


編集長 モジコのご挨拶

図を送ってから食事を始める。まさに「計画性」のある行動で
すよね！ それは金銭的なこともそうで、しっかりと収入と支
出を考えるタイプ。
　家族に一人はいて欲しい、そんな頼りがいのある金銭感覚を
持った人です。

 ③ おかず
　③のおかずを選んだあなたは、危険信号の「超浪費家」タイ
プ（笑）。
　食欲をコントロールできず、まずおかずを食べてしまうあな
た。それはお金の面でもそうで、物欲をコントロール出来ない
ケースが多い。そして結局、貯金が０になってしまい、ぎりぎ
りの生活を強いられてしまいます。
　対処法としては１ヶ月、我慢すること。
　これであなたがほしい商品が、必要なものか、そうでないか
が判断できます。今、欲しいと思うのは、あなたの脳のドーパ
ミンが原因。その欲求から時間を置いて考えることで浪費家の
クセを一気に改善されるでしょう。

 ④ 漬物
　④の漬物を選んだあなたは、一癖ある「ドケチ」タイプ。
　一番の脇役から食べることは欲望にお金を使うことに罪悪感
を持っている証拠。「お金とは一生懸命、働いてもらうもの。
だから私利私欲には使えない！」とお金を使うことに不安を感
じているタイプです。
　金銭面での苦労はしなさそうですが、これもこれで問題あり
そうですよね？ ずーっとお金に縛られて、生活するので疲れ
てしまいがち。お金を守ることよりお金を生み出すことを、重
視して生活をすれば、あなたのお金を使うことへの、罪の意識
も薄らぐはず。ケチって思われると、人間関係で損をするので
注意です。

 ⑤ 小鉢
　⑤の小鉢を選んだあなたは「ちょっとケチ」タイプ。
まず最初におかずでもなく、漬物でもない１品をえらぶあなた
は周囲に細かい気配りができる人。衝動買いもせずに、下調べ
をして納得してから買ったり、ネットで調べて安い方法で買っ
たり…
　無駄遣いをしないように、徹底したお金の使い方をしていま
す。ただ、それが周囲の人から見れば、ちょっとケチに見えて
しまうかも。あまり「安く買った」自慢はせず、周囲に合わせ
ておくほうが無難です。

　いかがでしたか？
　ちなみに私は、「味噌汁」でした。自分で言うのはなんです
が当たっています！ 常日頃から「お金は大事」「趣味貯金」と
口癖かのように言っています。自分の中で、次の給料日までに
使える金額はいくらと決めています。
　今回のテストで、自分の金銭感覚を知り、将来のお金の問題
を未然に防げるといいですね。（特に「おかず」を選んだ方は
…笑）他にも、たくさん面白い心理テストがあるので、紹介さ
せていただきたいのですが、また次の機会にさせて頂きます。

自分も知らない自分がいる。人の意識には２つあります。
自分で気づける部分と、自分でも気づけない部分。その

割合は、1：９。
　そう！ 私達は、自分のことを９割近く認知することが出来
ないでいます。そこを紐解くのが、心理学や脳科学。そして皆
で楽しく遊べるようにしたのが、【心理テスト】というわけです。
世の中には数多くの【心理テスト】があります。その中でも私
が興味を持ったひとつをご紹介します。

ドケチか貧乏グセか…
　自分では、「普通」と思っていても、それが他人から見たら
変わっているなんてこと、よくありませんか？ お金なんて、
まさに…そんなギャップの連続。お金の使い方は、自分では自
覚しづらい面があり、他人から見たら浪費家に映ったり、また
はドケチだと思われたり…。あまり人間関係が良い方向へ進ま
ない気がします。
　今回は、「あなたの金銭感覚」。
　客観的に、あなたはケチか浪費家か、または将来どちらに転
びやすいか？ 果たして、あなたのお金の使い方は他の人から
どう写っているのでしょうか？

　あなたの目の前には夕食が並んでいます。
　ご飯・味噌汁・おかず・つけもの・小鉢、いろんな料理
がバランスよく出されます。
　さて、あなたは最初に何から食べますか？

①ご飯　②味噌汁　③おかず　④つけもの　⑤小鉢

　選びましたか？ 考えすぎずにパッと、選択肢の中から選ん
でみて下さい☆　選んだら早速、診断結果に移りましょう！

 ① ご飯
　①のご飯を選んだあなたは、「ちょっと浪費家」タイプです。
　ご飯って味もわかってるし、いつも食べているもの。それを
一番最初に選ぶということは、あなたが「心の拠り所」を求め
ている証拠。なので、あれもこれもと、お金を使うことはあり
ませんが自分の趣味だったり、何かにハマってしまうと冷静な
判断をせず、どんどん使ってしまう危険アリ！
　総合的に判断すると、「ちょっと浪費家」タイプと言えます。

 ② 味噌汁
　②の味噌汁を選んだあなたは「しっかり計画」タイプ。
　はじめに味噌汁を飲むということはあなたの体に「食事を始
めるよ」と合図を送っているんです。ちゃんと自分の体に、合

