


編集長 モジコのご挨拶

　あなたはいくつ当てはまりましたか？
　他にも「携帯を持ったまま寝てしまう」「着信音の空耳が聴
こえる」「携帯を持って入浴」「家族や友達といても携帯が気に
なる」なども、携帯に依存している傾向と言えるみたいです。
また、対象としては下記が考えられます。気になる方は自分に
合った方法で、改善を進めてみると効果を実感できるかもしれ
ません。

1. 予備のバッテリーや充電器を持ち歩かない
2. 手元に置いたりポケットに入れたりせず、カバンに入れる
3. 通知機能をオフにする。不要なときは電源をオフにする
4. アプリストッパーのアプリを入れる
5. 思い切って、わざと家に置いてくる

　改めて携帯電話との距離を考える機会として、チェックして
みてはいかがでしょうか？
　私自身、スマートフォンになって 2 年になるのですが、ア
ナログ人間なのでそこまで依存はしていないです。いや、して
ないと思っています。たまに電車に乗る機会があるのですが、
目につく限り全ての人が携帯を触っています。すごい光景です
よね？
　全く会話がないです。カフェに行っても同じ光景を目にします。
　すごい世の中になってきました。
　この先、技術が進むにつれ、かつて SF 小説で描かれたような
人間が機械に使われる時代が、本当にやってくるかもしれませ
ん。パソコン、スマートフォン、タブレットに留まらず、人間
が生活に役立つようなマルチデバイス（サービスやコンテンツ
を複数の端末間で、共通して利用出来る）が登場するでしょう。
　そのとき、人が主体となって機械を上手く使うやり方を考え
ることが、大事になってくるかもしれませんね。

皆さんの周りで、携帯やスマートフォンを持っていない人
は、どのくらいいるでしょうか？ おそらく持っていない

人はほとんどいないはずです。それくらい近年は、携帯電話の
台数が増えています。今回はその携帯 / スマホについてのお話
です。では…

　以前に比べて「スマートフォン」の普及率はここ最近、急激
に伸びています。
　パソコンよりも身近なスマートフォン。その反面で、「携帯
依存症」や「インターネット依存症」という言葉があるように、
日常生活に支障をきたすほど、スマホに夢中になる人がいるこ
とも事実です。機械に使われないように気をつけたいものです
ね。

半世紀前の小説「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」
　「機械に使われる未来？」なんて不思議に思った方もいると
思いますが、実は約半世紀前にそのテーマで発表された作品が
あります。
　フィリップ・K ・ディックの SF 小説で、「ブレードランナー」
という映画の原作でもあります。「アンドロイドも夢を見る
か？」という主人公のつぶやきが、そのままのタイトルになっ
ていて「◯◯は××の夢を見るか？」という形で、多くのパロ
ディを生み出した SF の古典です。

あらすじ
　第三次世界大戦が起きたと想定された近未来。自然が消
滅していて、昆虫一匹でも保護される世界。代わりに科学
技術は驚くほど発達していて、人間そのもののようなアン
ドロイドが存在する。人間と区別が難しいほどのアンドロ
イド達は、人間に取って変わることを考える――。

　まさに、機械を使う側にいた人類が、機械によって支配され
る未来について問題提起した作品。こんな世界にしないために
も、便利な携帯端末に依存し過ぎず、上手い付き合い方を考え
てみてはどうでしょう。
　自分には関係のない話しだと思っているあなたも、実は「携
帯依存症」の予備軍かもしれません。

【携帯依存症チェックシート】
　食事中や歩いているときもスマホを見てしまう人は要
チェック！ 自分は「携帯依存症」かどうか簡単に調べら
れるチェックリストがあります。

