


株式会社 ＴＪ天気予報

代表取締役 大前 武司
代表取締役 大前 陽子

明けましておめでとうございます。
日頃は、ＴＪ天気予報をご利用いただきまして、心から感謝、御礼申し上げます。

本年は創業から４１年目となる２０１８年を迎え、原点に立ち戻り、サロンのサービスを見つめなおしてまいります。
長く当社をご愛顧いただき、また、何世代にもわたりご利用いただきまして、今日がございますことを、
社員一同心より深く御礼申し上げます。

また、例年お願いしています「お客様アンケート」は、過去最高数のお客さまからご意見をいただくことになりました。
重ねまして厚く御礼申し上げます。
皆さまからのご要望、ご意見、お叱り、お褒めの内容を参考に、本年も改善改革を実行してまいります。

お客さまの髪や頭皮、お肌やプロポーションを理想的な状態として守れるよう、日頃の技術力を鍛錬し、
知識を深め、理想とする良い商材や商品を厳しく吟味しお届けしてまいります。

まだまだご満足をいただける内容ではございませんが、さらに、安心や信頼をいただけるサロンづくりを目指してまいります。

また、昨年４月より、営業時間の一部見直しや、社員の休暇が増えたことで、予約など取りづらいお話もたくさん伺っております。
ご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません。お客さま、また社員にとりましても、
理想とする環境整備が行われるように、本年も努力してまいります。

木造店舗のやさしさで、ほっとやすまる、そんな暖かい空間をご用意し、
美容室で過ごしていただく楽しさをご提供できるように、社員一同、本年も皆さまをお待ちしております。
本年も、変わらぬご愛顧を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

皆さまが、ご健康で幸せな新年をお過ごしになられますようお祈り申し上げます。
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千秋店 木曽川店

稲沢店 末広店

いつも千秋店をご利用頂きありがとうございます。昨年はた
くさんのお客様に支えられ感謝の気持ちでいっぱいです。今
年もお客様にご満足していただけるよう日々、努力していき
ます。スタッフ一同心よりご来店お待ちしております。

おかげさまで弊社は昨年創業 40 周年を迎えました。
私たち社員一同も「お客様に喜んで頂く」という基本に立ち返って、

地道に、ひとつずつ取り組んで参りたいと存じます。
本年も変わらぬお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。

2018年は「美と健康」をテーマにお客様の髪を守り、美し
い髪、美しいヘアスタイルをご提案させていただくと共に、
健康面（食事、フィットネス・・）など、歳を重ねても綺麗
でいられるお手伝いの出来るサロンを目指し、日々努力して
参ります。

稲沢店へのご来店、いつも感謝の気持ちでいっぱいです！！
皆様にたくさんのご満足が頂けるように、美容の楽しさを感
じてもらえるように、感謝の気持ちでスタッフ全員精一杯お
手伝いさせていただきます！！

お客様と共に喜びを喜び合えるような幸せ空間のお店にして
いきます。末広店を選んでいただいたことに感謝をし、お客
様の素敵な笑顔が見られるようにスタッフ一同全力で頑張っ
ていきます！皆様のご来店お待ちしております。

新年のご挨拶
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春日井店

北名古屋店

尾張旭店

津島店

今年で20周年を迎えます。リニューアルオープンもあり、
これまで以上に春日井店にお越し頂けるお客様と末永く、身
近な存在になれるよう、心機一転新たな気持ちで頑張ってい
きたいと思います。

昨年はたくさんのお客様に支えられ御迷惑もお掛けしてしま
いつつも無事新年を迎えることが出来ました！今年からは新
しく店長を迎え心機一転より明るく元気の良いお店を目指し
ていきます。お客様が心地いい時間を過ごせるように一生懸
命頑張ります！！

尾西店

いつもＴＪ天気予報尾西店にご来店していただきありがとう
ございます。2018年もお客様の綺麗のお手伝いを全力でさ
せていただきますのでよろしくおねがいします！！今年も尾
西店でお待ちしております。