みなさんこんにちは。いよいよ夏本番となってきました。今年は猛暑になるみたいですね。この原稿を書いている
時も、もうすでに 30℃を超え、32.3℃になっている日があり、７月８月がどうなるのか不安です…。話は変わり、
皆様の夏の予定は決まりましたか？ 夏はたくさんイベント事があるので、あっという間に過ぎていくことでしょう。
私事ですが、最近「おしゃれなカフェ巡り」にはまってまして…。SNS が流行っている今、多くの知らなかったカフェ
があります。ただ、月曜日休みが多いです…。非現実的な世界へ行ける気がします。隠れ家的なおしゃれなカフェ
があったらぜひ教えて下さい。愛知、岐阜、三重なら行ってみようと思います。
それでは夏の暑さにも負けずに…。ハッピータイムズ VOL.92 スタートです。

怖いくらい当たる心理テスト！
あなたの本当が暴かれる！？

樋 上 玲 子

私らしさの方程式
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SPECIAL TICKET
40周年アニバーサリースペシャルチケット
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尾西店
ローソンTJマルシェ尾西店 8月７日 (月)

10:00~17:00 ※雨天一部中止

場所：TJ天気予報 尾西店
〒494-0003 愛知県一宮市三条墓北29-1　TEL 0586-64-2238

毎年大人気の「美容師職業体験」
今回はなんと、「TJマルシェ」という様々な体験が出来るようになって開催！！

たのしい、うれしいが詰まった「TJマルシェ」

職業体験はもちろん、遊びや親にもうれしい美容の体験などなど

企画が盛りだくさん！

親子でも友達同士でもぜひお気軽にお越し下さい！！

プチエステ体験

美容師になろう！
（シャンプー体験）

輪投げ

美容師になろう！
（ヘアアレンジ体験）

受 付

駐車場

ヨーヨー釣り

射 的

撮影モデル体験 最新美容
家電体験

ハンドマッサージ体験

美容師になろう！
（カット体験）

プチヘッドスパ体験

フリーマーケット

ワークショップ
マルシェ

占い（手相）

オシャレヘア
体験

占い（タロット）

A c c e s s  M a p

料金はP14でご確認ください

大人も子供も楽しい！！

※一部、内容を変更する場合もございますので、ご了承ください！

チョークアートチョークアート

缶バッジ缶バッジ

ヘアアクセサリーヘアアクセサリー

オリジナル
ストラップ
オリジナル
ストラップ
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お楽しみマルシェ

