
モジャオの格言

中 野 裕 央

いた方がいい】
・【なぜ女は結婚したいのか、なぜ男は結婚したくな

いのか】
・【それほど周りの言動に左右されない周りとは違う

『自分』を持っている人って例外なく優しいんです】
・【無言のメッセージで全てを察しろなんてそもそも

が図々しい思い上がり】

　どれもステキな返答で、あぁそうだったとストンと腹に
落ちてきます。
　この世の中がどんな世界で、自分が置かれている環境が
どうで、友達が、同僚が、恋人が…、となっても、関係な
くハッとさせられるようなことがたくさんです。

　私もそんな風に、皆さんに言葉を届けられればいいなっ
と思っています。

　１年前に、この世界は変わりました。
　でも、少しずつ世界の、人の活力が漲ってきて、将来に
対する光も見えてきています。まだ闇のどん底にいる方も
多いのも現状ですが…。
　人は前を向くだけでは生きていけません。時に下を向き、
横を向き、後ろを向き、立ち止まって休憩して生きていき
ます。
　ずっと前を向かなきゃいけないと思っている人、そんな
ことないんです。それはそれができるポジティブモンス
ターに任せて、ゆっくりと休憩しましょう。そうすれば、
もっと活力が漲り、光が射してくる世界がきます。それか
らでも遅くないし、順番でもいい、少しずつ前の人に手を
引かれて進んでいけばいい。そして、自分の番になった時
に、後ろの人の手を取り、進んであげましょう。ちょっと
ずつちょっとずつ手を繋いで、進んでいけば、世界はまた
変わる。焦らずにそんな気持ちで。と、思ったりしています。

　きっとDJあおいさんなら、
【いまは休む時ですよ。世界が落ち着いたら、いま忙しい
人たちをお休みさせてあげられるように、のんびりしてお
きましょうよ。】
　なんて言ったりするのかもしれませんね。

　新しい世界に対応しながら、これからも TJ 天気予報は
前に向かって進んでいきます。美容師と言う役目を通じて、
少しでも多くの方の手を引いて、時には引いていただいて、
繋がっていけるサロンを目指していきます。
　この春、また皆さんと笑顔で出逢えますように。よろし
くお願いします！

私、モジャオが冒頭の格言を書くようになってから、
もうどれぐらいになったんでしょうか？

　ほぼ毎回、【ポジティブ】と【心（気持ち）】をテー
マにして、書いています。誰かに読んでもらえるなら、読
んだあとにはいろんな意味で心が平和になっていて欲しい
との想いからです。これを読んでいただいてる皆さんが、
なんとなくそんな風に感じているとすれば、とても嬉しく
思います。

　そこで、今回は私がよく読んでいるブログを書いている
方の紹介したいと思っていて、知ってる方もたくさんい
らっしゃると思いますが、【DJ あおい】さんと言う謎
の主婦さんです。
　書籍もいくつか出していて、何冊か購入させてもらって、
楽しく読ませてもらっています。毎日ブログを更新してい
て、公式ラインで配信もしています。
　ずっと前から読んでいるんですが、最近になり、いろん
な方におすすめしたところ、皆さんにすごい良いねっ！ 
と言っていただけたので、紹介させていただこうとなりま
した。

DJあおいさんの良いところ
①自分の周りにも溢れている身近な出来事が多い。
②タイトルが分かりやすく、なになに？ って思わず

読みたくなってしまう。
③叱咤激励とは、このこと！ と言わんばかりの言葉

の数々。
④過激な表現もあるけど、すごく秀逸な言葉の選び方。

　あげれば、キリがないですが、誰もが感じることを並べ
てみました。自分と同じ境遇のタイトルや相談を探してみ
るもよし、公式ラインを友達追加して、毎日送られてくる
ものを読んでもよし、ほんとに気軽に暇なときに見てもよ
し、です！

　ここ最近で、読んでいておもしろかったもののタイトル
を載せておこうと思います。
　ぜひ、検索して読んでみて欲しいです。

・【『大嫌いな人』と掛けまして『大好きな人』と解き
ます。その心は】

・【いまは努力なんてしなくていい、むしろ弱音を吐

こんにちは !! TJ 天気予報のモジャモジャマスクの中野裕央です。
少しずつ暖かい日が増えて、日も長くなり、身近に春を感じますね。取り巻く環境が変わって１年
が経とうとしていますが、春はいつも「新しい」を運んできます。
この春はどんなことに出会えるでしょうか？ 楽しみですね。
それでは、Happy Times VOL.112 のスタートです !!

