


編集長 モジコのご挨拶

中 野 裕 央

したがっている。
周りからセレブだと思われたい。

『こだわりがなくコロコロ変わる』
マルチな面をアピールして、関心をもってもら
いたいタイプ。
多才だが、八方美人に見られることも。
言動にも一貫性がないことが多い。

　少しですが、ヘアスタイルからも心理が読み取れます。

『ショートヘア』
積極的で活発な雰囲気を出したいと思っている。
顔をよく見せるスタイルなので、自分の容姿に自信
がある人が多い。
誰とでも仲良くできる。

『ミディアム』
ロングでもなく、ショートでもない長さで、無難
な印象を与えたいタイプ。
目立たない消極的なタイプ。

『ロング』
お嬢様っぽい印象や女性らしさを演出した
い人。
実際には芯が強く、冷静な判断力を持っている。

　みなさん、いかがでしょうか？
　当てはまるものはありましたか？？

　ファッションは、自己表現でもあり、理想でもあるの
で、一概にどうとは言えませんが、少しだけ心理学の観
点から見てみると、自分は人からどう見えるのか？ そ
して、周りの人はこんな人なのかな？　と気付くことも
あるかもしれないですね。

　ヘアスタイルに関しては、その時の『ライフスタイル』
に合わせて、『心理』も変化するものですが、みなさん
の周りで『いつものヘアスタイル』にこだわる人がいれ
ば、こういった心理が隠れているのかもしれないです。

　ファッションも、ヘアスタイルも、自分が思う以上に
『心』を写し出しているかもしれません。

　いつもと違う見方で見てみると、きっと面白いです
ね !!　是非試してみて下さい♪

ファッション（服装など）は、自分がこうなりたい、
相手のこう見られたいという欲求が表れているそ

うです。 

　簡単に言えば、なりたい自分の投影と考えれば、本来
の性格と逆の場合もあるってことですね。
　自分と照らし合わせて、当てはまるか見てみてくだ
さい♪

『派手な色や原色が好き』
「楽しそうな人」と思われたいタイプ。
実際には、寂しがり屋さんが多い。
対人不安な部分もあり、派手な服で他社との境界線
をつくる。

『落ち着いたファッションが好き』
自分に自信がある。
自己主張も強く、こだわりを秘めている頑固者タ
イプ。
自分を「名前」で呼ぶ人や『僕、私』を頻繁に使う
人が多い。

『流行ファッションに敏感』
周囲と同調したいと思っている。
友達が持っているものにも敏感に反応し、同じもの
を揃えようとする。
多数派でいることに安心感を覚えている。

『個性的なファッションに身を包む』
ファッションをとにかく楽しむタイプ。
意外と、真面目で常識派の人が多い。
コンプレックスの裏返しの場合もアリ。

『小物にこだわる人』
アクセサリーやベルトなどの小物にこだわる人は、
自分の好きなものやルールに一貫性がある。
保守的で頑固者タイプ。

『高級ブランドに身を包む』
「自分は高級な人間だ」ということをアピール

みなさん、こんにちは！
ほとんどの方は初めましてなので、ご挨拶を…
今回は『TJ 天気予報のアラブ』こと中野裕央が担当させていただきます。
梅雨も後半にさしかかり、もうすぐ真夏を迎えます。
毎年、『観測史上最高の気温』に驚きますが、身体には気をつけて、楽しく夏を過ごしていきたいですね！

それではハッピータイムズ VOL.98 のスタートです !!