美容師になろう！
カット体験

美容師になろう！
カット体験

美容師になろう！
シャンプー体験
美容師になろう！
シャンプー体験

美容師になろう！
ヘアアレンジ体験
美容師になろう！
ヘアアレンジ体験

　
輪投げ
　

輪投げ
　

射 的
　

射 的
　

ヨーヨー釣り
　

ヨーヨー釣り

オシャレヘア体験オシャレヘア体験

最新美容家電体験最新美容家電体験ハンドマッサージ体験ハンドマッサージ体験

プチエステ体験プチエステ体験プチヘッドスパ体験プチヘッドスパ体験

占い（タロット）占い（タロット）占い（手相）占い（手相）
フリーマーケット

ハンドメイドアクセサリー
フリーマーケット

ハンドメイドアクセサリー

撮影モデル体験撮影モデル体験

美容体験マルシェ

ワークショップマルシェ

出店ブース

プロのハサミを使い
ウィッグ（人毛）をカットします！

プロのハサミを使い
ウィッグ（人毛）をカットします！

家族がモデルになりシャンプー体験
かゆいところありませんか！

家族がモデルになりシャンプー体験
かゆいところありませんか！

美容師㊙テクニックを伝授
これでアナタもオシャレの達人に！
美容師㊙テクニックを伝授

これでアナタもオシャレの達人に！

アナタの魅力を引き出すヘアレンジ
オシャレしてどこに行こうか！

アナタの魅力を引き出すヘアレンジ
オシャレしてどこに行こうか！

あ～気持ちがいい
頑張った自分にご褒美・ご褒美！

あ～気持ちがいい
頑張った自分にご褒美・ご褒美！

最近お疲れ気味・・・
栄養たっぷり補給して美人になっちゃおう！

最近お疲れ気味・・・
栄養たっぷり補給して美人になっちゃおう！

ツボが集中する手をマッサージする事で
癒されながら、アンチエイジング！

ツボが集中する手をマッサージする事で
癒されながら、アンチエイジング！

　あの人気の企画が登場！
　夏の思い出に最高の一枚（ＣＤ－Ｒ付）

　あの人気の企画が登場！
　夏の思い出に最高の一枚（ＣＤ－Ｒ付）

気になっていてあの美容家電が
試せるチャンス！

気になっていてあの美容家電が
試せるチャンス！

夏の思い出をつくるワクワクの体験型マルシェ

大人も子供も楽しめるオリジナルグッズのワークショップマルシェ

祭りだ！祭りだ！おもしろマルシェ

円円 円円

円円

円円 円円 円円

円円円円

円円 円円

円円 円円 円円 円円

円円 円円 円円

無料

かわいいアクセサリーがいっぱいありますかわいいアクセサリーがいっぱいあります

塗り絵感覚で楽しめる
オリジナルボードを作ろう！
塗り絵感覚で楽しめる
オリジナルボードを作ろう！

カラフル台紙にステッカー貼って
世界で一つだけのマイ缶バッジを作ろう！
カラフル台紙にステッカー貼って

世界で一つだけのマイ缶バッジを作ろう！

スイーツデコにホイップを絞って
お好きなパーツをのせるだけ！

カンタン！オリジナルストラップを作ろう！

スイーツデコにホイップを絞って
お好きなパーツをのせるだけ！

カンタン！オリジナルストラップを作ろう！
お好きな布やリボンを選び

オリジナルヘアゴムやシュシュを作ろう！
お好きな布やリボンを選び

オリジナルヘアゴムやシュシュを作ろう！

あなたの未来が見えますよ・・・あなたの未来が見えますよ・・・ 信じる信じないもアナタ次第
でも知っておいて損はない
信じる信じないもアナタ次第
でも知っておいて損はない

意外なものがもらえるかもしれません
あなたなら遠くを狙うはず

意外なものがもらえるかもしれません
あなたなら遠くを狙うはず 狙った獲物は落とすべし狙った獲物は落とすべし

夏の定番ヨーヨー
割れたらベタベタになっちゃいます

夏の定番ヨーヨー
割れたらベタベタになっちゃいます

チョークアートチョークアート 缶バッジ缶バッジ ヘアアクセサリーヘアアクセサリーオリジナル
ストラップ
オリジナル
ストラップ
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POINTであの商品をゲットしよう！

POINTで商品交換出来ます
いつまでも素敵なヘアスタイルをサポートしたいから

1,000円で①POINTのTJ天気予報メンバーズカード！
ポイントが貯まると2,000円割引！
そのメンバーズカードでTJ天気予報の
色々な取り扱い商品と交換できます。

POINTチケット 1枚

POINTチケット 3枚

スタッフおすすめ商品

スタッフおすすめ商品

スタッフおすすめ商品

スタッフおすすめ商品

スタッフおすすめ商品

POINTチケット 4枚

POINTチケット 5枚

POINTチケット 6枚

POINTチケット 7枚

POINTチケット 2枚

TJ天気予報　完全プロデュース
コラーゲンで洗う！
新感覚シャンプー・トリートメント

¥4,320（税込）

HAREシャンプー 
　　　& 
HAREトリートメントセット

HAREシャンプー 
　　　& 
HAREトリートメントセット

300ml

240g

スタッフおすすめ商品

スタッフおすすめ商品セット

※詳しくは各店で
　ご確認ください！

¥4,644（税込）

モロッカンオイル
オイルトリートメント100

洗い流さないトリートメント。
海外セレブの間で爆発的に人気です。
リピーターも多いです。

100ml 
・HAREシャンプー
・HAREトリートメント 

1,000ml

1,000g

¥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。

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。

TJ天気予報　完全プロデュース
コラーゲンで洗う！
新感覚シャンプー・トリートメント

¥11,880（税込）

・TJ Premium Shampoo
・TJ Premium Treatment

いずれか
1つ

セットセット

より良いモノを
求める方へ

業界初！2層コーティング「キュアクリスタルプレート」
使うたびに光沢のある美しい髪へ
業界初！2層コーティング「キュアクリスタルプレート」
使うたびに光沢のある美しい髪へ

HOLISTIC CURE CURL IRONHOLISTIC CURE CURL IRON
ホリスティック キュア カール アイロンホリスティック キュア カール アイロン
CCIC-G7208B/CCIC-G7210B 26mm/32mmCCIC-G7208B/CCIC-G7210B 26mm/32mm

¥16,200（税込）
・26mm
・32mm

HOLISTIC CURE STRAIGHT IRONHOLISTIC CURE STRAIGHT IRON
ホリスティック キュア ストレートアイロンホリスティック キュア ストレートアイロン
CCIS-G03BCCIS-G03B

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
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

ご自宅で気軽に、
本格的な高濃度炭酸浴。
身体の芯から温まる、美しくなる。

ご自宅で気軽に、
本格的な高濃度炭酸浴。
身体の芯から温まる、美しくなる。

ザクロ味で飲みやすさUP！ザクロ味で飲みやすさUP！

ジンジャー配合で刺激を求める方に！ジンジャー配合で刺激を求める方に！

¥12,960（税込）

ファストザイム
イオ

ファストザイム エナジー

ファストザイム イオ

ファストザイム
エナジー

720ml

￥9,180（税込）

720ml

￥9,180（税込）

リファ カラット フェイス

￥21,060（税込）

深く、つまみ流す。
顔立ち、表情、凛として艶めく。

345ml

280g

セット

￥5,184（税込） 

TJ Premium Shampoo
& 

TJ Premium Treatment

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

1,000ml

1,000g

1,000ml

1,000g

￥11,880（税込） 

TJ Premium Shampoo
& 

TJ Premium Treatment

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

プロージョン
バイカーボ タブレット
120錠

￥10,584（税込）

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

仕上げ巻きやすさにこだわったプロ仕様。

プラチナの輝き、優雅な曲線の先端に配したのは、起伏に富んだ顔のカー

ブにもフィットする360°マルチアングル構造のローラー。女性の顔・デコ

ルテ専用に設計された、しなやかに手になじむコンパクトなローラーが、

エステティシャンの繊細な指先のように深くつまみ流す動きでデリケート

な女性の肌を美しく引き締めます。

プラス1コインで購入できます。
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POINTであの商品をゲットしよう！

