


モジャオの格言

中 野 裕 央

び、苦手な分野を避けて行くといいと思います。

③ゲーム感覚で行う。
　不謹慎かもしれませんが、真剣にやり過ぎるよりも、
少し肩の力を抜いて、取り組む方がいい結果が出やすい
と思います。
　分かりやすく言うと、ご褒美を設定したり、同期や同
僚と競いあうなど、達成したら何か嬉しくなるようなこ
とがいいかもしれませんね。　

④役に立つという意識。
　今やっていることが、ただやっているだけでなく、将
来の自分のためや家族のためになると思ったり、職場の
人や取引先やもっと先のお客様のためになってると思
い、誰かの役に立っていると感じられると、仕事という
ものに対して、『自分自身に存在価値』を持たせて
あげられると思います。

　どうでしょうか？
　ここで紹介したことは、全て明日からやれることだと
思います。『気持ち』１つで仕事に対する自分を変え
られる。
　やれと言われたことに、少しだけ工夫する。
　簡単そうで難しいかもしれないですが、こうしてみた
い、こうしてみたらどうだろう？ なんて考えて、成功
したとしたら、もっとやりたくなる、やってみたくなる。
　仕事が楽しいってそれの繰り返しだと思います。
　これから働き始める人も、いま働いている人も、『仕
事が嫌』だと思っている、思いそうになる時に、ふと考
えてみてほしいです。

　僕は美容師になり、１度も『やめたい』と思ったこと
はありませんし、『辛い』と思ったことはないです（笑）
　なぜなら、自分の手でお客様をキレイにすることがで
きるから。時間を使って練習した分だけ、お客様に喜ん
でもらえるから。
　そして、なにより『美容師』が好きだから。

　最後に、皆さんに訪れる春が、飛躍の春となり
ますように、そして、心豊かに過ごせる春となり
ますように。

春は、卒業 & 進学、就職や部署の異動などが多くあ
り、出会いや別れの季節とも言えますね。　そし

て、初心を思い出したり、新しいことにチャレンジした
りと気持ちが強く動く時と言えます。
　そこで、今回は『仕事』というものにフォーカスして、
お話ししたいと思います。

　人は『仕事』というものに、人生の大半をつぎ込んで
います。働き者と言われる日本人は『仕事が全て』と言っ
ても、過言ではないと言えます。
　では、みなさんは『仕事は好きですか？』と聞かれた
ら、なんと答えるでしょうか？
　好きと答えられる人はどのくらいいるんでしょうか？
これは、少し意地悪な質問だったかもしれません…。
　ですが、人生の大半をつぎ込むものが『嫌なもの』だっ
たとしたら、苦しいですよね。
　そこで、今回は『仕事を楽しくする方法』をい
くつかご紹介したいと思います。
　前提として、『好きになる』のに前からも後からも関
係ない、ってことを頭の隅においといてください。

①やらなければいけないことではなく、やり
たいことをやる。

　人はやらなければいけないという『義務感』を抱く
と、やる気がなくなる生き物です。やらされてるではな
く、自分が選択してやっているんだという気持ちを強く
持つようにしましょう。

②苦手なことはなるべく避ける。
　『適材適所』という言葉をご存じだと思いますが、
何事にも向き不向きがあると思っています。それは、仕
事に関しても同じです。仮に小さなチームがあるとして、
その中で仕事を振り分けていきます。きっとめんどくさ
い仕事とそうでない仕事があるんだと思いますが、その
めんどくさい仕事が適材適所でない場合、労力の無駄遣
いとなり、チームとしての効率も悪くなります。嫌な仕
事から逃げるのではなく、得意分野で勝負する。そして、
それを提案する。なにもやらないのではなく、自分で選

こんにちは !! TJ 天気予報のメキシカンこと中野裕央です。

早いもので、2019 年も２ヶ月が経ち、春を感じる季節となってきました。

春という季節は、色んな想いに心揺らめく時期となりますが、常にポジティブに突き進んで

いきたいですね！

それでは、ハッピータイムズ VOL.102 のスタートです♪

仕事を楽しくする方法
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29番目の仲間
 熊本店がOPENしました。