ファッションからわかる人の心理

私らしさの方程式

2 ハッピータイムズ
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4 ハッピータイムズ



HAIR & MAKE  面田 法子（津島店）
COLOR LIST  中野 裕央（津島店）

フェイスラインに入れたスパニッシュオレンジが
目を引く夏のトレンドカラー。
アクセントのある明るめカラーは、

暑い夏にぴったりです！！

顔まわりの動きに合わせたアクセントカラーが
おしゃれ感たっぷりです。

ショートでオシャレ感を出すなら、
思い切って前髪にホイルワークを

入れるのがおすすめ！
ローライトやパープル系なら引き締め効果で小顔に！

夏らしいカラーはしたい！でも他の人とは違うカラーがいい！
そんな方にはホイルワークを入れるのがオススメ♪

特に色味を入れることで個性を引き出すポイントになること間違いなし！！

パープルバングサンライトオレンジ

Sun light
Orange

Purple
  Bang

Sun light
Orange

Purple
  Bang

Sun light
Orange

前髪にパープル系のローライトで
ワンポイントのオシャレを！

Purple
  Bang

2018 SUMMER TREND COLOR2018 SUMMER TREND COLOR2018 SUMMER TREND COLOR

PointPoint

イルミナカラー+ホイルワーク+トナー

M/L9,500円(税込)
(シャンプー・カット・ブロー別)

イルミナカラー+ホイルワーク+トナー

M/L9,500円(税込)
(シャンプー・カット・ブロー別)

5ハッピータイムズ



Olive Ash
Brown

Healthy
  Beige

Olive Ash
Brown

Healthy
  Beige

HAIR & MAKE  中野 友希未（豊明店）
COLOR LIST  北川 彩子（江南店）

HAIR & MAKE  伊縫 寛（木曽川店）
COLOR LIST  小林 晃樹（津島店）

今どきのウエットな質感の

スタイリングでも暗くならず、

ヘルシーでオシャレなベージュカラー。

黄色くなってしまう表面とオレンジに色が抜ける襟足を
塗り分けて、均一に地毛のように仕上げています。

ダメージで黄味が出やすい夏は、
色味をプラスすることでカラーの持ちがUP!

透明感を出すためにハイライトで
髪を動かすたびに軽やかさを。

オリーブアッシュブラウンヘルシーベージュ

Olive Ash
Brown

Healthy
  Beige

顔色をキレイに魅せるため、
細かいホイルワークをプラス！

PointPoint

夏だと明るいカラーにしたくなりますよね！しかし、ただ　明るいだけだど黄味が強くパサついてみえがちに...。
そこで明るいながらも黄味すぎない　カラーが髪をキレイに見せる秘訣！

2018 SUMMER TREND COLOR2018 SUMMER TREND COLOR2018 SUMMER TREND COLOR
HAIR & MAKE  松門 里咲（末広店）
COLOR LIST  小林 晃樹（津島店）

柔らかさ・透明感のあるベージュで
肌のなじみをよく見せつつ、

パープルの艶感で夏の紫外線での
パサつきを抑えたサマーカラー。

黄味や赤味を出し過ぎない
艶感のあるハイライトカラー。

アイミーパープルベージュ

AimePurple
    Beige

Pale
Marine

AimePurple
    Beige

Pale
Marine

AimePurple
    Beige

HAIR & MAKE  近藤 正充（滝の水店）
COLOR LIST  佐古 岳史（桑名店）

風が吹き抜けるように入れたハイライトが
毛先に涼しげな動きを作ってくれます。
赤味を抑えたマリンブルーで軽さと艶を！

ペールマリン

Pale
Marine

表面は中間から毛先にハイライトを入れて、
襟足は毛先からなじませてナチュラルに。

PointPoint

イルミナカラー+ホイルワーク

M/L8,500円(税込)
(シャンプー・カット・ブロー別)

イルミナカラー+ホイルワーク

M/L8,500円(税込)
(シャンプー・カット・ブロー別)

イルミナカラー+ホイルワーク

M/L8,500円(税込)
(シャンプー・カット・ブロー別)

イルミナカラー+ホイルワーク

M/L8,500円(税込)
(シャンプー・カット・ブロー別)
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HAIR & MAKE  辻 利央（滝の水店）
COLOR LIST  北川 彩子（江南店）