POINTで商品交換出来ます
いつまでも素敵なヘアスタイルをサポートしたいから

1,000円で①POINTのTJ天気予報メンバーズカード！
ポイントが貯まると2,000円割引！
そのメンバーズカードでTJ天気予報の
色々な取り扱い商品と交換できます。

POINTチケット 1枚

POINTチケット 3枚

スタッフおすすめ商品

スタッフおすすめ商品

スタッフおすすめ商品

スタッフおすすめ商品

スタッフおすすめ商品

POINTチケット 4枚

POINTチケット 5枚

POINTチケット 6枚

POINTチケット 7枚

POINTチケット 2枚

TJ天気予報　完全プロデュース
コラーゲンで洗う！
新感覚シャンプー・トリートメント

¥4,320（税込）

HAREシャンプー 
　　　& 
HAREトリートメントセット

HAREシャンプー 
　　　& 
HAREトリートメントセット

300ml

240g

スタッフおすすめ商品

スタッフおすすめ商品セット

※詳しくは各店で
　ご確認ください！

¥4,644（税込）

モロッカンオイル
オイルトリートメント100

洗い流さないトリートメント。
海外セレブの間で爆発的に人気です。
リピーターも多いです。

100ml 
・HAREシャンプー
・HAREトリートメント 

1,000ml

1,000g

¥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。

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。

TJ天気予報　完全プロデュース
コラーゲンで洗う！
新感覚シャンプー・トリートメント

¥11,880（税込）

・TJ Premium Shampoo
・TJ Premium Treatment

いずれか
1つ

セットセット

より良いモノを
求める方へ

業界初！2層コーティング「キュアクリスタルプレート」
使うたびに光沢のある美しい髪へ
業界初！2層コーティング「キュアクリスタルプレート」
使うたびに光沢のある美しい髪へ

HOLISTIC CURE CURL IRONHOLISTIC CURE CURL IRON
ホリスティック キュア カール アイロンホリスティック キュア カール アイロン
CCIC-G7208B/CCIC-G7210B 26mm/32mmCCIC-G7208B/CCIC-G7210B 26mm/32mm

¥16,200（税込）
・26mm
・32mm

HOLISTIC CURE STRAIGHT IRONHOLISTIC CURE STRAIGHT IRON
ホリスティック キュア ストレートアイロンホリスティック キュア ストレートアイロン
CCIS-G03BCCIS-G03B

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
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