みなさんこんにちは。じめじめする梅雨の時期となってきました。新年度が始まり早２ヶ月が経ちます。そろそろ新生活
にも慣れてきた頃ではないでしょうか？ 新生活からの続きで…私のお客様にも４月から大学生になった女の子がいます。
その女の子から質問があり「どうやってメイク覚えたの？」と聞かれて私は「え？ どうやって？ どうやって覚えたんだ
ろうねぇー？」と、いざ質問されても答えに困ってしまいました。その女の子は辺りの友達が一斉に髪を染め、メイクを
し、ファッションもオシャレにして、自分だけが遅れをとっていると思い、ファッション雑誌も買い、必死に勉強してい
るみたいです。みなさんはどうやってメイクのやり方覚えましたか？ 不思議と知らない間に出来るようになってますよ
ね？ その女の子と色々話していて、すごくホッコリしました。帰り際に「次、来る時楽しみにしてて下さいね！」と話し
帰っていきました。次回本当に楽しみです。では、雨にも負けない、元気一杯で５月、６月も乗りきりましょう。
ハッピータイムズ VOL.91 スタートです。

あなたは大丈夫？
「携帯依存症」との上手な付き合い方

【チェック数】
０～１：正常の範囲内
２～５：軽度の依存症（もしも自覚していないのならば、依存は進行する。）
６～８：完全に依存症（人間関係に歪が生じる←本人は気が付いていない。）
９～12：重度の依存症（社会生活に支障が生じる。）

いくつ該当していますか？
№ 項　目 チェック

1 携帯電話を家に忘れて外出すると、帰宅するまで不安だ。

2 携帯電話の電波がない店には長居をしたくない。

3 電車の優先席付近でも携帯電話の電源を切らない。

4 着信があったら、電車内でもとりあえず電話に出る。

5 授業（仕事）中でも携帯電話をチェックしたくなる。

6 授業（仕事）中でも携帯電話を見える位置に置いている。

7 電車やバスに乗ったら、とりあえず携帯電話を見る。

8 15 分以上待っても返信がないとイラつく。

9 誰かと食事中でもメールが来たら、すぐにチェックする。

10 携帯電話の電源を入れたら、まずセンター問い合わせをする。

11 勤務時間中の携帯電話を禁止されている会社には行きたくない。

12 夜中でも着信があったら、とりあえず電話に出る。

樋 上 玲 子

私らしさの方程式
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もしかして！アナタも隠れクセ毛かも知れない・・・

急増中！
直毛は

もうい
ない？

？

日本人
の7～8

割は

クセ毛

湿度が高い季節
髪の3大悩みはコレ！

髪が広がる【膨張ヘア】

とにかく【ぼさぼさヘア】

前髪と生え際の【うねりヘア】

1位
2位
3位

【隠れクセ毛】とは？ 自覚のないライトなクセ毛のこと。

どうして
梅雨時期は
髪がうねるの？？

湿度と髪内部の
タンパク質の並び方が
原因だった。

日本人は艶やかで、まっすぐな直毛が多いというのは過去の話。現在では、【クセ毛】人口が７～8割を占めていると言われています。

その中には、一見クセ毛に見えない方やクセ毛なのに自覚していない人も・・・

この時期、湿気で髪が広がるなら、直毛ではなくアナタは 【隠れクセ毛】  です！！

夏のこの時期、平均湿度は約75％ !!