赤味のカラーに濃い色のピンクを
ホイルワークで入れることで
落ち着いた大人の雰囲気で
やわらかな印象になります。

ソフトコーラル

Soft
Coral

Hyde
     Ash

Soft
Coral

Hyde
     Ash

Soft
Coral

濃いめのピンクをはっきりと入れて、
筋にならないようにホイルカラーにしています。

HAIR & MAKE  羽渕 彩織（日進店）
COLOR LIST  北川 彩子（江南店）

人気のアッシュ系の色に
グレーをプラスすることで、

夏の日差しで見え方が変わる3Dカラー！

ホイルワークは顔周り中心に多く入れて、
リバースに巻いたときにイメージを変える隠しカラー。

ハイドアッシュ

Hyde
     Ash

PointPoint

夏の暑い日差しに切り替ったこの　時期はアッシュカラーで決まり！  
透明感のあるカラーで　夏を楽しみましょう♪

2018 SUMMER TREND COLOR2018 SUMMER TREND COLOR2018 SUMMER TREND COLOR
HAIR & MAKE  村瀬 美沙紀（各務原店）
COLOR LIST  佐古 岳史（桑名店）

光が透き通る青葉のような
柔らかいアッシュグリーンを入れ、

艶やかで透明感のある
夏の爽やかなイメージに。

顔周りに暗めのローライトを入れて陰を
作ることによりデザインが引き締まります。

普段のカラーでも顔周りにハイライトを
入れて夏らしさをプラス！

こめかみにもハイライトを入れることによって
巻かないときも柔らかさ、軽さが出ます！

ナチュラルコーラルブラウンペールリーフ

Natural
Coral Brown

Pale
   Leaf

Natural
Coral Brown

Pale
   Leaf

Natural
Coral Brown

Pale
   Leaf

秋冬で暗めにしていたカラーも
顔周りのハイライトでナチュラルに夏感を！

HAIR & MAKE  青木 夏紀（各務原店）

PointPoint

ハイブリットカラー+ホイルワーク

M/L8,080円(税込)
(シャンプー・カット・ブロー別)

ハイブリットカラー+ホイルワーク

M/L8,080円(税込)
(シャンプー・カット・ブロー別)

ハイブリットカラー+ホイルワーク

M/L8,080円(税込)
(シャンプー・カット・ブロー別)(シャンプー・カット・ブロー別)

ハイブリットカラー+ホイルワーク

M/L8,080円(税込)
(シャンプー・カット・ブロー別)

8 ハッピータイムズ 9ハッピータイムズ



そうだ！！
暑い夏はラクしよう。暑い夏はラクしよう。

パーマをかけたけど、スタイリング剤がたくさんありすぎて何を選べば良いの？

TJ天気予報が贈る「ヘアアレンジ」
～パーマ・カールがあれば、ヘアアレンジが可愛くなる～

before

before

ごわついた髪を、柔らかく
仕上げます。クセ毛を柔らかく

伸ばし、キープします。

乾いた髪にもスッとなじみ、軟毛も
べとつかず軽やかに仕上げます。
エイジング毛におすすめです。

内容量 : 100ml 内容量 : 200ml

TJ PREMIUM

MIST
TJ PREMIUM

MILK

デザインフリーfin（BC）
100ml 2,376円（税込）

Moii balm Walk in forest
37g 定価 2,808円（税込）

94g

1,944円（税込）

定価 2,160円（税込）定価 2,160円（税込）

その人気の秘密は、パサつきやすい毛先に１日
中潤いを与えながらもベタつかない、やわら
かな手触り。一度使ったらやめられない多く
のお客様が愛用し、リピートするNO.1スタイリ
ング剤。

