


編集長 モジコのご挨拶

中 野 裕 央

髪を切る＝心を切る?!

　髪を切るという行為のなかに、なにかしらの意味合い
を込める場合も多いですよね。
　例えば、前述であったように『失恋』したからカット
する。
　最近は少なくなった？ かもしれませんが、よくある
お話です。

　他にも、『決意の表れ』『心機一転』『チャレンジ』な
んかがありますよね。
　新しくことを始める、新しい環境に身を置く、気分を
入れ換えたい、気合いをいれたい、自分のなにかを変え
ることで、気持ちも切り替わりやすくなる。

　髪を切るということは、そういった意味でも役立って
くれるかもしれないですね !!

　実は、私も１年の締め括りには、髪に溜まった【邪気
払い】と【心を整える】意味を込めて、必ず髪を切りま
しょうとお伝えしているんです（笑）。

　これまで意識したことがなかった方も、今年の年末は
【邪気払い】や【運気アップ】を願って、カットしてみ
るのもいいんじゃないでしょうか？

　同じく、【ヘアカラーを変える】ことでも、気持ちの
切り替えはできますが、厄払いという面では身体から切
り離さないので、物足りなく感じます。

　今まで意識したことのなかった方も、これまでと違っ
たストレス発散方法として、試してみるのもいいんじゃ
ないでしょうか？？

　皆さんにとって、2018 年が素晴らしいものであった
と願っていますが、2019 年はもっともっと素晴らしい
年になりますように、年末にカットをして『厄払い』と

『気持ちの入れ換え』をしていって欲しいと思います。

　今年最後にご来店される美容室が TJ 天気予報である
ことを、心から感謝しながら、皆さんが良い年を迎えら
れるように、精一杯キレイのお手伝いをさせていただき
ますので、残り２ヶ月となりますが、どうぞよろしくお
願いします !!

皆さんもご存じの通り、髪は切っても痛くありませ
ん。と言うことは、髪には神経が通っておらず、

死んだ細胞だと言われています。
　ですが、東洋医学では『髪は血の余りでできている』
と考えられていて、れっきとした人体の一部とされてい
ます。
　そのため、おまじないなどでは、術をかける本人の髪
を使用すると効果が高くなるとされていますし、願掛け
や恋愛成就などでも、髪の毛にまつわる言い伝えなどが
多く、念を込めることも多くなっています。
　そう言ったことも含めて、自分が日頃、心のなかで抱
いている強い気持ちが『念』となって、髪にこもるとい
うこともありえるかもしれないですね！

髪を切る＝運が良くなる?!

　髪を切る行為は、『失恋』『棺に納める』など暗いイメー
ジがありますが、実は『運気を高める』行為でもあります。

　とある美容師さんは、厄払いを兼ねて、髪を切ること
をおすすめする人もいます。
　実際に、スピリチュアルや占いの本には、『美容室に
行く』ということが数多く出てきます。
　古い自分と髪を同じものに見立て、新しい自分や気持
ちになるためにカットする。そうなれば、悪いものがな
くなり、全体的な運気アップに繋がっていくんでしょう
ね。

　そして、余談ですが、髪にまつわる運気アップの方法
を１つご紹介します。
　それは、【髪をきれいに保つ】です。　髪がキレイな
人は印象も良く、思わず『キレイな髪ですね』と声をか
けたくなりませんか？ 人からもらえるプラスの言葉は、
必ず自分をプラスに運んでくれます。【キレイに保つ】は、
難しいと思われますが簡単なことでいいんです♪　髪を
ちゃんと乾かす、寝グセを直す、毎日トリートメントを
する、などなど。　鏡で見た時に気分も上がりますし、
人から声をかけられることで、環境すら良くなったと感
じることもあるかもしれませんね！

こんにちは !! 『TJ 天気予報のインディアン』こと中野裕央です。

早いもので、今年も残り２ヶ月となりましたね。

2018 年は、いろんなことがあった年でした。楽しい話題、そうでない話題もたくさんありましたが、『終

わり良ければ全て良し』という言葉もあるように、楽しい気持ちで今年を締め括っていけるといいですね！

それでは、記念すべきハッピータイムズ VOL.100 スタートです♪

髪には『念』がこもる？！

私らしさの方程式
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カラー後、2つの薬剤を塗布し
【残留物質】をカットすることでダメージを７０％ＯＦＦします