江南店

江南店も多くのお客様に支えて頂きスタッフ一同感謝の気持
ちでおります。2018年からは「美と健康」という想いでお
客様へ携わり、技術とアドバイスをさせて頂きライフパート
ナーとして携わっていたいと考えてますので宜しくお願いし
ます。

年末までのスタッフの退社で大変ご迷惑をお掛けしておりま
す。今年はより一層お客様に満足して頂けるようにスタッフ
全員で奉仕させて頂きたいと思っています。ずっと綺麗でい
られるお手伝いが出来るように頑張っていきますのでよろし
くお願いします。

昨年も多くのお客様にご来店いただき、また、昨年も多くの
出会いがあったことに感謝いたします。今年も、お客様 1人
1人と真剣にに向き合い、美容を通じて気持ちまで「晴れ！」
になっていただけるような、明るく、ぽかぽかな店を目指し
ます！
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滝の水店

大府店

可児店

豊明店

いつも滝の水店をご利用いただきありがとうございます。滝
の水店では居心地の良いお店、たくさんのお客様に満足して
頂けるようなお店を目指しています。元気なスタッフが多い
です。今年はさらにパワーUP！してスタッフ一同お待ちし
ております。

素材を大切にするをモットーに皆様が素敵なヘアスタイルで
満足して笑顔で帰っていただけるようにスタッフ一同、一生
懸命サポートさせていただきます。皆様のご来店を楽しみに
お待ちしております。

多治見店

いつも多治見店をご利用いただきまして、誠にありがとうご
ざいます。今までもたくさんのお客様に支えられ、感謝で一
杯です。これからもスタッフ一同感謝をお返しできるよう、
努力を忘れず頑張ってまいります。

日進店

昨年は沢山のお客様に支えて頂き感謝の気持ちでいっぱいで
す！今年もすべてのお客様に感謝し明るく元気に楽しくを
モットーに！日進店はお客様を第一に考え未来のある美容室
を目指します☆スタッフ一同ご来店お待ちしております。

昨年は多くのお客様にご来店頂きありがとうございました。
スタッフも増えて待ち時間の解消は多少緩和されたものの、
まだまだ至らぬこともありご迷惑をおかけしております。益々
皆様にご満足いただけるようスタッフ一同頑張っていきます。

昨年も多くの方々にご愛顧いただき、誠にありがとうござい
ました。豊明店のコンセプトは「我が家へようこそ」。髪だけ
でなく、気持ちもリフレッシュして頂き、お客様一人一人が
より喜んでもらえますよう、スタッフ一同昨年以上に励んで
まいります！
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小牧店 桑名店

岐阜店 知立店

今年で小牧店も 11年目を迎えます。今の小牧店があるのも
皆様があってと心から感謝し、もっと喜びと感動を与えれる
よう努めていきます。まだまだ足らぬ所が多い小牧店ですが
これからも末永く宜しくお願いいたします。

今年で桑名店も１０周年を迎えることができます。
ひとえに皆様の支えがあったからこそと感謝しております、
お越し頂いているお客様、これから出会える方々皆様のより
良い暮らしの中にお役立て出来るよう努めて参ります。これ
からもよろしくお願い申し上げます。

各務原店

昨年も多くのお客様にご来店頂きスタッフ一同感謝していま
す。本年も感謝の気持ちを忘れず、お客様の心に寄り添い健
康と美を提供できるように努力して参ります。皆様のご来店
を心よりお待ちしています。

天白店

昨年も多くのお客様に支えていただき本当にありがとうござ
います。天白店ではお客様に親しみやすい存在でいられるよ
う何でもご相談いただき安心してご来店いただけるあったか
いお店にしていきます。

いつも岐阜店にお越しいただきましてありがとうございます。
岐阜店では皆さまの人生に寄り添っていけるよう、精進しま
す。これからも皆さまの健康的な美を追及し、より一層居心
地の良いお店にしていきます。

