


中 野 裕 央

明けましておめでとうございます!!
TJ天気予報のもじゃモアイこと中野裕央です！
新しい年を迎えて、皆さんはどんな気持ちでしょうか？？
まさかのことは日々起こりますが、喜び溢れる年にしたいですね！
それでは、今年最初のHappy Times Vol.111のスタートです♪

2020 年のドラマ【アンサング・シンデレラ】です。「病
院薬剤師」という、病院の中で縁の下の力持ち的な役割の方た
ちにスポットをあてたドラマ。これは、ほんとに泣かせてもら
いました。いろんな意味で刺激を与えてくれるんじゃないで
しょうか？

　そして、笑えるドラマならコレ！【今日から俺は】。映画
も公開されて間もないので、知ってる方も多いと思いますが、
とにかく笑えるコメディー、その中にも友情が描かれていて、
観ていて飽きない、そんなドラマになっていると思います。
　ですが、不良はちょっとという方には…【リーガル・ハ
イ】。堺雅人さんと新垣結衣さんが出演していて、弁護士とい
う職業をコミカルに描いている作品です！ この作品も笑いの
中に、人と人との関係性がうまく描かれていて、観ていて楽し
くなる作品です。

　ご紹介しようと思えば、たくさん出てきてしまいますが、皆
さんがまだ観たことのないものはあったでしょうか？？ あっ
たのなら、せひ観ていただきたいと思います♪

　話は変わりますが、なぜ、いまドラマのオススメなのかって
思いましたか？
　この１年で世界は大きく変わりました。生活スタイルもなに
もかも。その中で、いろんな事があり、いろんな事を感じ、過
ごしてきたと思います。人と会いづらくなり、外に出ることも
人目を気にしたり、誰かに気遣ったり、自由とは程遠い生活に
なったと。それによって、数多くのマイナスな感情が生まれま
した。それに、苛まれた方もいたと思うんですよね。
　ドラマはフィクションが多く、現実にはあり得ないでしょ？ 
って思うことも多々あります。でも、そこにしか感じ得ない感
情や心の動きがあるのも事実です。そうなった時に、人は感受
性が豊かになるんじゃないかと思ったんです。というよりも、
自分がそうだったんですよね。誰かに共感したり、想いやった
り、笑って、泣いて、表にいろんな感情が出るようになった。
まだ今年も大変な年が続くと思うんですが、その間の気持ちの
やり場や人と自由に会えるようになった時の相手との共感な
ど、いろんな事に役立ってくれるんじゃないかと思ったんです
よね。

　皆さんが今年１年をどんな年にしたいと思っているか、形は
どうあれ「幸せな年」だと思います。辛いことも苦しいことも、
耐えなきゃいけないこともあると思いますが、そんな時こそ１
人にならず、だれかと気持ちを共有し、感情を、気持ちをわけ
合える。そんな風でいられたらなぁって思います。
　美容室は髪を切る場所ですが、幸せな気持ちを感じてもらい、
皆さんの不安な気持ちを共感して、生活に寄り添っていける場
所だとも思います。TJ 天気予報は皆さんのそんな場所になれ
るように、豊かな気持ちでお迎えしたいと思っています。

　長くなりましたが、2021 年も髪と心をキレイにできる場所
として、TJ天気予報をよろしくお願いします !!

皆さんは、ドラマや映画などご覧になりますか？
昨年は「自粛」がテーマの１年と言っても過言ではな

いぐらいの年だったので、Hulu や Netflix などを契約して、色々
と観るようになったという方も多いんじゃないでしょうか？
　私もいつ頃からか観なくなったドラマをたくさん観るように
なり、思い返してみればドラマ漬けの１年だったと思います。
　2020 年の代表作とも言える「半沢直樹」や「恋はつづくよ
どこまでも」「私の家政婦ナギサさん」「アンサング・シンデレラ」
「MIU404」「親バカ青春白書」「姉ちゃんの恋人」「リモラブ」「危
険なヴィーナス」など、趣味嗜好で偏っていますが、楽しく観
ていました !!

　そこで、今まで観たドラマの中で、ぜひ皆さんにも観ていた
だきたいおすすめドラマを紹介していきます。

　まずは…

　人生最高のドラマ【空飛ぶ広報室】。新垣結衣さん、綾野
剛さんが主役で、過去の大きな挫折を、新たな出逢いを通じて、
お互いに支え合い、乗り越えていくという内容で、ドラマのパッ
ケージを観ても、面白そう！ とはならないですが、見てみれ
ばわかる！ という名作です。

　恋愛モノならば、コレ！【大恋愛～僕を忘れる君と】。
先日、電撃結婚をされた戸田恵梨香さんとムロツヨシさんが主
役のドラマで、運命の出逢いを果たした男女に待ち構えていた
のは、「若年性アルツハイマー」という病気。その病気を２人
はどう乗り越えていくのか？ という物語で、辛いシーンもあ
りますが、必ず観た人に、愛とは？ と考えさせてくれると思
います。