豊田店 店長としてたくさんお客様に支えられ、7年間本当にお世

話になりました。この度は、TJ天気予報 熊本店をOPENさせて

いただく運びとなり、TJ天気予報の良さを、九州の方々にも少しでも

お届けできますよう、誠意と情熱を持ち、心あるサービスを提供

させていただきます。

店長あいさつ

2/15（金）
AM9:30～

GRAND OPEN

〒869-1108    熊本県菊池郡菊陽町光の森6-6-3

■営業受付時間

■定休日/月曜日　※月曜祝日の場合もお休みさせていただきます。
■予約優先制　混雑時はお待ちいただく場合がございます。

平日（火～金）
土・日・祝日

縮毛矯正
（カット込）

～PM4:30
～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）

AM9:30～PM6:10
AM9:00～PM6:10

カット

096-237-7188
0120-946-238

久保 大介
（トップア－ティスト）

春野 沙知
（トップスタイリスト）

服部 仁美
（アイリスト）

Staff
－スタッフ紹介－

弓削跨線橋際
菊陽

バイパ
ス

豊後
街道

豊後
街道

石坂

ゆめタウン
光の森
ゆめタウン
光の森

ベスト電器ベスト電器

TSUTAYATSUTAYA
FamilyMartFamilyMart

セブンイレブンセブンイレブン

豊肥本線
豊肥本線

白鈴公民館白鈴公民館

ローソンローソン

ひかりのもり公園ひかりのもり公園

森のくまさん
ボンガトー
森のくまさん
ボンガトー

マックス
バリュ
マックス
バリュ

スシロースシロー

Soft
Bank
Soft
Bank

スターバックス
コーヒー
スターバックス
コーヒー

マクドナルドマクドナルド

316

311

138

57

熊本店
TJ天気予報

a c c e s s
m a p

光の森駅光の森駅

TJ天気予報 熊本店

九州出身のスタッフが地元でお店をOPENしたい。
そんな夢を叶える為、TJ天気予報が九州に初出店！！

九州の皆さんにTJ天気予報が
特別な美容室になれるようにがんばります。

3人力を合わせて、
ここからがんばっていきます!!

熊本店は、TJ天気予報ならではの校舎風ではなく、
窓が大きく、店内も明るくなっています。

完全個室で安心して
ご利用して頂けます。

お客様に合わせたアイテムを
取りそろえてあります。

受付・カウンター

待合スペース

アイラッシュルーム

セット面
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2019 Limited Edition
エルジューダ サントリートメント

各 3,024円(税込)

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。
ダメージケア＋紫外線カットがこれからの習慣！

1 本 1 0％OFF
2本20％OFF
※一部除外品あり。

対象
商品 3/1（金）～4/30（火）まで

2ヶ月 限 定

New

TJプレミアムミルク＆ミスト オーガニック

各 2,160円(税込)

どちらも、髪への浸透、使い易さを重視しました。
ウェットでも、ドライでも髪に馴染み、
「髪につける香水」としてお使いください。

洗い流さないトリートメントとは…
毎日を忙しく過ごす現代の女性にとって、ヘアケアにかける時間を捻出するのは容易なことではありません。
「簡単に美しい髪が手に入る方法はないの？」そう思っている人にお伝えしたいのが、時短で綺麗な髪がかなう、「洗い流さないトリートメント」のお話
です。お風呂を出た後だけじゃなく、朝のスタイリング時や乾燥が気になる日中など、いつでも、どこでも美髪に近づけるから忙しい女性にもピッタリ
なアイテムです。