オープンから素材美を大切に取り組んで来ました。今年も今
まで以上に素材美はもちろん安心、安全をモットーに楽しく
お客様とヘアスタイルを作っていきます。地域で一番素敵な
ヘアスタイルを提供できる美容室を目指します。
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徳重店 四日市店

fufufu 本部

昨年も多くのお客様にご来店頂きスタッフ一同嬉しく思って
おります。本年も感謝の気持ちを忘れず、お客様の心に寄り
添い、より良いヘアスタイルを提供できるよう精一杯努めて
参りますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

いつもＴＪ天気予報１ポ四日市店に御来店して頂きまして本
当に有り難うございます！　今年で４年目になりますが初心
を忘れずにお客様満足を追求して常にお客様をキレイやカッ
コイイを提案させて頂きますので宜しくお願い致します。

豊田
長興寺店

いつもご利用いただきまして本当にありがとうございます！
今年は今まで以上にお客様が素敵なヘアースタイルで笑顔に
なれるお店作りをしていきます。お客様の人生に彩りを添え
られる様２０１８年も務めて参ります。

豊田店

今年も、皆様とともにオシャレを楽しむお店創りをテーマに、
美容を楽しみ、いつまでも綺麗、いつも可愛い、カッコイイ
を提供させて頂きます。スタッフ一丸となり、100％満足を
お届けします。2018年度、豊田店にご期待下さい。

おかげさまで 2017年 11月にOPENいたしました。
『fufufu．TJ 天気予報』では、『人』をプロデュースできるサ
ロンと『希望を叶えるサロン』をコンセプトとして心をこめ
た技術・商品を提供させて頂きます！お客様の人生と共にこ
れからもよろしくお願いいたします。

いつも TJ 天気予報のご利用誠にありがとうございます。本
年はさらにお客様を笑顔でご帰宅できますよう、本部一丸と
なってお店をサポートして参ります。安心や信頼を頂けるサ
ロンづくりを目指し取り組んで参ります。本年もどうぞよろ
しくお願い致します。
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編集長 モジコのご挨拶

 お賽銭で縁起が良い金額
５円→ご縁がありますように

５円２枚で 10 円→重ね重ねご縁がありますように

29 円→福（29 ＝ふく）が来ますように

５円 10 枚で 50 円→５重の縁がありますように

などの語呂合わせがあるようですが、言葉遊びなので無理

にしなければならないものではありません。ただ 10 円硬
貨は縁が遠ざかる（10円＝遠縁）ので、避けた方が良い
みたいです。

 お参りするときの心構え
　お参りでは、「ご利益がありますように」とお願いする

人がいるようですが、本来は昨年 1 年間の無事を神仏に

感謝するとともに、今年 1 年間の決意を告げ、それが「成

就するように見守っていて下さい」とお願いするもので、

見返りを期待してはいけません。「◯◯大学に合格します

ように」とお祈りするのではなく、「◯◯大学に合格する

よう頑張りますので守って下さい」と、自分で実践する前

提で、決意表明するのが大切なのです。

いかがでしたか？
　実際これほど調べてみないと、なかなか知ることがない

話ばかりでした。「学校で習った？」と考えてみたのですが、

私の記憶の限り無かったです。きっと…。毎年お参り（初詣）

にいきますが、「今年 1 年◯◯◯になりますように」と願っ

ていました。間違っていますね。（笑）今回からは変えます。

最後に戌年生まれの方、読んでみて下さい。

戌年生まれの性格面の特徴
・正義感が強い・人に対して威張らない・防御本能が強い・面
倒見が良い・協調性がある・心配性である・真面目で働き者・
神経質な一面も・思いやりが合って親切・忠誠心が強い