クセ毛直毛 隠れクセ毛

ストレートパーマ は かけたくない・・・
でもこの時期、髪のボリューム、広がりが気になるアナタにお勧めのアイテム

クセ毛

の方に
おすすめメニュー

しっかりクセを伸ばしたい！！

ストレート・縮毛矯正

14・15ページのキャンペーンをご覧下さい。

01

POINT

根元のクセを
しっかり伸ばす！

POINT

毛先も
まっすぐに！

根元のクセはしっかり伸ばして
毛先にカールが欲しい

デジストカール02
POINT

根元のクセを
しっかり伸ばす！

POINT

毛先に
カールをつける！

髪のうねり、広がりを抑えたい！！

髪質改善

18・19ページのキャンペーンをご覧下さい。

01

POINT

素髪のような
自然なボリューム感

POINT

やわらかさを感じる
毛先の丸み

ボサボサ、毛先のおさまりが悪い！

トリートメント02
POINT

ツヤ感のある
髪の表面

POINT

おさまりが良い
毛先

特殊セラミックコーティング
でダメージを最小化

温度　約30秒で150度

長さ/重さ　16cm/210g

ラウンドヘッドはアイロンを閉じると

円形になるヘッドが、

JカールやCカール、Sカール等、

様々なアレンジを可能にします

ストレートもウェーブも自在にアレンジ。「ラウンドヘッド」
髪を傷つけず、使うたびにツヤやかな髪に

数種類の天然鉱石と多孔ミネラルをミクロサイズのパウダーにしてベストバランスで配合し、プレートに加工。
使うたびにツヤのある美しい髪に仕上ます。
プレート部に内蔵されたクッション機能が、スタイリング時の髪へのダメージを軽減します。

数種類の天然鉱石と多孔ミネラルをミクロサイズのパウダーにしてベストバランスで配合し、プレートに加工。
使うたびにツヤのある美しい髪に仕上ます。
プレート部に内蔵されたクッション機能が、スタイリング時の髪へのダメージを軽減します。

上下に動くクッション機能が髪にかかる負担を軽減し、ヒートプレートにトルマリンを含んだ特殊セラミック
コーティングを採用。髪へのダメージを最小化するマイナスイオンと遠赤外線効果により、サラサラ・ツヤツヤの
仕上がりが得られます。

上下に動くクッション機能が髪にかかる負担を軽減し、ヒートプレートにトルマリンを含んだ特殊セラミック
コーティングを採用。髪へのダメージを最小化するマイナスイオンと遠赤外線効果により、サラサラ・ツヤツヤの
仕上がりが得られます。

HOLISTIC CURE STRAIGHT IRON

ホリスティック
キュア ストレートアイロンスタイルラッシュ ミニスタイルラッシュ ミニ
CCIS-G03B

世界シェアNo.1美容ブランドの技術とノウハウから生まれた
持ち運びも簡単なミニアイロン

定価 ￥12,960（税込）定価 ￥6,480（税込）

電圧
海外電圧
対応

温度上昇
30秒で
150℃
自動停止
20分後
自動電源OFF

じわっと湿気　もサラサラ　で乗り切る！
TJ天気予報おすすめメニュー

隠れ
クセ毛

の方に
おすすめメニュー

Recommended Items

16・17ページのキャンペーンをご覧下さい。

20・21ページのキャンペーンをご覧下さい。

アナタに
最適な

メニューは？
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この季節、気になる髪やボディの悩みはこれで解決!!

美容師が

オススメ 秀逸アイテムをご紹介!!

ムダ毛・脱毛

くせ毛・うねり

UV対策

通常価格 84,240円（税込）→ 69,800円（税込）

エマルジョン120g　セラム120ml　各

各2,592円（税込）

MOOTHSKIN
GOLD

ィーセス エルジューダ
サントリートメント

スタッフも絶賛。愛用者多数!!

登場以来TJ人気商品首位を獲得し続ける

ダメージケア+紫外線カットがこれからの習慣

リニューアルしたTJオリジナルのプレミアムシャンプー
毎日のケアで、紫外線から髪を守ります

夏までに魅せる身体を手に入れよう
み からだ

安心・安全、世界初タッチ＆ゴーシステムは肌の色に合わせて10段階
よりパワーレベルを自動判定。敏感肌にも刺激を弱めるジェントル
モードを搭載

ヘアカラーの脱色や紫外線による髪のダメージを軽減させる効果
のあるプラチナミルク配合。補修しながら指通りのよい髪に仕上
げます。

紫外線から髪を守り、保湿し栄養を与える効果のあるシアバター。
しっとりまとまりのある髪へ。

安心のメーカー２年保証付！

これ１台で家族3～4人が全身脱毛を行える照射可能回数12万回だから
おどろき!!