New

4月より数量限定発売

エマルジョン 120gセラム 120ml

MIST 200mlMILK 100ml

アウトバス特集

天気予報オリジナルブランド商品

香りが新し
く

なりました

オイルなのにベタつかない
サラサラの手触りに感動

100ml 4,644円（税込）

モロッカンオイル

海外セレブの間で爆発的に人気になり世
界中に広まったモロッカンオイル。根強い人
気の秘密は、オイルなのにベタつかない手
触りと、どんな髪質にも対応できる万能さ！
一度使ってリピートする方が多く、この商品
の良さを物語っています。バニラの香りも
GOODでブローする時間が楽しくなります。

100ml 2,376円（税込）

クセ毛対策！ボリューム対策！
乾かす前につけて広がりを抑える

デザインフリーf in（SS）

クセ・ボリュームで髪が広がりやすい方がブ
ロー前に使用するとまとまりが全然違うと口
コミで広がり、５年間トップ１０位以内に常に
ランキングを続けるロングセラー商品。クセ
毛の方・髪が広がりやすい方にお勧めした
い名品です。

100ml 2,160円（税込）

つけて乾かすだけでクセがおさまる

TJプレミアムミルク

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。
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♪

天気予報オリジナルブランド商品リピート率No.1 ベース剤 クセ毛の方におすすめ

200ml 2,160円（税込）

寝グセ直しアイロン前の熱保護に！

TJプレミアムミスト

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。
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◎

天気予報オリジナルブランド商品
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くどいようですが・・・
「生ハチミツ」はやってます

今日もどこかで「ミツバチ」が働いています。おいしいだけで売ってません。
美容にいいので、TJ 天気予報でも販売します。

上質なまとまりの答えは
【生ハチミツ】にありました

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・・・

Honey Nuts

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。

ナッツの蜂蜜漬け
¥1,800( 税込 )

Acacia

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】

アカシアハニー

¥2,100( 税込 )

Honey Chocolat

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

ハニーショコラ
¥2,100( 税込 )

本当に
No.1

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

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非加熱03
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。

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

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！0605
FOODEX JAPAN
美食女子グランプリにて金賞

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。

MY HONEY REMEDY
ハニーケアシャンプー
250ml

詰替用 1,000ml ￥12,744（税込） 詰替用 1,000g ￥12,744（税込）

¥4,104（税込）

MY HONEY REMEDY
ハニーケアトリートメント

190g ¥4,104（税込）

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

@cosmeで
6点を獲得
★★★★★★

@cosmeで
6点を獲得
★★★★★★

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。 ※写真はイメージです。

ＨＯＮＥＹ ＲＥＭＥＤＹ シャンプーの秘密

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

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

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 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

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 200g

蜂蜜
内 容 量
原材料名

200g
蜂蜜 / ココアパウダー / 塩

内 容 量
原材料名
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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

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

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 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

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 200g

蜂蜜
内 容 量
原材料名

200g
蜂蜜 / ココアパウダー / 塩

内 容 量
原材料名
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TJマルシェ豊明
4月29日(祝・月)10:00~16:00
場所：豊明市文化会館 〒470-1121　豊明市西川町広原28-1

※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！

大人も子供も楽しい！！

アレンジ体験
私たちが実際に使っている

ハサミとウィッグでカットします！

美容師の◯秘テクニックを公開!
これでアナタもオシャレの達人に！

カット体験
プロのテクニックを

伝授します！

撮影
アレンジ体験

かわいくアレンジして

撮影ブースでモデルに

なりきって!

毎年大人気の「美容師職業体験」
「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！！

占い（手相）

フリーマーケット

最新美容
家電体験

撮影体験
(ヘア・メイク付き)