長 所 → 器用で我慢強く、人情深い
短 所 → 怒りを内側に溜め込んでしまい、精神的に疲労しやすい

2018 年１回目の内容は、季節にちなんでの話。最近は、

昔に比べて季節感がなくなってきていませんか？ 初

詣に出かけても晴れ着姿を見なくなり、凧揚げや羽根つき

などで遊んでいる子ども達をめったに見かけなくなりまし

た。私が思う勝手なイメージなのかもしれませんが…。

　そこで今回は、今さら聞けないお正月にまつわる
豆知識のお話。なんとなくやっていた事が、この話を

読んでお正月を迎えるときの足しにして下さい。では…

 元日と元旦の違い
　「元日」とは、年の初めの日。つまり「１月１日」を表し、

「元旦」は、１年の初めの旦（あさ）のことで、「１月１日

の朝」を指します。元旦の「旦」の字は、太陽が地平線か

ら出る様を表した漢字で、元旦が元日の朝を意味すること

には変わりない為、1 月 1 日の朝をいう場合は、「元旦の朝」

とは言わず、「元日の朝」というのが正しいです。

 正月飾りとは
　正月飾りは、12月 26 日から 28 日の間に立てるのが、
しきたりだそうです。31 日の夜飾りは避けられます。29

日は「九」が「苦」に通じるので避けられます。28 日ま

でに済ませれなければ、30 日でも良いですがやはり縁起

物なので、28 日までに済ませておくことが良いでしょう。

 賽銭について
　お賽銭の“さい”は、「神から福を受けたことを感謝し

て祭る」という意味です。だからお賽銭は、「前回お願い
したことが叶ったお礼」であり、今回のお願いに対する対

価ではありません。また金額の決まりはなく、感謝する気

持ちで自分なりの金額を決めます。

お正月にまつわる豆知識

樋 上 玲 子

私らしさの方程式

ハッピータイムズをご覧の皆様、あけましておめでとうございます。
2018年始まりました。新年１回目のハッピータイムズです。年末年始はいかが過ごされましたか？ この
原稿を書いている時はまだ12月の頭なので、私自身の年末年始の話をお伝えする事ができません。多分
毎年のように１月１日は家でダラダラしている事でしょう。
この冊子を初めて読まれる方も多いと思いますので、ハッピータイムズの紹介をさせて頂きます。この冊子
は２ヶ月に１回、美容情報・キャンペーン情報・スタッフのおもしろ話など、お客様にHappyをお送りさせ
て頂いているものです。2018年も皆様にとって素晴らしい１年になりますように…
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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。

平日（火～金）
土・日・祝日

TJ天気予報
■予約優先制　混雑時はお待ちいただく場合がございます。

縮毛矯正（カット込）

AM9:30～PM4:30
AM9:00～PM4:30

パーマ + カラー（カット込）

～PM4:30
～PM4:30

～PM5:00
～PM5:00

パーマ or カラー（カット込）

～PM6:10
～PM6:10

カット
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T E L

お名前

ご住所

〒

特賞

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

特賞

お楽しみ券

名様

名様

名様

名様

名様

名様

名様

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

名様
１

５

10

20

30

50

84

300

炭酸泉無料券

TJ天気予報技術券 10,000円

TJ天気予報技術券 5,000円

TJ天気予報 技術トリートメント１回無料券

プラチナナノコロイド（栄養補給）無料券

50,000円のカタログギフト
50,000円のカタログギフト＊選べるギフト　頑張った自分にご褒美です。

＊TJ天気予報全店でご利用できる技術サービス券です。

＊TJ天気予報全店でご利用できる技術サービス券です。TJ 天気予報オリジナルブランド【HARE シャンプー＆トリートメント】＊乾かした時に感動する手触りを実現。

＊キレイなヘアスタイルはみんなの憧れ！

＊今、話題の炭酸泉で頭皮も髪もキレイ！

＊薬剤にケラチン・コラーゲンを補給して質感UP。

＊選べるギフト　頑張った自分にご褒美です。

＊何がもらえるか？ 楽しみにして下さい。

アンケートに答えてステキ商品をゲットしよう
アンケートに答えてステキ商品をゲットしよう!!!!!!
アンケートに答えてステキ商品をゲットしよう～　過去実績から１０人に１人が当たる確率です。～

～　過去実績から１０人に１人が当たる確率です。～

500名様に
当たる!!