５年間NO.1！に輝く
パーマスタイル専用スタイリング剤

毎日持ち歩きたくなる、自然由来成分100%の
マルチバームが肌や髪を心地よくケア。

オイル配合のベタつかない
バームで潤いがつづく

髪印象を高める
スタイリングシリーズ
「エヌドット」

ナプラ
N.スタイリング
セラム

after

after

優れた保湿力で広がり

やすい毛先を抑え、潤いを与えます。

髪につけた後は、手肌にやさしく

馴染ませて、深い森のような

どこか懐かしい香りが、

気持ちまで和らげます。

シアバターとボタニカルエキスを配合。適量を手のひらにとり、よくのばしてからスタイリングを。ウェット時、ドライ時の両方で使え、濡れたような質感を
与えます。

ミストで、朝の寝グセ

直しと軽くパーマもどし。

ミルクで保湿、潤い。

そして動きを柔らかく

出してくれます。

ヘアアレンジ
すると

ヘアアレンジ

すると

パーマ後の毛髪ダメージを
補修し、カールやウェーブを
しっかりキープするミルク

エマルジョンです。

パーマをかけられた方に
オススメのスタイリング剤をご紹介パーマスタ

イル

パーマスタイル

表現を豊かに魅せるお
くれ毛にカールがある
ことでオシャレ度がUP
します。

～おくれ毛パーマ～

ゆれるように毛先が動
くことでやわらかなイメ
ージで夏アレンジが決
まる。

～スウィングパーマ～

暑くなると髪をまとめることが多くなり、
ストレートHAIRだとちょっと物足りない…

そんな方におすすめなのが「ヘアアレンジ」用に
パーマをかけるヘアアレンジパーマ!!

おくれ毛、毛先の動き、ルーズな質感など、
パーマがアナタの「ヘアアレンジ」を魅力的にします。

10 ハッピータイムズ 11ハッピータイムズ



TJマルシェ尾西店
8月6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
※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！

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

セルフブローコーナー

美容師になろう！
（カット体験）

フリーマーケット

最新美容
家電体験

ヘアアレンジ＆
撮影

大人も子供も楽しい！！

チョークアートチョークアート 缶バッジ缶バッジ

オリジナル雑貨販売オリジナル雑貨販売

占い（手相）

ヘルスチェック

ハンドメイド
アクセサリーオートネイル

オリジナルストラップオリジナルストラップ

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！！

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！

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！

気になっているあの美容家電が
試せるチャンス！
気になっているあの美容家電が
試せるチャンス！

好きなデザインを選んで
ツメにプリントアウト!
好きなデザインを選んで
ツメにプリントアウト!

美容師ファッションが
安く購入できます
美容師ファッションが
安く購入できます

スタッフ手作りの
世界に１つの

オシャレなアクセサリー

スタッフ手作りの
世界に１つの

オシャレなアクセサリー

アナタの健康状態が
一目でわかる最新器具
アナタの健康状態が
一目でわかる最新器具

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！

あなたの未来が

見えますよ・・・
あなたの未来が

見えますよ・・・

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

ヘアアレンジ体験

ワークショップ

スタッフ手作り

ハンドメイド

アクセサリー

カット体験

12 ハッピータイムズ 13ハッピータイムズ



Su mmer  SALE

売れている商品には色々ワケがあります。効果が高い、使いやすい、お値打ちなど…
本当のワケは違います。それは私達プロだからこそ知っている秘密があります。

神1

TJプレミアムミスト
200ml 2,160円(税込)

TJプレミアムミルク
100ml 2,160円(税込)

TJプレミアムトリートメント
280g 2,592円(税込)

TJプレミアムシャンプー
345ml 2,592円(税込)

神5

DAFNI go(ダフニゴー)
20,520円(税込)

神6

ディーセス
エルジューダ
サントリートメント
各 3,024円(税込)

洗い流さないトリートメント 神7

デザインフリーfin(BC)

100ml 2,376円(税込)

パーマスタイル専用スタイリング剤

神2

天気予報オリジナル
ブランド商品

天気予報オリジナル
ブランド商品

神3

avex beauty method
イヤーアップ (ear up)
9,800円(税込)

磁気の力で face up!! 神4

ReFa COLLAGEN ENRICH
480ml 9,504円(税込)