ヨーヨー釣り

ゴールデンウィークの
思い出をいっぱい作ろう。

ワークショップも

たくさん計画中です！

ハンドメイド
アクセサリー

輪投げ

射 的

アイラッシュ体験

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！ これができれ
ばキミも

一流の美容師
だ！

キレイに

カラーするコツ
と

こだわりPOIN
Tを

伝授します！

あなたの未来が
見えますよ・・・

目元パッチリ
顔の印象がステキに！

狙った獲
物は

落とすべ
し

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

気になっているあの美容家電が
試せるチャンス！

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

美容師ファッションが
安く購入できます パーマ体験

カラー体験

好きなようにデザインして
世界に1つのマイアイテム

TJマルシェ豊明
4月29日(祝・月)10:00~16:00
場所：豊明市文化会館 〒470-1121　豊明市西川町広原28-1

※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！

大人も子供も楽しい！！

アレンジ体験
私たちが実際に使っている

ハサミとウィッグでカットします！

美容師の◯秘テクニックを公開!
これでアナタもオシャレの達人に！

カット体験
プロのテクニックを

伝授します！

撮影
アレンジ体験

かわいくアレンジして

撮影ブースでモデルに

なりきって!

毎年大人気の「美容師職業体験」
「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！！

占い（手相）

フリーマーケット

最新美容
家電体験

撮影体験
(ヘア・メイク付き)

ヨーヨー釣り

ゴールデンウィークの
思い出をいっぱい作ろう。

ワークショップも

たくさん計画中です！

ハンドメイド
アクセサリー

輪投げ

射 的

アイラッシュ体験

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！ これができれ
ばキミも

一流の美容師
だ！

キレイに

カラーするコツ
と

こだわりPOIN
Tを

伝授します！

あなたの未来が
見えますよ・・・

目元パッチリ
顔の印象がステキに！

狙った獲
物は

落とすべ
し

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

気になっているあの美容家電が
試せるチャンス！

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

美容師ファッションが
安く購入できます パーマ体験

カラー体験

好きなようにデザインして
世界に1つのマイアイテム
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卒業式・入学式を
素敵にするヘアアレンジ

大切な日は！思い出に残る素敵なヘアスタイルで

セットなどのメニューは、早朝のご予約を承っております。（早朝料金がかかります）
予約の時にお申し付け下さい。 ※営業時間より 2 時間前まで

土・日・祝平日 ( 火曜日～金曜日 ) ※税込金額※税込金額
AM7:30~
早朝料金

￥2,160

AM8:00~
早朝料金

￥1,620

AM8:30~
早朝料金

￥1,080

AM9:00~
早朝料金

￥540
営業時間

AM9:30~PM19:00

AM7:00~
早朝料金

￥2,160

AM7:30~
早朝料金

￥1,620

AM8:00~
早朝料金

￥1,080

AM8:30~
早朝料金

￥540
営業時間

AM9:00~PM19:00

早朝にご予約を希望のお客様へ

セット（アップスタイル） 　　　¥4,320（税込）

セット（ダウンスタイル） 　　　¥3,240（税込）

メ イ ク 　　　　　  　　　　　　¥3,240（税込）

着付け 袴 　　¥5,940（税込）

留袖 　　¥5,940（税込）

振袖 　　¥6,480（税込）

シャンプー・ブロー 　　　¥2,700（税込） 
ジュニアシャンプー・ブロー　　¥2,160（税込） 

（高校生以下） 

料　金

節目に！

ツキを呼び込
む

こだわりHA
IR

ね
じ
り
が
キ
レ
イ
な

ま
と
め
Ｕ
Ｐ
ス
タ
イ
ル

ね
じ
り
が
キ
レ
イ
な

ま
と
め
Ｕ
Ｐ
ス
タ
イ
ル

お
く
れ
毛
が
色
っ
ぽ
い

ゆ
る
Ｕ
Ｐ
ス
タ
イ
ル

お
く
れ
毛
が
色
っ
ぽ
い

ゆ
る
Ｕ
Ｐ
ス
タ
イ
ル

編集部からのお知らせ！

ブチョー
2019年も全力
疾走で!!

レーコー
『平成』本当
に最後です！

ゴトー
歳が悪い？
肌が悪い？

Yu-ki
This is
America！

ピロセ
花粉症にはつ
らい時季…。

編集部喫茶キクリンのつぶやき
はる

日本の南へ!!

ナツキ
太ったのか？ た
るんできたのか？ 
両方か…。アン
チエイジング!!!

■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
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