10年後お客様の頭皮・髪を守るＴＪ天気予報オリジナルシステムＲezo導入！！10年後お客様の頭皮・髪を守るＴＪ天気予報オリジナルシステムＲezo導入！！
～ カラーをされたお客様すべての方に施術させてもらいます ～

無料！ ＊一部のカラーメニュー対象外Ｒezo施術工程
*国際特許取得済み

Ｒezoの４つの効果

【Ｔ２】を塗布
アンモニア・ジアミンを除去

有機イオン化ミネラルが
髪・頭皮から【残留物質】
を分解除去します。

【Ｔ３】を塗布
過酸化水素・活性酸素を除去

天然由来カタラーゼ酵素を
加えることで【残留物質】が
酸素と水に変わり泡になり
ます。

いつもカラーをすると
頭皮がかゆい・・・
そんな方も多くいます
Rezoすることでかゆみが
大幅に軽減されます。

頭皮のかゆみが
減少

Rezoの効果を一番感じる瞬間！
カラー後いつも感じる
あの臭いがしません。

カラー後のイヤな臭いを
９０％カット1 .

1 . 2 .

髪に残った【残留物質】を
７０％カット！
トリートメントと組み合わせる
ことで更に綺麗な髪に。

髪のダメージが
減少3.

2.

いつもより色持ちが
良いことを実感！
素敵な髪色が長く続きます。

カラーの色持ち
UP4.

カラーの繰り返しによる【残留物質】が蓄積しないことにより
10年後のお客様の頭皮・髪を守り

いつも、いつまでもオシャレを楽しむことが出来ます。

最大の効果！！
レゾ

カラーデザインを長く楽しんで 頂く為にTJ天気予報のこだわりカラーデザインを長く楽しんで 頂く為にTJ天気予報のこだわり

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

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～

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

技術でお客様の頭皮を守ります
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TJ 天 気 予 報 はきれいな 頭 皮と髪 を守ります。
（すべて次回予約が必要です。スタッフにお問い合わせ下さい。）

美 容 室 へ 行ってから「 3 週 間 」いろいろと気 になりはじめる、そんなお 客 様 へ

メンテナンスメニュー
はじまります！！3週間

最近、頭皮のコリやエイジングが気になるし、

ヘッドスパってお家ではできないし

美容室に行ってから次に行くまでの間は

どうすればいいんだろう…。

そんな事を思ったことがある方へ。

4週間リタッチカラー　￥3,220～（税込）

最高品質のカラーを短時間でお値打ちに

￥2,980～（税込）3週間リタッチカラー （シャンプー・ブロー込み）

※約１時間で終了します!

今までも4週間での

根元カラーを利用していたけど、

やっぱりもう少し早く染めたい!

でも、頭皮のダメージも気になるし…。

美容室から帰る時は

トリートメントでサラサラだけど、

少しずつ手触りが悪くなってきて、

ブローがしにくくなってる。

また美容室に行くのは、1ヶ月半後だし…。

Ｒezo施術工程
*国際特許取得済み

【Ｔ２】を塗布
アンモニア・ジアミンを除去

有機イオン化ミネラルが
髪・頭皮から【残留物質】
を分解除去します。

【Ｔ３】を塗布
過酸化水素・活性酸素を除去

天然由来カタラーゼ酵素を
加えることで【残留物質】が
酸素と水に変わり泡になり
ます。

1 . 2 .

トリートメントカラー

ヘッドスパ

（税込）（税込）￥3,240　　　　\2,592（シャンプー・ブロー込み）

¥3,240以上のトリートメントメニューが 

20%OFFに
トリートメント

（税込）（税込）￥3,240　　　　\2,592（シャンプー・ブロー込み）

¥3,240以上のヘッドスパメニューが 

20%OFFに
ヘッドスパ

カラー
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11月1日（木）より、ご来店頂きましたお客様【学生除く】を対象に
2019年1月5日（土）よりご利用いただけます、「TJ天気予報 極上のお歳暮」を配布いたします。

各種 枚数限定となっており、なくなり次第終了となります。

頭皮をマッサージすることで、リラックス効果が高まります。
リピーター拡大中！　施術中のうたた寝、歓迎！

今まで欲しかったけどあきらめていた・・今が買い時です。 5,000円券！これを選んで奇跡を起こしましょう！！

日々のお手入れを短時間で終わらせたいあなたに！

炭酸効果で血行促進、頭皮も身体もポカポカ！
プラス5分の炭酸マジック。

ワックスをつけてもすぐペタンとなる方オススメ。

極上のお歳暮
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11/1（木）～12/30（日）まで
※一部除外品あり