ご自宅で気軽に、
本格的な高濃度炭酸浴。
身体の芯から温まる、美しくなる。

ご自宅で気軽に、
本格的な高濃度炭酸浴。
身体の芯から温まる、美しくなる。

ザクロ味で飲みやすさUP！ザクロ味で飲みやすさUP！

ジンジャー配合で刺激を求める方に！ジンジャー配合で刺激を求める方に！

¥12,960（税込）

ファストザイム
イオ

ファストザイム エナジー

ファストザイム イオ

ファストザイム
エナジー

720ml

￥9,180（税込）

720ml

￥9,180（税込）

リファ カラット フェイス

￥21,060（税込）

深く、つまみ流す。
顔立ち、表情、凛として艶めく。

345ml

280g

セット

￥5,184（税込） 

TJ Premium Shampoo
& 

TJ Premium Treatment

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

1,000ml

1,000g

1,000ml

1,000g

￥11,880（税込） 

TJ Premium Shampoo
& 

TJ Premium Treatment

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

プロージョン
バイカーボ タブレット
120錠

￥10,584（税込）

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

仕上げ巻きやすさにこだわったプロ仕様。

プラチナの輝き、優雅な曲線の先端に配したのは、起伏に富んだ顔のカー

ブにもフィットする360°マルチアングル構造のローラー。女性の顔・デコ

ルテ専用に設計された、しなやかに手になじむコンパクトなローラーが、

エステティシャンの繊細な指先のように深くつまみ流す動きでデリケート

な女性の肌を美しく引き締めます。

期間限定商品となりますので
ご了承ください。
期間限定商品となりますので
ご了承ください。

プラス1コインで購入できます。
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記念撮影！

ＴＪスタッ
フがご自宅

に！

介護施設・
病院！に

伺います。

― いつでも！ どこでも！ いくつでも！ ―

高 齢・病 気・怪 我 など  美 容 室に 行 け ない方へ

TJ天気予報の訪問美容訪問美容TJ天気予報の

私達 TJ 天気予報では、美容室に行きたくても行くことが出来ない方が、オシャレをあきらめることなく

いくつになってもオシャレを楽しんで頂きたい！と思い、訪問美容のサービスをスタートしました。

サービスを開始して約 1 年経ち、おかげ様で去年 1 年間で 1166 人の方にご利用頂きました。ありがとうございます。

女性はいくつになってもキレイで！オシャレで！いたいものです。

場所・年齢に関係なくオシャレを楽しんで頂ける訪問美容を通して皆様の笑顔のサポートをさせて頂きます。

ご自宅へご自宅へ 介護施設・病院へ介護施設・病院へ

お問い合わせ1　
ご要望・お悩みなどお気軽にご相談下さい！
TJ天気予報本部スタッフが受付対応させて頂きます。

ご訪問2　
担当スタッフがご自宅・施設にお伺いします。
*駐車場をお借りします。

カウンセリング3　
お客様の健康・介護状態などを考慮しながら
アドバイスさせていただきます。

施 術4　
カットできるスペース

（たたみ2畳程）をお借りします。

5　
ご来店した時より、綺麗な状態に
掃除をし、ゴミはすべて持ち帰ります。

お会計6　
お支払いは当日現金のみとさせて頂きます。
施設様の場合、銀行振込のお支払いも可能です。

掃 除 7　
次回のご予約、定期訪問も承ります。

ありがとうございます

日程を調整させていただきます。
折り返し弊社からお電話にて連絡致します。

￥1,000
￥1,000
￥1,000

500100
100

100

ＦＡＸ・ホームページで申し込みのお客様

訪問美容

ご自宅 で訪問美容の場合

白髪が素敵なベリーショート サイド バック

利用者様のカットをするだけではなく、施設様で開催されるイベントのお手伝いをさせて頂いております。
2017年 5月21日（日）稲沢市にある施設様で【ヘアメイク&撮影会】のお手伝いをさせて頂きました。その様子をお伝えします！

スタッフハンドメイド の オリジナルアルバム

ご自宅様ご自宅様 介護施設・病院様介護施設・病院様

一宮市・稲沢市
岩倉市・北名古屋市
江南市・扶桑町
大口町・小牧市
犬山市・豊山町
にお住まいの方

私達ＴＪ天気予報ではヘアメイク& 撮影会など
美容師ならではの技術を活かし

施設様のイベントのお手伝いをしますので、お問い合わせ下さい。

お問い合せ

名古屋市
津島市

犬山市江南市

小牧市

岩倉市

豊山町

大口町

扶桑町

大治町

一宮市

北名古屋市
稲沢市

TJ 天気予報  本部

愛知県

N

0586-76-7438
（TJ 天気予報 本部）

ご自宅１軒から訪問します！ 詳しくは、ホームページをご確認ください。

専門スタッフ
が

お伺いします

訪 問 美 容 サ ー ビスの 流 れ訪 問 美 容 サ ー ビスの 流 れ

素 敵 な お 客 様 紹 介

利用者様・患者様の
カットをして欲しい！

家族の髪型を
ステキにして欲しい！

訪問美容

定期的に訪問させて頂いています、

白髪がオシャレな渡辺さん（92歳）

短い髪型をいつも希望されますので

短さの中にも女性らしさを感じ

オシャレなヘアスタイルにしています。

２ヶ月に１回カット
させてもらっています。

笑顔が素敵で優しい渡辺さんに
会えるのが毎回楽しみです。

介護施設様 の場合

利用者様に喜んで頂く為に、施設様でイベントを開催。

ＴＪ天気予報はヘアメイク&撮影を担当させて頂きました。

普段、美容室で撮影している
機材・商材を使用して利用者様の魅力を
最大限引き出すように準備します。

皆さんの笑顔の為にＴＪスタッフも頑張ります

ヘアメイク
      スタート！

メイクはナチュラルに！
リップ・チーク・ファンディションを少しつけるだけでも
顔色が綺麗になりイキイキとした表情に！
ペタンとなりやすい髪の毛はボリューム感のある
デザインにしていきます。