ＴＪ天気予報にて厳正なる抽選のうえ、ご当選の方は、書類・チケットの郵送をもって発表にかえさせて頂きます。

＊アンケートにお答え頂いた方の中から抽選でステキなプレゼントが当たります！

お楽しみ券

アンケート締め切り日　2017年11月15日㈬

私たちＴＪ天気予報は
、お客様に定期的に率

直なご意見を頂き、その
お声を基に改善・改革

に取り組んで参りま

した。大変、お手数をお
掛け致しますが、アンケ

ートのご協力お願い致し
ます。

５、その他、ご意見・ご要望などございましたらお聞かせ下さい。

1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27

お 客 様 の お 声 が 私 た ち の 財 産 で す。

ご希望時間内に終了し
ましたか

【いいえ】のお客様はオーバーした時間を教えて下さい。
はい　・　いいえ

分

本日のヘアスタイルに
ついて

その点数になった理由もお願いします。

100点

本日のシャンプーにつ
いて

その点数になった理由もお願いします。

100点

本日の清掃について
その点数になった理由もお願いします。

100点

ご協力ありがとうござ
いました。

２、本日のご予約方法をお聞かせ下さい。

□ 電話予約　　　　　　　□ インターネット予約　　□ 次回予約　　□ TJアプリ予約

□ ホットペッパー予約　　□ 予約なし　　　　　　　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　）

１、本日のご利用店の満足度をお聞かせ下さい。 （100点満点中何点かでお願いします）

良い点・好きなところ
改善点・気になるとこ

ろ
４、ご利用店舗、最近の[良い点・好きなところ] or [改善点・気になるところ】をお聞かせ下さい。

その点数になった理由もお願いします。

（100点満点中何点かでお願いします）

３、ヘアスタイルはご自宅で希望のデザインに再現することができましたか。

100点
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T E L

お名前

ご住所

〒

特賞

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

特賞

お楽しみ券

名様

名様

名様

名様

名様

名様

名様

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

名様
１

５

10

20

30

50

84

300

炭酸泉無料券

TJ天気予報技術券 10,000円

TJ天気予報技術券 5,000円

TJ天気予報 技術トリートメント１回無料券

プラチナナノコロイド（栄養補給）無料券

50,000円のカタログギフト
50,000円のカタログギフト＊選べるギフト　頑張った自分にご褒美です。

＊TJ天気予報全店でご利用できる技術サービス券です。

＊TJ天気予報全店でご利用できる技術サービス券です。TJ 天気予報オリジナルブランド【HARE シャンプー＆トリートメント】＊乾かした時に感動する手触りを実現。

＊キレイなヘアスタイルはみんなの憧れ！

＊今、話題の炭酸泉で頭皮も髪もキレイ！

＊薬剤にケラチン・コラーゲンを補給して質感UP。

＊選べるギフト　頑張った自分にご褒美です。

＊何がもらえるか？ 楽しみにして下さい。

アンケートに答えてステキ商品をゲットしよう
アンケートに答えてステキ商品をゲットしよう!!!!!!
アンケートに答えてステキ商品をゲットしよう～　過去実績から１０人に１人が当たる確率です。～

～　過去実績から１０人に１人が当たる確率です。～

500名様に
当たる!!