期間限定

神1
TJ Premium  Mist
～洗い流さないトリートメント～

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)

ReFa
COLLAGEN ENRICH
480ml 9,504円(税込)

神6 スタイリング剤

神7 N. スタイリング  シリーズ 神8 パーマスタイル専用スタイリング剤

神3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
天気予報オリジナルブランド商品

神5 世界一のコラーゲンドリンク

神2
TJ Premium  Milk
～洗い流さないトリートメント～

TJ Premium  Shampoo TJ Premium  Treatment神4 天気予報オリジナルブランド商品

345ml 2,592円(税込)

TJプレミアムシャンプー
280g 2,592円(税込)

TJプレミアムトリートメント

120ml 2,592円(税込)

トリエ エマルジョン10

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。

セット力があるのに驚く
ほど軽い！
ハードな立ち上がりも長
時間キープ

45g 2,160円(税込)

N.ナチュラルバーム
100ml 2,376円(税込)

デザインフリーfin（BC）

天然由来原料のみで作られており、
手のひらでよくのばしてオイル状に
してからスタイリングとして使用。手
に余ったバームは、保湿のハンドク
リームとしても使えます。

不動の人気！
パーマスタイル専用
スタイリング剤

神9 洗い流さないトリートメント

リピーター続出！
日焼け止め、洗い流さないトリートメ
ント。夜つけて翌日の紫外線をカット！

神10 スタイリング剤

300g　2,160円(税込)

ロレッタ ハードゼリー

ベタつかない
ウォーターベースゼリータイプ。
輝きのツヤとハードなセット力。

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、キープすることで
まとまりの良い髪にします。

シャンプー剤で一番大切
な成分
〔界面活性剤〕
その主成分をコラーゲン
ベースにする事で、髪・頭
皮を傷めることなく感動
的な手触りに導きます。

保湿力の高いシアバター
を配合することでダメージ
を感じさせないワンランク
上の上質なサラサラ髪へ
導きます。

～2018年 売上ランキング神10!!     「売れてるワケ」を紹介します！ ～
「ワケ」あって売れてます！   「ワケ」あって人気です！

30％OFF商品
最大

1 本 1 0％OFF
2本20％OFF

対象
商品

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)

エマルジョン120g

業界最高濃度160,000mg
世界のコラーゲンドリンク

セラム120ml

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
朝つけて夜までヘアス
タイルをキープしてく
れるからすぐれもの！
香りが「ホワイトフロー
ラル」のリッチで上品
なので香水をつけてる
みたい♪

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
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160,000mg!

売れてるワケ
天然由来100％で34°Cで
溶けるシアバターの軽
やかで自然なセット力。

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。

売れてるワケ
たっぷりな大容量で
スタイリングしやす
い容器が人気です。
ハードスタイルには
特に使いやすくキープ力
抜群 !

売れてるワケ
8種のオーガニックエ
キスで毛先までしっと
りが続く贅沢ケア。

売れてるワケ
ハードな立ち上げ、無造
作な動きなど自由自在に
髪を動かしながらスタイ
リングできるから多くの
メンズファンが愛用し、
ショートスタイルには欠
かせない1本。

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。
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実は気になってたんだよね〜

今がチャンス「美容家電」祭り!!

初めてMTG商品を買うなら！まずは「リファカラット」から。
～一本は欲しいコロコロローラー～

期間限定：11/1（木）～12/30（日）

大人気の美容家電がお買い得HAPPY
TIMES

TJ TENKIYOHOU

ANNIVERSARY

1

家にいながらヘッドスパ
～機器と思えない気持ち良さ～

感 動
美 髪 大風量

驚 き 光 沢

潤 い 艶 髪

気になる目元・口元をリフトアップ
～細かな起伏にフィットする～ TJ天気予報で限定150個

細 部 限 定

大人気

25,704円（税込）

+

ReFa CARAT

4,968円（税込）
コラーゲン 240ml

→12,528円（税込）15,660円（税込）
通 常 価 格

ReFa S CARAT (リファ エス カラット)

20%OFF

→23,155円（税込）28,944円（税込）
通 常 価 格

ReFa CARAT SALON MODEL(リファカラットサロンモデル)

20%OFF

～バイオプログラミング技術を搭載した商品～

→24,800円（税込）30,672円（税込）
通 常 価 格

セット価格

～売り切れ販売終了～

ReFa1,000万本記念アニバーサリーキット

→25,747円（税込）32,184円（税込）
通 常 価 格

ReFa GRACE HEAD SPA (リファグレイス ヘッドスパ)