ザインフリー fin SS

通常価格 100ml

10%OFF! シャンプーボトル　345ml　トリートメントチューブ　280g

2,376円（税込）

うねりや広がりは、髪のねじれによっておこるもの。その原因となるの
が髪の水分量。そこに着目し、髪の水分を適正に保持し、まとまりやす
い髪に仕上げます。

高い修復力のトリートメントを配合。仕上げにも使用可能。

お客様リピート率 商品。ベタつかず、使いやすい！No.1

髪質に合わせて選べる人気のアウトバストリートメントに
UVカット効果が！
※セラムは「オイル」、エマルジョンは「ミルク」タイプ。毛髪補修+コーティング

J Premium
Shampoo & Treatment

プレミアム

シャンプー トリートメント

SPF25
PA+++

SPF50
PA++++

おでかけ前にさっと簡単、香りを纏いながら
しっかりUVカット

ィーセス デイチャーム
UVミスト

➡ 2,138円（税込）

通常価格 80g 各

通常価格

通常価格

10%OFF! 各

1,296円（税込）

3,024円（税込）

➡ 1,166円（税込）

10%OFF! 各➡ 2,721円（税込）

10%OFF! 各➡ 2,332円（税込）

トリプルオイル効果で湿気をカットしながら保湿します。

選べる3つの香り、貴女にぴったりの香りをセレクトしよう。

フレッシュ グリーン

セラム

エマルジョン

フルーティ

※脱毛サロンの平均期間は個人差はありますが、一般的に多くの方が満足する状態になるまで早くて１年。平均２年かかります。
　また、全身脱毛1年間の平均費用は160,141円かかります。
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この季節、気になる髪やボディの悩みはこれで解決!!

美容師が

オススメ 秀逸アイテムをご紹介!!

ムダ毛・脱毛

くせ毛・うねり

UV対策

通常価格 84,240円（税込）→ 69,800円（税込）

エマルジョン120g　セラム120ml　各

各2,592円（税込）

MOOTHSKIN
GOLD

ィーセス エルジューダ
サントリートメント

スタッフも絶賛。愛用者多数!!

登場以来TJ人気商品首位を獲得し続ける

ダメージケア+紫外線カットがこれからの習慣

リニューアルしたTJオリジナルのプレミアムシャンプー
毎日のケアで、紫外線から髪を守ります

夏までに魅せる身体を手に入れよう
み からだ

安心・安全、世界初タッチ＆ゴーシステムは肌の色に合わせて10段階
よりパワーレベルを自動判定。敏感肌にも刺激を弱めるジェントル
モードを搭載

ヘアカラーの脱色や紫外線による髪のダメージを軽減させる効果
のあるプラチナミルク配合。補修しながら指通りのよい髪に仕上
げます。

紫外線から髪を守り、保湿し栄養を与える効果のあるシアバター。
しっとりまとまりのある髪へ。

安心のメーカー２年保証付！

これ１台で家族3～4人が全身脱毛を行える照射可能回数12万回だから
おどろき!!

ザインフリー fin SS

通常価格 100ml

10%OFF! シャンプーボトル　345ml　トリートメントチューブ　280g

2,376円（税込）

うねりや広がりは、髪のねじれによっておこるもの。その原因となるの
が髪の水分量。そこに着目し、髪の水分を適正に保持し、まとまりやす
い髪に仕上げます。

高い修復力のトリートメントを配合。仕上げにも使用可能。

お客様リピート率 商品。ベタつかず、使いやすい！No.1

髪質に合わせて選べる人気のアウトバストリートメントに
UVカット効果が！
※セラムは「オイル」、エマルジョンは「ミルク」タイプ。毛髪補修+コーティング

J Premium
Shampoo & Treatment

プレミアム

シャンプー トリートメント

SPF25
PA+++

SPF50
PA++++

おでかけ前にさっと簡単、香りを纏いながら
しっかりUVカット

ィーセス デイチャーム
UVミスト

➡ 2,138円（税込）

通常価格 80g 各

通常価格

通常価格

10%OFF! 各

1,296円（税込）

3,024円（税込）

➡ 1,166円（税込）

10%OFF! 各➡ 2,721円（税込）

10%OFF! 各➡ 2,332円（税込）

トリプルオイル効果で湿気をカットしながら保湿します。

選べる3つの香り、貴女にぴったりの香りをセレクトしよう。

フレッシュ グリーン

セラム

エマルジョン

フルーティ

※脱毛サロンの平均期間は個人差はありますが、一般的に多くの方が満足する状態になるまで早くて１年。平均２年かかります。
　また、全身脱毛1年間の平均費用は160,141円かかります。
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よろしくお願いします！！よろしくお願いします！！
新入社