　単純にキュンキュンしたいという方にはコレ！
　記憶に新しいですが、【恋はつづくよどこまでも】。佐
藤健さんと上白石萌音さんの恋愛ドラマで、とにかくキュン
キュンすると話題になった作品。
　そして、だいぶ前の作品ですが、【5→ 9～私に恋した
お坊さん】。こちらも電撃結婚された石原さとみさんとこれ
からはますます海外でも活躍される山下智久さんの作品で、と
にかくキュンキュンする、そうとしか言えない作品となってま
す。
　医療ドラマならコレ！【コード・ブルー】は誰でもご
存じかと思いますが、出演している面々に負けない脚本がす
ごいんですよね！ この機会にもう一度観直してみるのもいい
んじゃないかと…。そして、もう１つ観たことない方はぜひ

モジャオの格言

ドラマは人生を豊かにする



ノンダメージ
髪質改善で

解決 !!
お歳暮チケットを使って

期間限定：1月5日（火）～2月28日（日）

※配布は終了しております。

髪質改善＋トリートメント＝ （税込）

こんな方におすすめ! !

12,000円

優良顧客様には別ですごくお得なプランがあります。2021年6つのHAPPY特典を参照

※縮毛矯正された方は、ノンダメージストレートでの施術となります。
カット別

今ならこの価格

ノンダメージ髪質改善ノンダメージ髪質改善
は全ての人をキレイにしますは全ての人をキレイにします

2021年注目度 No.1メニュー2021年注目度 No.1メニュー

朝のまとまりが違う。

・朝しっかりブローしたのに広がる
・減らしても、減らしても多く思う...
・湿気、又、乾燥でふわっとしてしまう
・ブローに時間がかかる
・トリートメントでは抑えきれない...
・美容室に行った１ヶ月はおさまるけど...

・縮毛矯正はイヤ!!
・美容室に時間かけたくない...
・ダメージが気になる...

仕方なく
思っていたけど ...

だから今まで
諦めてきたけど ...

お客様の喜びの声

ツヤが出て、周りから褒められる。

ダメージを感じなかった。 もう昔の広がる髪に戻りたくない！

髪質改善のプロセス

特殊なトリートメント水でノンダメージ処理をします1.

薬剤塗布 ①2.

薬剤塗布 ②4.

髪の形状を変えるため、アイロンをします！3.

髪に薬剤が触れる時間が短いほど
髪への負担が少なくなるのが

「ノンダメージ施術」です。

熱で負担がかからないように
最低限の熱で、髪に厚みを持たせ負担がかからないよう
アイロンします。

※薬の浸透が良くなり、ダメージを与える時間を最小限にしてくれます。

最短所要時間約90分（髪の長さにより変わります。）

シャンプー台でトリートメント
薬剤をつけて終了 !!

知って驚き?!日本人の8割がクセ毛なんです。その中でストレートをされる方は2割程度と言われています。
「仕方無いかぁ」と思っている6割の方にTJ天気予報がオススメするベストメニュー!!それが髪質改善なのです。
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ご注意 !! ご利用の際、お釣又返金は不可となりますのであらかじめご了承下さい。

・お買い求め頂いた金券はご本人様、ご購入店舗のみご利用可能です。
・eggTJ天気予報ではご利用ができません。
・ご使用前に切り離したチケットは無効になります。
・本券の盗難・紛失の場合の責任は負いません。

2021年1月5日（火）～6月30日（水）まで

注意事項

TJ天気予報から日頃の感謝をこめてお客様に少しでもキレイのお手伝いができるように

※現在は販売しておりません。

がご利用できます。がご利用できます。
Beauty Ticketお得なお得な
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１月５日（火）より、極上のお歳暮チケットがご利用いただけます。
お1人様2種類お選び頂けます（同じ種類でも可）。次回来店時に□をしてお持ちください。

※Kanoalea の
　営業時間は
　こちらから→

■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。

令和３年１月１日金～１月４日月 年始休業とさせていただきます。

１月５日火 9:30～16:00の営業とさせていただきます。

１月６日水 通常営業とさせていただきます。

１月10日日・11日月 成人式の為、各店営業時間が異なります。ご利用店舗にご確認下さい。

１月12日火 振替休業とさせていただきます。

編 集 部 よ り

極上のお歳暮チケット

成人式の予約のご案内

※配布は終了しております。※２月28日（日）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

■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

成人式を迎える新成人の皆様、おめでとうございます。
成人式営業は下記になります。
詳しくは、ご利用の店舗へお電話ください。
来年（2022 年）の成人式の予約は
1 月 13 日（水）から開始になります。
大変電話が混み合うことが予想されますが、
先着順となりますのでご了承ください。
※各店、定員がございますので、予約が埋まり次第、受付終了となります。
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