20%OFF

ヘアビューザー レプロナイザー 3D plus

→36,936円（税込）41,040円（税込）
通 常 価 格 10%OFF

ヘアビューロン 26mm・32mm

→24,300円（税込）27,000円（税込）
通 常 価 格 10%OFF

ヘアビューロン ストレート

→34,020円（税込）37,800円（税込）
通 常 価 格 10%OFF

深く、つまみ流す
顔立ちから全身まで
艶やかに美しく

頭皮から、
髪・肌・表情の
美しさを呼び起こす

輝くような表情美は
細部で解き放たれる

ハッピータイムズ100号記念企画

ホリスティック キュア ドライヤー

→21,384円（税込）23,760円（税込）
通 常 価 格 10%OFF

ダメージを負った毛髪内
の水分バランスを整え、
使うたびに潤いとツヤを
取り戻し、美しい髪へと
導きます。

使えば、使うほど、
髪が潤いツヤツヤに！
髪のエステのような
大人気のドライヤー。

特殊セラミック搭載のバイオプログラ
ミング技術によって、巻けば巻くほど
にしっとりとした髪を演出します。

毎日、一定時間使えば、
クセ毛も憧れのストレートヘアに。
美しくつやのある、しっとりとした
髪質に導きます。

ホリスティック キュア カールアイロン
26mm・32mm

→14,580円（税込）16,200円（税込）
通 常 価 格 10%OFF

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

ホリスティック キュア ストレート

→11,664円（税込）12,960円（税込）
通 常 価 格 10%OFF

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

～自然の知恵と力を応用する～

20 ハッピータイムズ 21ハッピータイムズ
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まつ毛アップデートしませんか？
たった4週間で変化、驚きの効果が続々!!

・まつ毛が健康的になって長さも改善しました!!
・抜け毛が減って、1本1本の毛がしっかりしていくのが分かった。
・まつエクの持ちも良い。
・コシが出たのかビューラーがしやすくなった。
・マスカラを塗る時にハリがあり塗りやすくなった！
・根元がしっかり濃くなった。

Start 2weeks 3weeks

▶こだわりのチップ設計
まつ毛をしっかり絡めて
まつ毛をサポートする成分を
根元から毛先まで
行き渡らせることができる
凹凸のあるチップタイプ

▶持ちやすいグリップ
持ちやすく、滑りにくい、
マットな質感のグリップ

▶たっぷり使える容量6ml
朝晩2回の使用で
約2ヶ月お使いいただけます

界面活性剤 パラベン

シリコーン 鉱物油 色素 香料

フェノキシ
エタノール

エタノール

デリケートな目もとに毎日
使うものだから、 こだわりのフリー処方

Free

まつ毛を育む環境をサポートする、
2大有効成分を配合

Point

こんな声が続々!!Reviews

真・まつ毛美容液
F A I T H  G L O W  E Y E L A S H  S E R U M

エステ発・スキンケア発想のまつ毛美容液

内容量：6ml ¥4,104(税込)
フェース グロウアイラッシュ セラム

よくあるご質問Q&A

Q.「まゆ毛」にも使えますか？
A.まゆ毛ケアにもお使いいただけます。まゆ毛にご使用
いただく場合は、まつ毛用とわけていただく方が衛生的です。

Q.まつ毛エクステや、まつ毛パーマを
   していても使えますか？
A.問題ありません。まつ毛エクステには「持ちがよくなる」
というお声もいただいています。気になる場合は、
ご利用のサロンにご相談ください。

●キャピキシル
まつ毛の土台を整える効果が期待できるとして
注目を集めている天然由来の成分。
アカツメクサ花エキスなどを含みます。

●リデンシル
スイスの化粧品原料メーカー「induchem社」が
開発した、セイヨウアカマツ球果エキスなどを
含んだ成分。まつ毛を育む環境をサポートします。

新発売！
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100万円が当たる！
・各店のオススメメニューをしてクイズに挑戦
・各店のクイズに答えて応募。
・抽選で豪華商品ゲット（総額100万円） リファ クリア

（例）年齢を足して10 0歳にして下さい。

各店オリジナル100号記念クイズをお楽しみください。

22歳を探せ!!!