員44名

初めて会う同期達やお店の店長達に緊張しながらも入場。

開会式の新入社員代表の
挨拶がはじまります。

CEO・社長からお祝いの言葉を
もらいました。

各店ごとに集まり、自己紹介！

入社式の様子

自分の好きなモノを古
今東西ゲーム？

で自分を知ってもらう

入社式のガチガチからこんなにも打ち解けあった同期
たち。

今後も宜しくお願い致します！！！

グループを決めて研修スタートです☆
１つ上の先輩、店長以上の

方のためになる

お話を一生懸命ノートに取
ってます

新人研修の様子

グループごとに発表！！
各グループに個性がでてた発表でした

4月4日(火)に行われた「入社式」と5日(水)～7日(金)で行われた「新人研修」の様子をお伝えします。

北海道から沖縄まで全国各地からいっぱい集まり、色々な方言が飛び交う中、研修を終えてお客様に楽しい、癒される空間を
ご提供できるように日々成長して行きます。これから私たち新入社員もよろしくお願いします。
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（90分）￥18,360  

太らない体づくりを！！

お一人様１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

体質改善で！！

（
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

★体質改善をご希望の方へ・・・コースメニューもご用意しております。スタッフまでご相談ください。★体質改善をご希望の方へ・・・コースメニューもご用意しております。スタッフまでご相談ください。

初回の方に限り

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・火曜日 休み
平日 10：30～20：00　土・日・祝 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
平日 9：30～19：00　土・日・祝 9：00～19：00
※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

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

セブン
イレブン

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

ローソン

in Cocoa尾西店

in Cocoa 尾西店

5月2日（火）は　10:30～ 営業致します。 4月1日（土）より　平日9:30～ 営業時間が変更致しました。
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編 集 部 よ り
編集部からのお知らせ！

真さま
予約しました！
７月29日が待
ち遠しい♪～

ブチョー
今年は色々と
面白いことが
起きます。

レーコー
去年より
３㎏
太った…^^;

ゴトー
首の痛み
枕のせい？
歳のせい？

Yu-ki
水素って
いいな★

よっ!しか
最近夜の散歩
にハマってま
す。

ナツキ
そうだッ！ ハワイ
に行こう♪ っ
て事で６月行っ
てきまーーす

編集部喫茶キクリンのつぶやき
はる
りんご飴専用
店へ行ってみ
る。

■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。

お店に電話して予約をとろう
としたら、担当者が不在だっ
た…(́ ^｀;)
TJ 天気予報のホームページ
にてスタイリストの出勤状況
を掲載いたしておりますの
で、ご予約・ご来店の際は、
事前にご確認ください。

表紙担当

今回は、今までの自分にない、新しい事にチャレンジさ
せていただきました。とびっきり可愛い作品を作りたい
と思い、ヘアースタイルもそうですが、メイクと衣装に
は本当にこだわらさせていただきました。可愛いモデル
さんを輝かせる事にみんなで考えて出来た作品です。

HAIR
清水　雄太（豊田店）
COLOR
池田　裕子（千秋店）
MAKE
中野友希未（豊明店）
MODEL
アヤオ さん

2017 年４月～営業時間を変更させて
頂きました。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　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）

TJ 天気予報オンラインショップをご存知です
か？ シャンプー、トリートメントって意外と重い！ 
そんな不満を解消するのが「TJ天気予報
オンラインショップ」。自宅にいながらポ
チッとすればご自宅にお届け！ 送料も 5000
円以上の購入でタダ！ オンラインショップ限
定の商品も！  一度覗いてみては…
http://tj-tenkiyohou.shop-pro.jp/

● • ● • ● • ● •　スタイリスト出勤状況　• ● • ● • ● • ●

● •　重い物も自宅でポチッと　• ●

● • 営業時間変更のお知らせ • ●

お店を
クリック

▼ホームページトップ
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