名 神 高 速 道 路

三菱東京
UFJ銀行

平和堂尾西店
尾西庁舎 148

三条
小学校

尾西市民会館

大垣一宮線

東 海
道
新
幹
線
　

0120-966-007
0586-64-2238

〒494-0003
一宮市三条墓北29-1 TJ天気予報

尾西店

in Cocoa尾西店

in Cocoa 尾西店

～3月31日（金）まで

4月1日（土）より　平日10:30～ 営業時間が変更致します。 4月1日（土）より　平日9:30～ 営業時間が変更致します。

30 ハッピータイムズ



31ハッピータイムズ



編 集 部 よ り
編集部からのお知らせ！

真さま
甘酒ブームに
のっかります。

ブチョー
今さらですが、

「君の名は。」
は傑作だと思
います。

レーコー
ハンドメイド
アクセサリー
大量製作中☆

ゴトー
今年の花粉は
４倍？私には
50倍に感じま
すが～

Yu-ki

I like the sky♪

よっ!しか
春は京都に桜
を見に行きま
す♪

ナツキ
お風呂を出た
ら０分以内で
化粧水だくづ
け!!

編集部喫茶キクリンのつぶやき
はる
人生初スケー
トに挑戦。

■営業受付時間

■全店定休日/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

予約優先制です。お待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

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2016年の集計結果です。１年間
で 512.7kg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、6625.5kgになりました。約 5,100 人分のワクチンになりました。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。

４月から、新しい

仲間が43人増えます。
温かい目で見守って

あげてください。
入社式の様子

表紙担当

春をイメージして、可愛らしく透明感ある女性像をイメー
ジしました。今年は色でファッション・ヘアカラーを楽
しんでみては？

HAIR　MAKE
鎌田　澄枝（天白店）

MODEL
藤本　愛理 さん

昨年お願い致しました秋のアンケートより、朝早く営業をして欲しいと多くのご要
望を頂き、平日の 30分ではございますが、2017 年４月～営業時間を変更させ
て頂くことになりました。変更に伴い、お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、
ご理解の程よろしくお願いします。

平日
10:00～20:00
平日（千秋店・尾西店）

  9:00～19:00
土日祝
  9:00～19:00

平  日　9:30～19:00
土日祝　9:00～19:00

2017 年４月～
営業時間

■営業受付時間

■全店定休日/月曜日※月曜祝日の場合もお休みとさせていただきます。

カット
平日（火～金） AM 9:30～PM6:10 ～PM5:00
土・日・祝日 AM 9:00～PM6:10

～PM4:30
～PM4:30

縮毛矯正（カット込）
～PM4:30
～PM4:30 ～PM5:00

パーマ or カラー（カット込）パーマ + 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

■営業受付時間 平日（火～金）
AM 9:30～PM 6:10
AM 9:30～PM 4:30
AM 9:30～PM 4:30
AM 9:30～PM 5:00

AM 9:00～PM 6:10
AM 9:00～PM 4:30
AM 9:00～PM 4:30
AM 9:00～PM 5:00

土・日・祝日
カット

縮毛矯正（カット込）
パーマ + カラー（カット込）
パーマ or カラー（カット込）

● • ● • ● •　ペットボトルキャップ報告書　• ● • ● • ●

● • ● 新入社員が増えます ● • ●

● • 営業時間変更のお知らせ • ●
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