世界一のコラーゲンドリンク

7月1日(日)～8月31日(金)まで

2018 年上半期人気商品 神7

マルラオイル
（スクレロカリアビレア種子油）

バオバブオイル
（バオバブ種子油）

アボカドオイル
（アボカド油）

Moii  cream
Glory there
モイ クリーム グローリーゼア

60g 2,808円(税込)

エマルジョン120g
売れてるワケ
根強い人気で売れ続
けるワケはダメージ
ケアと紫外線ケアが
これ1本で完結

ブラシ型ストレートアイロン

魅 せる 夏 ボディ！夏 髪！厳 選 アイテム

化計画

TJ PREMIUM Milk・Mist
～洗い流さないトリートメント～

TJ PREMIUM  Shampoo・Treatment
～シャンプー・トリートメント～

30％OFF商品
最大 ※一部 除外品あり

対象商品
1 本 1 0％OFF
2本20％OFF

セラム120ml

ポーチやデスクにしのばせておきたい、手肌にも使える自然由来成分100％のマルチクリーム。
髪をケアしながら、やわらかくナチュラルに仕上げます。
ほのかに渋く深みのあるフゼアノートで、気分まで整えて。

肌や髪を心地よくケアする、保湿力に優れた3種のオイルを配合。

Emoll ient  oi l

みずみずしいクリームで凛としてヘルシーなツヤを

BODY HAIR HAND

売れてるワケ
TJスタッフがこだわった
最新の補修成分を贅沢に
配合！この内容成分でこ
の価格がTJのこだわり !
香りも◎

売れてるワケ
シャンプーは、コラー
ゲンをベースにした
天然由来97％の髪・頭
皮に優しいTJオリジ
ナル商品

売れてるワケ
耳にかけるだけの
簡単エクササイズ。
肩こり解消にも !!

売れてるワケ
93％の方が飲み続けたい
と回答した世界一の
コラーゲンドリンク
業界最高濃度　160000mg

売れてるワケ
髪をとくだけでクセが
伸びる人気のブラシ
クセ！毛先のハネ！が
気になる方、一度試す
価値あり。

売れてるワケ
パーマの仕上げが上手に
できない方、それは髪質
に合っていないもモノを
使っている証拠！使った
らやめられない。売れ続
けてるワケがわかります。

自然由来成分100％
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ついに！！TJから登場
ウワサの

春日井店　小林 良樹
付け始めた時は痛くてしょうがなかったの
ですが、これが効果なんだと思い我慢して
ました。毎日つけていると徐々に慣れてき
て、自分のお腹がみるみるうちに変わって
いくのが分かり、うれしく思い、もう一度理
想の体型にしたい！と頑張れました。つけて
いるだけで自由に動きまわれるので楽にト
レーニングできた気分です。

小牧店　小泉貴寛
最初はこれで筋肉がつくのか？と半信半疑
で使っていました。
ところが、毎日つけているうちに自分の腹
筋がみるみる変わっていくのが分かりまし
た。段階がレベル１からレベル１０まである
ので自分で調節できますし、ジムに行く時
間が無い方にもぜひ使ってほしいオススメ
のアイテムです！

スタッフ　K・K
筋トレや運動も苦手で特に何もやっていま
せんでしたが、貼るだけで楽に筋トレがで
き、自動で動いてくれるので他の事をしな
がらできるシックスパッド、いい仕事してく
れます！！
筋トレをしている方も仕上げにつけている
だけで筋肉がきれいにつくらしいので運動
している方、していない方どちらの方にも
おすすめです！

スタッフ　N・A
ちょっと鍛えてすっきり見せたくて筋トレし
ても三日坊主・・・ですが、貼るだけなので車
の中でも、テレビを見ながらでもつけていら
れるのでとても楽に筋トレができます。
横腹の脂肪が減っていくのが実感でき、1ヶ
月で腹筋の線も入ってきたのでこのまま続
けるのが楽しみです！

