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皆様、あけましておめでとうございます。
ＴＪ天気予報の原始人こと中野裕央です。
2019年、いよいよ始まりました。昨年は多くのお客様にご来店頂き、素晴らしい出会いに心から感謝して
おります。今年もまず、ハッピータイムズのご紹介をさせていただきます。
このハッピータイムズでは、美容情報、キャンペーン情報、トレンドヘアスタイルなどのHAPPYな内容を
お贈りさせていただいております。
2019年も皆様にとって有益で面白い内容をたっぷりお伝えしますので、よろしくお願いします。
それではVOL.101スタートです!! 中 野 裕 央

　たとえば、『今年は旅行に行きたい』そんなことを思う
としましょう。
　でも、それはどこに行きたいのか、誰と行くのか、何泊
なのか、などなにも決まっていない漠然としたものです。

　それを前から行きたかった『アメリカに行きたい』にす
ると、アメリカなら何泊必要で、あの人と行ったら楽しそ
うだから誘ってみよう、みたいな形で、自然と中身が具体
的になってきますよね。
　そうすることで、実現する可能性がとても大きくなりま
す。

　ですが、世界一働いていると言ってもおかしくないこの
日本で、常に考えていることは難しく、もしかすると、１
年を過ごしていく間に【忘れてしまう】こともあるかもし
れません。

　そこで、オススメなのが、見えるところに書き出すとい
うことですよね !!

　受験生が【志望大学合格】みたいなものをデスクの目の
前に貼ったり、手帖の 1 ページ目に書き込むようなもの
です。
　毎日目にすることで、【ゴール】を
忘れないし、ゴールへの道を意識でき
ます。

　そうすると、向かう道もたくさん
見えるようになるんです！

　このように、【ゴールを決める】ことが１年間の自分を
決めると言っても、過言ではありません。
　みなさんも今年のやりたいこと、達成したいことを明確
にして、【ゴールを決める】。これを実践してみてください！

　そして、私たち美容師もお客様と向き合い、この１年で
どんなヘアスタイルにしたいのか？ どんな髪質、状態に
したいのか？ とゴール設定をして、キレイのお手伝いを
させていただきたいと考えています。

　いつもの同じスタイルの方もイメージチェンジされる方
も、改めて、しっかりとゴールを共有して、ご満足いただ
けるスタイルに仕上げていきたいと思います。

皆様にとって、
2019 年が素晴らしい年でありますように…。
そして、
みなさんの願いが叶う１年になりますように…。

新たな年になり、昨年起きた出来事になんとなく区切
りがつき、『今年は、こんなことをしよう、あんなこ

とをしよう』と考えている方も多いんじゃないでしょう
か？？

　そこで、【１年間でやりたいことを明確にする】
ことのメリットをご紹介しようと思います。

 脳科学と心理学から見るメリット
　人は意識したものがたくさん目に留まるようになるとい
う脳の働きがあります。

　たとえば、欲しいモノができたとしましょう。
　そうすると不思議なことに、雑誌やテレビ、SNS など
で多く目にしたり、発見したりするようになります。

　他にも、同じ感覚を利用した【だまし絵】などもありま
すよね。逆さにするとこうなるや遠くから見ると違う絵に
見えるとか、錯覚を利用したものですが、１度認識したも
のはそのように見えるといった具合です。

　そうなれば、自然と意識できるようになり、忘れること
がなくなりますよね！

　もう１つ、心理学の面では、あなたはワイワイガヤガヤ
したパーティーにいるとして、たくさんの招待された方た
ちがいるとしましよう。その中に、あなたが好意を寄せる
人もいるとします。それでも、あなたはすぐにその人を見
つけることができるはず。さらには、その騒々しい場所で
も、相手の声を聞き取ることもできます。そんなバカなと
思う方もいるかもしれませんが、本当の話です。

　では、それがどう関係するのかと言うと、やりたいこと
に対して、感度が高くなり、色んなチャンスや好機を見逃
さないようになり、【ヒラメキ】や【アイデア】が沸いて
くるようになります。