各店オススメメニューを
ご利用して

「100号記念クイズ」で
商品をゲットしよう

10名様 20名様

30名様 50名様

100名様 200名様

マグネティックフロー

TJプレミアム 
シャンプー&トリートメント

TJプレミアム シャンプー&トリートメント
トラベルサイズ

TJプレミアム 
ミスト or ミルク

炭酸泉

HAPPY TIMES 100 Number ANNIVERSARY

参加条件

43歳 35歳

A B C D

A B C D

特賞

肌に負担をかけず
隅々まで洗い上げる
新たな洗顔習慣 フェイスケアの概念を変える

磁力を使ったリフトアップ

1等

3等

5等

2等

4等

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)

TJプレミアムトリートメント
50g 840円(税込)

TJプレミアムシャンプー
50ml 840円(税込)

MAGNETIC FLOW
17,820円(税込)

ReFa CLEAR　
26,784円(税込)

「洗う」時間が、汚れを落とすだけでなく美し
さを磨く美容タイムに。洗うたびにクリアな
素肌に導くケアアイテム。

コラーゲンで洗う!
天然由来97%の
オリジナルブランド

8 種 類 のオーガ
ニックエキスで
毛先までしっとり
が続く贅沢ケア

新タイプ
洗い流さないトリートメント。

磁力が血液中に含まれる鉄分に作用する
ことで表情を美しくリフトUPさせます。

or&

定価 1,080円（税込）

多くのお客様に愛される
ロングセラーメニュー

HAPPY
TIMES

TJ TENKIYOHOU

ANNIVERSARY

1

HAPPY
TIMES

TJ TENKIYOHOU

ANNIVERSARY

1 合計
総額

洗 顔 器 美 容 機 器

プラス

多治見店　後 藤 優二

千秋店　広瀬 遥香 末広店　青木 夏紀 本部　松木 正博 小牧店　樋上 玲子

津島店　中野 裕 央

高校時代にiPhoneに

なりました。

高校時代インスタントカメラ

は必需品でした。

高校時代ビーバップハイスクール

が流行ってました。

高校時代に「PH S」を

持っていました。

30代半ばにさしかかり、
老眼はじまりました。

黒3歳＋白1歳＋私39歳
青春映画は「タイタニック」

後藤＋中野で
2人で78際

4人から22歳の
スタッフを見つけてください。

後藤＋中野で
2人で78歳

ヒント ヒント ヒント ヒント

応 募 用 紙

期間限定：11月1日（木）～12月30日（日）

期間限定：
11月1日（木）～12月30日（日）

用紙は各店にて
記入して下さい。
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12 月限 定

業 界 最 高 濃 度
世界一のコラーゲンドリンク160,000mg

ReFa COLLAGEN ENRICH

93％が飲み続けたいと回答。93％が飲み続けたいと回答。

TJ天気予 報
特 別 価 格

(税込 )¥22,240

通常価格
¥ 2 8 , 5 1 2

22％
OFF

( 税込 )

通常価格
¥ 9 , 5 0 4

〈共同開発〉

通常価格
¥ 1 9 , 0 0 8

¥16,156 (税込)¥8,553

2ヶ月お試し！！ 1ヶ月お試し！！

15％
OFF

10％
OFF

10％
OFF

通常価格

¥4,968 (税込 )¥4,471
2週間お試し！！

期間限定：12月1日(土)～12月30日(日)

気軽に始められる2週間ボトル登場!

※画像はイメージです

内容量/480ml （1回の目安分量 15ml）

内容量/240ml（1回の目安分量 15ml）

編 集 部 よ り

ブチョー
100回！
よく続きまし
た。

レーコー
過去最大級に
太っています
(*´Д｀)

ゴトー
あっという間に
10万キロ。ハイ
ブリッドで本当
に良かった…

Yu-ki
ハガレンを大
人買いしました
( *´艸｀)

ピロセ
コーヒーをブ
ラックで飲める
ようになりたい。

編集部喫茶キクリンのつぶやき
はる
10月はあっと
いう間…。
11月から新ス
タート！

ナツキ
野菜炒め過ぎ
て、筋肉痛に
なりました。

■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

MITSUI HAIRDRESSING AWARDS 2018

年末年始の営業時間のお知らせです。

12月24日月 お休みさせていただきます。

12月25日火
～12月30日日 通常営業とさせていただきます。

12月31日月 お休みさせていただきます。

平成31年１月１日火
～１月４日金 年始休業とさせていただきます。

１月５日土～ 通常営業とさせていただきます。

１月13日日・14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15日火 振替休業とさせていただきます。

● • ● • ●　年末年始の営業時間について　● • ● • ●

●　TJ 天気予報スタッフが入賞しました　●

砂原由弥賞　近藤　正充（豊明店）
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