ＴＪ天気予報にて厳正なる抽選のうえ、ご当選の方は、書類・チケットの郵送をもって発表にかえさせて頂きます。

＊アンケートにお答え頂いた方の中から抽選でステキなプレゼントが当たります！

お楽しみ券

アンケート締め切り日　2017年11月15日㈬

私たちＴＪ天気予報は
、お客様に定期的に率

直なご意見を頂き、その
お声を基に改善・改革

に取り組んで参りま

した。大変、お手数をお
掛け致しますが、アンケ

ートのご協力お願い致し
ます。

５、その他、ご意見・ご要望などございましたらお聞かせ下さい。

1・2・3・4・5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27

お 客 様 の お 声 が 私 た ち の 財 産 で す。

ご希望時間内に終了し
ましたか

【いいえ】のお客様はオーバーした時間を教えて下さい。
はい　・　いいえ

分

本日のヘアスタイルに
ついて

その点数になった理由もお願いします。

100点

本日のシャンプーにつ
いて

その点数になった理由もお願いします。

100点

本日の清掃について
その点数になった理由もお願いします。

100点

ご協力ありがとうござ
いました。

２、本日のご予約方法をお聞かせ下さい。

□ 電話予約　　　　　　　□ インターネット予約　　□ 次回予約　　□ TJアプリ予約

□ ホットペッパー予約　　□ 予約なし　　　　　　　□ その他（　　　　　　　　　　　　　　）

１、本日のご利用店の満足度をお聞かせ下さい。 （100点満点中何点かでお願いします）

良い点・好きなところ
改善点・気になるとこ

ろ
４、ご利用店舗、最近の[良い点・好きなところ] or [改善点・気になるところ】をお聞かせ下さい。

その点数になった理由もお願いします。

（100点満点中何点かでお願いします）

３、ヘアスタイルはご自宅で希望のデザインに再現することができましたか。

100点
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いつまでもカラーデザインを楽しんで頂く為に！いつまでもカラーデザインを楽しんで頂く為に！
TJ 天気予報ではカラー剤の塗布の方法が３つあり、それぞれメリット・デメリットがあります

お客様の頭皮の状態・ご要望に合わせお選びすることが出来ますので、担当スタッフにご相談下さい。

お 得 なリタッ チ カラ ーメニ ュー の ご 紹 介

本日カラーをされた方へ、次回のリタッチカラーがお得に!!
～２つの利用方法で賢くカラーを続ける～

ベタ塗り

頭皮にも薬剤をつけ
ていくので、白

髪や黒い髪の染め残
しの心配なし !!

しっかり染まります
。

頭皮への負担が心
配…。頭皮へ直接

カラーを塗布する
ため、どうしても

頭皮の負担が出て
しまいます。

ゼロテク

頭皮の負担を考え、頭皮に
はつけず、

根元ぎりぎりから塗布し
ます !!

頭皮に1番優しい塗り方
です。

根元 1 ㎜部分の染ま
りは、ベタ塗

りに比べると悪く、
白髪が多少早く

気になってしまいます
。

セミゼロテク

顔まわりや分け目はベ
タ塗りで、他のと

ころは「ゼロテク」で施
術します !!

色持ちと頭皮への負担を
共に大切にした

塗り方です。

顔まわりや分け目の
一部分だけ頭皮へ

の負担がございます
。

メリット  ・  デメリットカラーの塗り方の

ヘアカラー施術中の頭皮の違和感を緩
和するスプレー式頭皮保護オイル。
ヘアカラーの染着を妨げます。
施術中の頭皮の不快感・違和感を緩和
します。

頭皮に抗酸化作用のある機能水を
直接吹き付ける事で薬材による刺
激を緩和します。
※頭皮が痛くなる方におすすめメ
ニューです。

メ
リ
ッ
ト

メ
リ
ッ
ト

メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト

デ
メ
リ
ッ
ト

①頭皮保護　(無料 ) ②ホリスティックメニュー　(￥1,080)

白髪の染まりを優先。
しっかり染める塗り方です。

白髪の染まりも優先。できるだけ
地肌につけない塗り方です。

地肌の安心を優先。
地肌につけない塗り方です。

白髪の染まり：
地肌の安心感：

白髪の染まり：
地肌の安心感：

白髪の染まり：
地肌の安心感：

TJ天気予報
頭皮へのこだわり

平日ご利用でお得 土日ご利用でお得

①平日限定
②４週間以内で次回予約
③シャンプー・ブロー込み

①土日限定
②３０日以内
③シャンプー・ブロー込み

早めのご予約でスムーズに賢く！

→ ￥３,２２０ → ￥３,６００
＊シャンプーは１回　マッサージはありません

４５日以内でお得
①平日・土日に関係なく
②４５日以内
③シャンプー・ブロー込み

約１時間
で

終わるの
で空いた

時に

ご利用下
さい！

→ ￥４,３２０
リタッチが！４５日以内 

リタッチが！４週間以内 リタッチが！３０日以内 

いつまでもキレイに！安全に！
ヘアカラーを楽しんでいただき
たいから
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公式予約アプリ