スタッフ　H・I
いつもお腹のポッコリが気になっていまし
た。使い始めると、女性の悩みでもある便
通が良くなり、毎日すっきりです！
レベルを徐々に上げていき、お腹の横に少
し線が入ってきたときはうれしくて毎日楽し
くテレビ見ながらラクにできるので忙しい
主婦の方にもおすすめです！

早速スタッフが試してみました！！
SIXPADを１か月間、お腹周りが気になるスタッフに試してもらいました。
同時に食事制限や筋トレをしたスタッフもいてさらに効果大！！結果発表です！！

5月15日（火）実測 6月15日（金）実測

5月15日（火）実測 6月15日（金）実測

5月15日（火）実測 6月15日（金）実測

5月15日（火）実測 6月15日（金）実測5月15日（火）実測 6月15日（金）実測
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し線が入ってきたときはうれしくて毎日楽し
くテレビ見ながらラクにできるので忙しい
主婦の方にもおすすめです！

早速スタッフが試してみました！！
SIXPADを１か月間、お腹周りが気になるスタッフに試してもらいました。
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あなたは知っていましたか？ 筋トレ効果がバツグンの！！
23分のトレーニングで
腹筋が割れる
２０Hzを活用した独特の波形で
時間の経過とともに段階的に運動強度が高まっていきます。
プログラムが終了すると自動で電源が切れます。
鍛える、休ませる、鍛える２３分のオートプログラム

3点セット

→ TJ天気予報特別価格
73,872円（税込）

ウォームアップ 刺激のテンポが次第に加速し、筋肉を動かしていく。1分

コンディショニング 30秒 緩やかに筋肉を動かしていく。

コンディショニング 30秒 緩やかに筋肉を動かしていく。

1日1回23分

トレーニング1 刺激と休止を繰り返し、助走をつけるように鍛えていく。5分

トレーニング2 2つの波形を組み合わせ、効率的なトレーニングを行う。5分

トレーニング3 波形の組み合わせ時間を変化させ、運動強度を高める。5分

トレーニング4 筋肉の収縮が最大に高まり、高強度で鍛える。5分

クールダウン 刺激のテンポが次第に減速し、運動強度を弱めていく。1分

詳しくはスタッフまで

1ヶ月分のジェルシート付

通 常 価 格

期間限定：7月1日（日）～8月31日（金）まで

Abs Fit（腹筋用）

25,704円（税込）

Body Fit×2
19,224円（税込）×2

Abs Fit（腹筋用）ジェルシート
4,104円（税込）

Body Fit×2 ジェルシート
2,808円（税込）×2

気になるところに貼るだけで！！簡単トレーニング

～いつまでも健康でいるために～

が人気な理由を・・・

読書や家事をしながら、出張先や旅行先で！！
さらに通勤などの移動中でも使用可能。
服の上から目立たないので、いつでもどこでもさっと貼るだけでトレーニングが行えます！

1
その

EMSとは
通常、筋肉は脳から信号が送られることにより動きます。
EMS（Electrical Muscle Stimulation）は、
電気刺激によって筋肉へ直接信号を送り、運動させるテクノロジーです。

2
その

20Hzの周波数を活用！！
２０Hzは、トレーニングに１番効果的な周波数と言われています。
よって２０Hzだけが筋肉を鍛えてくれる周波数！
他メーカーでは扱いが難しい２０HzをSIXPADは実現させました！！

3
その

筋トレ ═ 代謝が上がる ═ 痩せやすい身体になる

まずは１度店頭にて体験してください！！！！

筋肉筋肉

通常 EMS

脳からの指令 電気信号脳脳

18 ハッピータイムズ



あなたは知っていましたか？ 筋トレ効果がバツグンの！！
23分のトレーニングで
腹筋が割れる
２０Hzを活用した独特の波形で
時間の経過とともに段階的に運動強度が高まっていきます。
プログラムが終了すると自動で電源が切れます。
鍛える、休ませる、鍛える２３分のオートプログラム