ＴＪスタッフが１つ１つ手作りで
思い出のアルバムを製作し
プレゼントします。

1

利用者様の顔・イメージに合わせてヘアスタイルメイクをしていきます。
最初は恥ずかしそうにしていた方もドンドン綺麗になる姿を見て、笑顔に変っていきます。

少しの変化が大きな違いを生みます

緊張をほぐしながら、自然な笑顔になるように
声かけをしながら撮影していきます。

撮影スタート！2

思い出がいっぱい！

女性はいくつになっても
綺麗になることは嬉しいものです

普段、美容室で撮影している機材・商材
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記念撮影！

ＴＪスタッ
フがご自宅

に！

介護施設・
病院！に

伺います。

― いつでも！ どこでも！ いくつでも！ ―

高 齢・病 気・怪 我 など  美 容 室に 行 け ない方へ

TJ天気予報の訪問美容訪問美容TJ天気予報の

私達 TJ 天気予報では、美容室に行きたくても行くことが出来ない方が、オシャレをあきらめることなく

いくつになってもオシャレを楽しんで頂きたい！と思い、訪問美容のサービスをスタートしました。

サービスを開始して約 1 年経ち、おかげ様で去年 1 年間で 1166 人の方にご利用頂きました。ありがとうございます。

女性はいくつになってもキレイで！オシャレで！いたいものです。

場所・年齢に関係なくオシャレを楽しんで頂ける訪問美容を通して皆様の笑顔のサポートをさせて頂きます。

ご自宅へご自宅へ 介護施設・病院へ介護施設・病院へ

お問い合わせ1　
ご要望・お悩みなどお気軽にご相談下さい！
TJ天気予報本部スタッフが受付対応させて頂きます。

ご訪問2　
担当スタッフがご自宅・施設にお伺いします。
*駐車場をお借りします。

カウンセリング3　
お客様の健康・介護状態などを考慮しながら
アドバイスさせていただきます。

施 術4　
カットできるスペース

（たたみ2畳程）をお借りします。

5　
ご来店した時より、綺麗な状態に
掃除をし、ゴミはすべて持ち帰ります。

お会計6　
お支払いは当日現金のみとさせて頂きます。
施設様の場合、銀行振込のお支払いも可能です。

掃 除 7　
次回のご予約、定期訪問も承ります。

ありがとうございます

日程を調整させていただきます。
折り返し弊社からお電話にて連絡致します。

￥1,000
￥1,000
￥1,000

500100
100

100

ＦＡＸ・ホームページで申し込みのお客様

訪問美容

ご自宅 で訪問美容の場合

白髪が素敵なベリーショート サイド バック

利用者様のカットをするだけではなく、施設様で開催されるイベントのお手伝いをさせて頂いております。
2017年 5月21日（日）稲沢市にある施設様で【ヘアメイク&撮影会】のお手伝いをさせて頂きました。その様子をお伝えします！

スタッフハンドメイド の オリジナルアルバム

ご自宅様ご自宅様 介護施設・病院様介護施設・病院様

一宮市・稲沢市
岩倉市・北名古屋市
江南市・扶桑町
大口町・小牧市
犬山市・豊山町
にお住まいの方

私達ＴＪ天気予報ではヘアメイク& 撮影会など
美容師ならではの技術を活かし

施設様のイベントのお手伝いをしますので、お問い合わせ下さい。

お問い合せ

名古屋市
津島市

犬山市江南市

小牧市

岩倉市

豊山町

大口町

扶桑町

大治町

一宮市

北名古屋市
稲沢市

TJ 天気予報  本部

愛知県

N

0586-76-7438
（TJ 天気予報 本部）

ご自宅１軒から訪問します！ 詳しくは、ホームページをご確認ください。

専門スタッフ
が

お伺いします

訪 問 美 容 サ ー ビスの 流 れ訪 問 美 容 サ ー ビスの 流 れ

素 敵 な お 客 様 紹 介

利用者様・患者様の
カットをして欲しい！

家族の髪型を
ステキにして欲しい！

訪問美容

定期的に訪問させて頂いています、

白髪がオシャレな渡辺さん（92歳）

短い髪型をいつも希望されますので

短さの中にも女性らしさを感じ

オシャレなヘアスタイルにしています。

２ヶ月に１回カット
させてもらっています。

笑顔が素敵で優しい渡辺さんに
会えるのが毎回楽しみです。

介護施設様 の場合

利用者様に喜んで頂く為に、施設様でイベントを開催。

ＴＪ天気予報はヘアメイク&撮影を担当させて頂きました。

普段、美容室で撮影している
機材・商材を使用して利用者様の魅力を
最大限引き出すように準備します。

皆さんの笑顔の為にＴＪスタッフも頑張ります

ヘアメイク
      スタート！

メイクはナチュラルに！
リップ・チーク・ファンディションを少しつけるだけでも
顔色が綺麗になりイキイキとした表情に！
ペタンとなりやすい髪の毛はボリューム感のある
デザインにしていきます。

ＴＪスタッフが１つ１つ手作りで
思い出のアルバムを製作し
プレゼントします。

1

利用者様の顔・イメージに合わせてヘアスタイルメイクをしていきます。
最初は恥ずかしそうにしていた方もドンドン綺麗になる姿を見て、笑顔に変っていきます。

少しの変化が大きな違いを生みます

緊張をほぐしながら、自然な笑顔になるように
声かけをしながら撮影していきます。

撮影スタート！2

思い出がいっぱい！

女性はいくつになっても
綺麗になることは嬉しいものです

普段、美容室で撮影している機材・商材
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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

SUMMER SALE 最大 30％ OFF
期間限定  7月1日(土) ～ 8月31日(木) ～ 商品1本 10％  商品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

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

SUMMER SALE 最大 30％ OFF
期間限定  7月1日(土) ～ 8月31日(木) ～ 商品1本 10％  商品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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美容室での楽しみ No1.「シャンプー」に、指では絶対落とせない毛穴の汚れ。
その汚れを落とすことができる、スカルプブラシを導入することになりました。
スタッフ一同、お客様の毛穴まで責任を持って、キレイにさせていただきます。

シャンプーの 90％は

水と界面活性剤で構成されている。

シャンプー剤のほとんどの成分を占めるのは、水と界面活性剤。
これにどのようなモノが使用されているのかが大切です。
それに  こだわること  がシャンプー剤の良し悪しを決めます！！

などなど・・・
いくら良い成分を配合しても、主成分の品質が悪ければ、

髪のダメージを防ぐこと・ケアすることは出来ません。

配合高濃度○○天然ハーブエキス配合○○成分配合！

セイヨウサンザシ
果実エキス

キュウリ
果実エキス

ＴＪ天気予報がこだわった
界面活性剤（洗浄成分）の驚きの実験結果

ＴＪ天気予報がこだわった
界面活性剤（洗浄成分）の驚きの実験結果

コラーゲン系

コラーゲン系

石油系

石油系

コラーゲン系 石油系

1

2

3

工　程

工 程 1

工 程 2

結　果
結　果

工 程 2

工 程 1

工　程

結　果

1

2

3

工　程

工　程

結　果

【実験 1】あじさいの葉で実験 【実験 2】人毛で実験

千秋店の庭にある【あじさい】の
葉をコラーゲン系・石油系の成分
に入れます。

人毛をカラーを塗布し、仕上が
りです。( ブラウン ８レベル )