　ところで、【明確にする】と言うと、なんか窮屈で嫌だ
なぁっと思う方もいるかもしれませんね。
　でも、何も窮屈に感じることなく、言い方を変えると【ゴ
ールを決める】ってことなんですよね。

１年間でやりたいことを明確にする

モジャオの格言

今年は旅行に
行きたい
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年始おみくじ
2019年
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試食したスタッフ全員が
コレ欲しいと
言いました！
やさしさがいっぱい詰まった

【生ハチミツ】に出会いました

美容室がなぜ【生ハチミツ】？？
その秘密は、本当の美味しさとこだわり製法 !!
いいモノだから、お客様にお伝えしたい・・・

ミネラルウォーターの西日本最大の産地 鳥取県にある工房で
たくさんの女性が【ていねいに。】を合言葉に毎日手づくりし、お客様の手に渡る【たった１つ】に全力を注いでいます。

ていねいに。ひとつずつ07

厳選しＴＪ天気予報がお勧めする【生ハチミツ】

カラダにうれしい！
オリジナル配合のハチミツと
ナッツの栄養素。

c

毎日の美容と健康、そして便秘解消に！Honey Nuts ¥1,800( 税込 )

ナッツの蜂蜜漬け 200g
蜂蜜 / カシューナッツ / アーモンド / くるみ / マカダミアナッツ

内 容 量
原材料名

人気
No.1

世界中から選りすぐった
ハンガリー産の天然【生ハチミツ】
GI 値は驚きの【28】

砂糖の代わりにお料理に！
食前にスプーンひとさじ食べて血糖値を抑えたり！Acacia ¥2,100( 税込 )

アカシアハニー 200g
蜂蜜

内 容 量
原材料名

甘さが蜂蜜だけ。
砂糖・乳製品を使わない
奇跡のチョコペースト

薫り高いオランダ産最高級ココアパウダーがベストマッチ
いつものスイーツがワンランク上に！Honey Chocolat ¥2,100( 税込 )

ハニーショコラ 200g
蜂蜜 / ココアパウダー / 塩

内 容 量
原材料名

最高品質を求め世界中から探した
ハンガリー産の【アカシア生ハニー】
日本で2.7％しか流通していない稀少な生ハチミツで
毎日食べても飽きない美味しさ。

生ハチミツ01
2011年の創業以来、完全無添加にこだわり
砂糖フリー・乳製品フリーと厳しい自社基準を設け
安心・安全にこだわっています。

完全無添加02

スーパーフードとして人気のナッツと生ハチミツが一緒に！
上品なハチミツの甘さとナッツの歯ごたえがクセになり
一度食べると止まらない美味しさです。

FOODEX JAPAN
美食女子グランプリにて金賞05

朝食のヨーグルトやトーストに添えたり
ワイン・お酒のおつまみやチーズに載せて食べたりと
使い道は色々です。

健康に！ダイエットに！06

ハチミツは65度以上の熱処理をしてしまうと
ミネラル・酵素・乳酸菌などの栄養成分が失われてしまいます。
加熱処理・フィルターを一切使用せず
こだわりの製法で採取しているので美容・健康に効果的です。

非加熱03
低GI食品を選択し血糖値を急上昇させないことが
話題になっています。
バナナ・・・55
豆腐・・・42　
アカシアハニー・・・28
豆腐より低いGI値なのでダイエットも期待できます。

GI値なんと【28】04

主な栄養成分
ビタミンE
ポリフェノール

主な栄養成分
オレイン酸
バルミトオレイン酸

主な栄養成分
オメガ3系脂肪酸
ビタミンE

主な栄養成分
ビタミンB1
亜鉛  マグネシウム
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しかし、このシャンプーを使い
これは凄い！と思わず
つぶやいてしまいました・・・

多くのメーカー様がシャンプーを紹介されますが９９％採用されることはありません。
その理由は自社ブランド【ＴＪプレミアム】こだわりのシャンプー・トリートメント
があり、私達を納得させるモノがなかったのです。