3点セット

→ TJ天気予報特別価格
73,872円（税込）

ウォームアップ 刺激のテンポが次第に加速し、筋肉を動かしていく。1分

コンディショニング 30秒 緩やかに筋肉を動かしていく。

コンディショニング 30秒 緩やかに筋肉を動かしていく。

1日1回23分

トレーニング1 刺激と休止を繰り返し、助走をつけるように鍛えていく。5分

トレーニング2 2つの波形を組み合わせ、効率的なトレーニングを行う。5分

トレーニング3 波形の組み合わせ時間を変化させ、運動強度を高める。5分

トレーニング4 筋肉の収縮が最大に高まり、高強度で鍛える。5分

クールダウン 刺激のテンポが次第に減速し、運動強度を弱めていく。1分

詳しくはスタッフまで

1ヶ月分のジェルシート付

通 常 価 格

期間限定：7月1日（日）～8月31日（金）まで

Abs Fit（腹筋用）

25,704円（税込）

Body Fit×2
19,224円（税込）×2

Abs Fit（腹筋用）ジェルシート
4,104円（税込）

Body Fit×2 ジェルシート
2,808円（税込）×2

気になるところに貼るだけで！！簡単トレーニング

～いつまでも健康でいるために～

が人気な理由を・・・

読書や家事をしながら、出張先や旅行先で！！
さらに通勤などの移動中でも使用可能。
服の上から目立たないので、いつでもどこでもさっと貼るだけでトレーニングが行えます！

1
その

EMSとは
通常、筋肉は脳から信号が送られることにより動きます。
EMS（Electrical Muscle Stimulation）は、
電気刺激によって筋肉へ直接信号を送り、運動させるテクノロジーです。

2
その

20Hzの周波数を活用！！
２０Hzは、トレーニングに１番効果的な周波数と言われています。
よって２０Hzだけが筋肉を鍛えてくれる周波数！
他メーカーでは扱いが難しい２０HzをSIXPADは実現させました！！

3
その

筋トレ ═ 代謝が上がる ═ 痩せやすい身体になる

まずは１度店頭にて体験してください！！！！

筋肉筋肉

通常 EMS

脳からの指令 電気信号脳脳

19ハッピータイムズ



三つ編みといえばやっぱり

ツインテールとの組み合わせが王道。

“おさげ”っぽくならないように、

顔周りにおくれ毛を出したり、

編んだ部分を少しずつ引き出して

ふわふわにしてみるのがこなれ術！

ルーズなツイン三つ編みで

大人かわいいアレンジ

網目の大きな編み込みが、

ダウンスタイルをより上品に仕上げてくれます。

毛先を巻き込めばパーティースタイルにもできるアレンジ

おくれ毛の出し方と崩し方次第で、かわいさが大幅にアップ！

一味違った可愛らしい印象の

ショートボブアレンジ

女子力満点ゆるくフワフワなヘアアレンジに

小さな花をちりばめた可愛くてロマンチックなヘアスタイル。

浴衣もヘアスタイルも華やかにきめて。

ナチュラルで大人っぽい

あみおろしアレンジ

華やかで涼し気で夏の暑さを和らげてくれる浴衣とヘアスタイル。

いつもと違う、可愛いキレイなあなたを彩るヘアスタイルを紹介

ヘアアレンジ+浴衣着付で5,800円(税込)
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TJ初！エステでも整形でもない「フェイスレッスン」だから出来る

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。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～
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～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。
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0120-966-008
0568-33-6988

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。

0120-982-920
0568-76-3488

〒486-0807
春日井市大手町甲斐作1225

〒485-0046
愛知県小牧市堀の内2-66

従来のエステとは違い、B-by-C認定ライフメンター（トレーナー）による“正しい習慣”のためのマンツーマンレッスン形式のプログラムです。

担当ライフメンターによるお顔（肌・筋肉など）チェック・ベストフェイスカウンセリング 担当ライフメンターによるお顔（肌・筋肉など）チェック・ベストフェイスカウンセリング 