葉の先を１日、原液
に付けて置きます。

コラーゲン系・石油系の
シャンプーで 30 回洗い
ます。

コ ラ ー ゲ ン 系 は 浸
け た 所 ま で し か 枯
れ て い ま せ ん が、
石 油 系 は ほ ぼ 枯 れ
てしまいました。

カラーはだんだん褪
色していきますが右
の石油系のほうが明
るくなっています。

24 時間後 30 回後
（約1ヶ月）

TJ 天気予報のプライベートブランド【HARE SHAMPOO】【TJ PREMIUM SHAMPOO】
に採用しているココイル加水分解コラーゲン K
何 ?? という感じだと思いますが、簡単に説明するとコラーゲンを主成分にした界面活性剤です。
つまり！コラーゲンで髪を洗う ! ということになります。
ココイル加水分解コラーゲン K は界面活性剤のランクでも最上級のランクになり
髪を傷めることなく、シャンプーでダメージケアができる驚きの商品になります。

広告ナシ！
人気シャンプー＆トリートメント
96製品テストしました
ヘアケア最強バイブル

まとめ CM のイメージ、かわいいデザインなど見た目にまどわされず、裏面の表示成分を確認してください。
シャンプーで一番大切な界面活性剤がどのようなものが使用されているかを確認することをおすすめ
します！

石油系コラーゲン系

TJ 天気予報の
シャンプーが変わります。

7月1日(土)～8月31日(木)

頭皮の毛穴にたまった老廃物を
しっかり落とします

心地良いマッサージで血行を促進
して頭皮を活性化させます

水流にそって毛先に向かってブ
ラッシングすることで余分なシャ
ンプーを洗い流します

1 2 3
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美容室での楽しみ No1.「シャンプー」に、指では絶対落とせない毛穴の汚れ。
その汚れを落とすことができる、スカルプブラシを導入することになりました。
スタッフ一同、お客様の毛穴まで責任を持って、キレイにさせていただきます。

シャンプーの 90％は

水と界面活性剤で構成されている。

シャンプー剤のほとんどの成分を占めるのは、水と界面活性剤。
これにどのようなモノが使用されているのかが大切です。
それに  こだわること  がシャンプー剤の良し悪しを決めます！！

などなど・・・
いくら良い成分を配合しても、主成分の品質が悪ければ、

髪のダメージを防ぐこと・ケアすることは出来ません。

配合高濃度○○天然ハーブエキス配合○○成分配合！

セイヨウサンザシ
果実エキス

キュウリ
果実エキス

ＴＪ天気予報がこだわった
界面活性剤（洗浄成分）の驚きの実験結果

ＴＪ天気予報がこだわった
界面活性剤（洗浄成分）の驚きの実験結果

コラーゲン系

コラーゲン系

石油系

石油系

コラーゲン系 石油系

1

2

3

工　程

工 程 1

工 程 2

結　果
結　果

工 程 2

工 程 1

工　程

結　果

1

2

3

工　程

工　程

結　果

【実験 1】あじさいの葉で実験 【実験 2】人毛で実験

千秋店の庭にある【あじさい】の
葉をコラーゲン系・石油系の成分
に入れます。

人毛をカラーを塗布し、仕上が
りです。( ブラウン ８レベル )

葉の先を１日、原液
に付けて置きます。

コラーゲン系・石油系の
シャンプーで 30 回洗い
ます。

コ ラ ー ゲ ン 系 は 浸
け た 所 ま で し か 枯
れ て い ま せ ん が、
石 油 系 は ほ ぼ 枯 れ
てしまいました。

カラーはだんだん褪
色していきますが右
の石油系のほうが明
るくなっています。

24 時間後 30 回後
（約1ヶ月）

TJ 天気予報のプライベートブランド【HARE SHAMPOO】【TJ PREMIUM SHAMPOO】
に採用しているココイル加水分解コラーゲン K
何 ?? という感じだと思いますが、簡単に説明するとコラーゲンを主成分にした界面活性剤です。
つまり！コラーゲンで髪を洗う ! ということになります。
ココイル加水分解コラーゲン K は界面活性剤のランクでも最上級のランクになり
髪を傷めることなく、シャンプーでダメージケアができる驚きの商品になります。

広告ナシ！
人気シャンプー＆トリートメント
96製品テストしました
ヘアケア最強バイブル

まとめ CM のイメージ、かわいいデザインなど見た目にまどわされず、裏面の表示成分を確認してください。
シャンプーで一番大切な界面活性剤がどのようなものが使用されているかを確認することをおすすめ
します！

石油系コラーゲン系

TJ 天気予報の
シャンプーが変わります。

7月1日(土)～8月31日(木)

頭皮の毛穴にたまった老廃物を
しっかり落とします

心地良いマッサージで血行を促進
して頭皮を活性化させます

水流にそって毛先に向かってブ
ラッシングすることで余分なシャ
ンプーを洗い流します

1 2 3
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あのくつ下入荷しました話題の
魔法の靴下

キレイは足 の 裏からつくられる。

¥2,700（税込）

秘密は足裏の
2つの
シリコンラバー

1.足にかかる重心を
コントロール

2.ビューティースイッチ
を刺激

詳しくは
スタッフまで!