ダウンロードはコチラから

以前のTJネット予約より使いやすくなって予約がとっても簡単☆

□  便利で使いやすい。

□  施術時間の目安が分かります。

□  自分の利用している店舗を選んだら

　 次回からはその店舗画面が立ち上がります。

□  アプリ会員様限定特典あり！！

□  会員登録は無料、年会費等もかかりません！

24時間
　予約可能！

□  電話で担当者の空きを聞くのが面倒
□  先の休み予定が分からないから
　 分かり次第予約したい。

など24時間対応しております！

登録簡単！時間指定予約が便利！！

いつでもどこでも手が空いた時にすぐに予約できる

公式の予約アプリです。

店舗にログイン

step1
メニューを選ぶ

step2
スタイリストを選んで予約

step3

忙しいアナタに
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編集部より

11 月 15日、明治記念館で、弊社が所属す
るエヌエスエー協会（認定職業訓練校）が
厚生労働大臣賞を受賞し、表彰状と銀
杯が授与されました。
認定職業訓練校 とは…
様々な基準を満たし行政が認めた訓練を行うことが出来る
施設がある。原則、営業時間内に訓練（練習）を行います。
スタッフ教育に力を入れているということ。

真さま
しゃぶしゃぶ
よりすき焼き
派です。

ブチョー
今年は４回目
の年男です。

レーコー
大量断捨離し
ました！

ゴトー
寒いと、いろ
いろ痛いとこ
ろがでるみた
いです。

Yu-ki
やらない善よ
りやる偽善。

よっ!しか
４年間ありが
とうございま
した<(_ _*)>

編集部喫茶キクリンのつぶやき
はる
ポムダムール
のりんご飴は
別格でした!!

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。

■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

ナツキ
ワクワクな１年
のスタート☆

表紙担当

テーマは、プレイフルに、新しい年を祝おう！ です！
＋わくわく、キラキラの１年になるようにイメージして
つくりました。モデルさんと近藤ディレクターと、佐古
店長と楽しくできました！ ありがとうございました。

COLOR
佐古　岳史（桑名店）
HAIR
面田　法子（津島店）
MODEL
小林　唯菜さん

　2018 年３月１日に春日井店が新たな場所でリニューアルオープンを致します。
これを機に今まで以上にお客様との末永いお付き合いが出来るよう、新たなサービ
スにチャレンジしていきたいと思っています。そしてこれからの出会いにも楽しみ
に、スタッフ一丸となって最高のお店にしていきます。これからも春日井店をどう
ぞ宜しくお願いします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　店長　山田　賢治

ツルハドラッグ

春日井警察署
エネオス ファミリー

マート
朝宮
公園

新店舗

旧店舗

大手橋西

総合体育館前

高山町４

大手町

町屋町

高山町3

春日井
西高

牛山小

大手小

総合体育館

春日井市民病院

西部中

丸田小

MAP

ヘッドスパ 20%OFF

10分間マッサージ 540円→0円

炭酸泉 50%OFF

ハイブリッドカラー キャンペーン価格

何でも1品 商品 20%OFF

1,000円OFFトランプ5枚引いて合計が
ちょうど「40」になったら

皆様にご利用いただいております、５mm春日井店が移転し、リニューアルオー
プンいたします。新メニューなど、新しくなった春日井店にご期待下さい。
［移転スケジュール］

現春日井店営業終了 新春日井店オープンオープン準備のため休業

～2／25（日）
3／1（木）～2／26（月） ～ 2／28（水）

新住所：春日井市大手町甲斐作1225

１月10日（水）より、極上のお歳暮チケットがご利用いただけます。

春日井店（5mm）移転のお知らせ

極上のお歳暮チケット　※配布は終了しております。※２月28日（水）までご利用いただけます。

年始休業と成人式営業のお知らせ
１月１日月～１月４日木 年始休業とさせていただきます。

１月５日金～１月６日土 通常営業とさせていただきます。

１月７日日～１月8日月 成人式の為、各店営業時間が異なりますので、ご利用店にご確認下さい。

１月９日火 振替休業とさせていただきます。

表彰されました

平日限定

美容器具
除く
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