天然・非加熱の
生ハチミツを20％配合
贅沢な潤いを実現。

01 ８０％以上の植物成分由来
190種類の天然成分。

02

高知県室戸の海、海洋深層水は
80種類以上の
ミネラルを含んだ奇跡の水。

03 生ハチミツが持つ酵素の力で
クセ毛の原因に改善し
扱いやすい髪に変化。

04

香りのコンセプト【ヨーロッパの庭園に咲き誇る花々に群がるミツバチ】
お風呂場が幸せな香りに包まれます。

07

弱酸性の洗浄成分
赤ちゃん・敏感肌の方も
全身使える。

05 ハチミツの抗菌力で頭皮環境を整え
お肌の炎症を抑え美容師の
手荒れが改善。

06

自分史上最高の保湿・補修
ずっと探し求めていた理想の髪を手に入れる

MY HONEY REMEDY
ハニーケアシャンプー

250ml

¥4,104（税込）

MY HONEY REMEDY
ハニーケアトリートメント

190g

¥4,104（税込）

新発売記念企画
ハニーケアシャンプー＆ハニーケアトリートメントをセットで
購入された方限定でナッツの蜂蜜漬け (¥1,800 税込 )
１つプレゼント！！

Honey Nuts ナッツの蜂蜜漬け
200g
蜂蜜 /カシューナッツ /アーモンド /くるみ /マカデミアナッツ

内 容 量
原材料名

期間限定 : 1月5日(土)～2月28日(木)

MY HONEY REMEDYの効果的なシャンプー方法

【2分間の生ハチミツ泡パック】
シャンプーで泡のついた状態で 2分間、
トリートメントで 2分間放置すると
生ハチミツの浸透力の高さで酵素・ミネラルなどの
豊富な栄養素が髪・頭皮に浸透し
【頭皮の血行促進】　【紫外線をブロック】
【栄養補給】　【毛穴汚れを洗浄】
など多くの効果が得られますので実践して下さい。

美容のプロが
コレは凄い！納得した
お勧めシャンプー・
トリートメント

～上質なまとまりの答えは、【生ハチミツ】にありました～

ＨＯＮＥＹ ＲＥＭＥＤＹ シャンプーの秘密

セット購入で
プレゼント！

※写真はイメージです。

@cosmeで
6点を獲得
★★★★★★

@cosmeで
6点を獲得
★★★★★★
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編 集 部 よ り

表紙担当

ヘアスタイル・メイクは、モデルさんに合わせ、ジャケッ
トの肩を開け、着物のえりぬきをイメージし、洋服の上
に着物の帯を巻いてロック和装を表現。

COLOR
中野　裕央（津島店）
MAKE
大田　瑞稀（知立店）
HAIR
近藤　正充（豊明店）
MODEL
マチルダさん

ヘッドスパ 20%OFF

パーマ 20%OFF

炭酸泉 50%OFF

美容器具10,000円以上が 10%OFF

デジタルパーマ 9,800円

AREA STYLIST OF THE YEAR【中部】

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（木）までご利用いただけます。

美容業界のアカデミー賞に 近藤 正充 がノミネートされました！

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～１月12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。

年始休業と成人式営業のお知らせ

ブチョー
富山県にも
ＴＪができま
す。

レーコー
厄年終わりま
した!!

ゴトー
熊本県にＴＪ
ができます。

Yu-ki
絵文字卒業し
ます!!

ピロセ
デビューしま
した♪

編集部喫茶キクリンのつぶやき
はる
いちご狩りの
季節になりま
した。

ナツキ
今年はどこへ
旅行に行こう
かな？

■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。
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サイコロ 　　　　　のゾロ目３つで 技術5,000円分

豊明店 近藤 正充

2018年度 ファイナリスト ノミネート

デジタルパーマ・
ストレート以外

１月５日（土）より、極上のお歳暮チケットがご利用いただけます。
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