FACE
LESSON 

現在のお悩みの原因を探り、対策プランをご提案
「お顔の深部ケア理論」が基礎から学べます 

クレンジング・リンパケア・ケアパッククレンジング・リンパケア・ケアパック

FACE
LESSON 

汚れ、腐脂、不要な角質をクリーニング
専門機器とプロの手技でケアをし、お悩みに合ったパック 

お顔を鍛える！マッスルワーク（表情筋エクササイズ）・ スキンワークレッスン お顔を鍛える！マッスルワーク（表情筋エクササイズ）・ スキンワークレッスン 

FACE
LESSON 

筋肉の正しい動かし方・部位・コツを学びながら
表情筋を鍛えるマンツーマントレーニング 

パーソナルフィードバック・ご自宅でトレーニング内容を復習＆実行 パーソナルフィードバック・ご自宅でトレーニング内容を復習＆実行 

FACE
LESSON 

貴方だけのベストプログラムをフィードバック
ご自宅でもレッスン復習・実行してみましょう 

 

春日井店 in CoCoa小牧店 in CoCoa

初めてのお客様限定

エステでも整形でもない「フェイスレッスン」だから出来ること。

□
□
□
□
□

 1つでも出来なければ

「フェイスレッスン」へ

頭皮を掴んで前後に動かせますか？
眉毛だけを上下に動かせますか？
白目が出来ますか？
頬や口を動かさずにウインク出来ますか？
口角をあげて口をUの字の形に出来ますか？

筋膜ストレッチ 頭顔筋リフトTJ初
NEW

お顔の筋肉チェック！そのお悩み、筋肉が原因かも？！

1 1科学的カウンセリング

2

3

4

2 プロによる本格施術

3 顔の筋トレレッスン

￥3,900 （
税
込
）

B-by-Cとは…？一般的な化粧品やエステ、美容整形では改善しにくい“表情”。
フェイスレッスンを通じて、お肌はもちろん、お顔のつくり（形状プロモーション）や表情まで、

どんな角度でも美しくしなやかで、弾力のある表情豊かなお顔に導きます。

4 お手入れレッスン

B-by-C

22 ハッピータイムズ



23ハッピータイムズ



編 集 部 よ り
編集部からのお知らせ！

ブチョー
ワールドカップ、
どこが優勝す
るか？

レーコー
真夏に韓国行
きます。

ゴトー
シックスパッド
＋私
＝C.ロナウド

Yu-ki

一日、一名言。

ピロセ
これを機会に
ダイエットし
よ…。

編集部喫茶キクリンのつぶやき
はる
ライブ2days
で体力の衰え
を感じた。

ナツキ
やっぱり夏は
BBQ。

■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

８月13日（月）～16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。

皆様にご協力いただいております、『ペットボトルキャップ』の表彰状、
【功労賞】を頂きました。大変感謝しております。
現在も回収させて頂いておりますので、引き続きご協力お願い致します。

お会計を で。オトクにお買物♪
スマホアプリで簡単・便利にお支払いできるようになります。

クレジットカードを登録するだけで
TJ 天気予報も、お得な割引ができるので
ぜひダウンロードをして下さい！

※レジの混雑を避ける為、事前のダウンロードと登録をお願いします。
登録は
こちらから

表紙担当

コンセプトはロマンティックフラワーガール。女の子の柔らかさを
表現したかったので髪と服はふわふわとしたイメージで。ところ
どころにお花をプラスし可愛らしく、女の子らしさを前面に出せ
るよう仕上げました。メイクはツヤのある質感に仕上げ、モデル
さんに合うカラーとヘアスタイルで最大限のものを作りました。

HAIR MAKE
松門　里咲（末広店）
COLORLIST
北川　彩子（江南店）
MODEL
みゅう さん

● • ●　アプリで、お支払いできるようになります　● • ●

● • ●　ペットボトルキャップ表彰　● • ●

● • ● • ● お知らせ ● • ● • ●
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