ポイント
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￥6,500
（
税
込
）￥7,710（税込）60分肩スッキリリラックスボディ

❺肩甲骨と首マッサージ❹ふきとり ❻うで・デコルテマッサージ

ホットタオルで足を温めます。 背中をしっかりオイルでマッサージ
していきます。

もも～足の裏まで念入りにマッ
サージします。

ホットタオルで背中～足までふき
とっていきます。

肩甲骨と首を念入りにマッサージ 二の腕、デコルテ、首をマッサージ

❶スチームタオル ❷背中マッサージ ❸足マッサージ

7月1日（土）～9月30日（土）
肩こりさんにおすすめ

7月1日（土）～9月30日（土）

美白フェイシャルケア（60分） ￥5,600
（
税
込
）￥6,170（

税
込
）

Ｗクレンジング1

5 6 7

2 3 4肌分析

マスク 仕上げ

角質除去 マッサージ

イオン導入

★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、Ｂ
5、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。

～角質ケア・シミ予防・美白・保湿したい方へ～イオン導入でシミをつくらない肌へ

夏★おすすめ　美白&うるおいケア夏★おすすめ　美白&うるおいケア

PointPoint

PointPointPointPoint

とは…？
筋膜
とは…？

（90分）通常価格￥18,360  
（
税
込
）

「筋膜リリース」

￥12,960 （
税
込
）

５回 コー ス ※週１回のペースでのケアがおすすめです。

（
税
込
）

￥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 ミネラルジェル）

●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 ミネラルジェル）

￥125,280

筋膜が

癒着
すると…

● 血液の流れやリンパの流れを滞らせてしまう
● リンパの流れが悪ければ免疫力の低下につながる
● 血液の流れが滞ると内臓器官の低下につながる

● 肩こり・腰痛・頭痛・生理痛・不眠症
● 冷え性・食欲不振
● むくみ・胃下垂・下半身太り・ぽっこりお腹・
　 太りやすく痩せにくい

期間中、どなたでも何回でもOK!

改善されたい方はこちら

起こりうる
症状

7月1日（土）～9月30日（土）7月1日（土）～9月30日（土）
＊ キャンペーン期間 ＊＊ キャンペーン期間 ＊

お一人様１回 ＊ 初回おためし価格

（90分）通常価格￥18,360  （税込）

初めての方限定♪

（
税
込
）￥9,720

可児店
のみ

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

～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 9：30～17：00　土・日・祝 9：00～17：00
※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〒509-0203
岐阜県可児市下恵土807-1番地

in Cocoa尾西店

in Cocoa 尾西店

筋肉や骨、内臓など、体の“部品”を包み込んでいる膜。
筋肉だけでなく神経や血管、内臓器官などを包み込み、
それぞれの場所に適正に位置するよう支えながら保護し
ている白い薄い膜。伸び縮みし弾力性があります。

「第二の骨格」とも呼ばれるとても重要な存在。
筋膜は3次元のクモの巣状のネットワーク
として全身を覆い支えています。

根本の体質から
改善して
みませんか？

ノンＦモンスター塗布28日間
＋筋膜リリース２回

※効果には個人差があります

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

もうすぐ発売!!

ブチョー
今年の夏こそ、
痩せるぞー！

レーコー
今さらPAO
始めました。

ゴトー
夏だから日焼
けをしないと
…との想いは
ありません。

Yu-ki
また、アロハ
シャツ（笑）

よっ!しか
車を買いまし
た。
ヽ(*´∀`) ﾉ

ナツキ
早くも行きた
い、ハワイへ
…

編集部喫茶キクリンのつぶやき
はる
物欲センサー
って本当にあ
るんですね…

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。

若いスタッフが多いと思われがちですが、実はママさん

美容師が全社で 27 人働いています（※全体の 6％がママさ

ん）。多くの時間を費やして取得した美容師免許！ その

経験を活かしながら家庭と美容師を楽しみませんか？

ママさん美容師を紹介します

出勤時間、出勤日…など、細かいことでも相談に応じます。条件はただ一つ、美容師免許 です。

アシスタント、スタイリストどちらでも結構です。ぜひ一度、ご連絡ください。

お問合せ先 　本部　0586-76-7438 ※ママさん美容師以外の経験者の方も募集しております。
　お気軽にお問合せください。

■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

■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

駒月 有佳子 35歳（尾西店勤務）

● • ● • ●　ママさん美容師 大活躍！　● • ● • ●

● • ● • ● • ● • ●　お 知 ら せ　● • ● • ● • ● • ●

８月14日（月）～17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。

子供のこと！家庭のこと！を
優先的に考えてもいいし、

スタッフ皆さんがサポートしてくれるので働きやすいですね。
同じ世代のお客様も多く

私のグチをお客様に聞いて
もらっちゃってます…（笑）
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