【ポジティブ】と【心（気持ち）】















TJ 天気予報の新型コロナ対策
安心・安全に TJ 天気予報をご利用して頂く為に

お客様には大変ご不便をお掛けしますが、感染拡大防止と皆様の安心・安全を守る為、ご理解、ご協力お願い致します。

ご来店時 店 内

その他

靴底の消毒
次亜塩素酸に浸した

玄関マットで消毒します

体温チェック
37.5℃以上発熱が確認された場合

ご来店をお断り致します

手指消毒
アルコールで手荒れが

気になるお客様は
次亜塩素酸水もご用意しています

マスク着用
全てのお客様に

マスク着用のご来店、
施術中もマスク着用をお願い致します

1

オゾン発生器の設置
オゾンの強力な酸化作用で

分解除菌

5

朝の除菌・健康チェック
出勤時に体温測定・手洗いを

 徹底致します

19

練習中のマスク着用
練習中もマスク着用を徹底し

濃厚接触を防ぎます

22

2

イオニアカードの着用
イオンの効果により

ウイルスから守ります

ion●aire

6

スタッフのマスク着用
マスクを着用して施術させて頂きます

*場合によってはフェイスシールドを着用します

9

施術前の手洗い・消毒
お客様の施術前に

手洗い・消毒を徹底致します

10

共有スペースの消毒徹底
スタッフルーム・トイレなど

消毒の徹底致します

20

濃厚接触者は自宅待機
家族など感染が疑われる

身内が出たスタッフは
自宅待機致します

23

3

換気の徹底●
常時換気により

密閉空間を防ぎます

1

7

パーテーションの設置
スタッフルームにパーテーションを

設置し安心して食事ができる
環境を作ります

21

会議はオンラインで
会議・講習会を

オンラインで開催
スタッフ間の接触を減らします

244

換気の徹底●
サーキュレーターを全店に設置し

換気に努めます

2

8

セット面に消毒液
気になる所を消毒できるように

アルコール消毒液を設置致します

13

消毒の徹底●
共有スペースの

消毒の徹底致します

1

11

消毒の徹底●
ハサミ・バリカン・クシなど、
道具の消毒を徹底致します

2

12

パーテーションの設置
会計スペースに

パーテーションを設置致します

16

ドリンクサービスの中止
お飲み物をご希望されるお客様は

スタッフにお声がけ下さい

14

シザーベルト禁止
シザーベルトを禁止し
衛生的に管理します

15

受付・会計
現金・カードの受け渡しは
トレーでさせて頂きます

CARD

17

ソーシャルディスタンス
ご協力お願いします

18
離れて

TJ TENKIYOHOU

2021年



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 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。

技術メニュー
・商品に

ご利用頂けます。

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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・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 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。

技術メニュー
・商品に

ご利用頂けます。

がご利用できます。がご利用できます。
Beauty Ticketお得なお得な

通常価格
¥ 9 , 5 0 4

業 界 最 高 濃 度

世界一のコラーゲンドリンク
160,000mg

〈共同開発〉

通常価格
¥ 1 9 , 0 0 8

(税込 )¥16,156 (税込)¥8,553

ReFa COLLAGEN ENRICH

ReFa COLLAGEN ENRICH コラーゲンドリンク

2ヶ月お試し！！ 1ヶ月お試し！！

(税込 )¥22,240
通常価格
¥ 2 8 , 5 1 2

3ヶ月お試し！！

93％が飲み続けたいと回答。93％が飲み続けたいと回答。
２週間飲んだ方のコラーゲン密度の変化

表皮 真皮

2週間後使用前

摂取前 1ケ月後

高

低

コ
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ー
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表皮 真皮 表皮 真皮

2週間後使用前
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ン
密
度

表皮 真皮

150.00

140.00

130.00

120.00

110.00

100.00

90.00

80.00

70.00

4 週 間 摂 取 で の 結 果  ( 肌 測 定 )

約
40%
UP

全体的にコラーゲン密度がUPしていることが分かります。

モデルA モデルB

T J 天 気 予 報
特 別 価 格

15％
OFF

10％
OFF

10％
OFF22％

OFF

通常価格
¥ 4 , 9 6 8

(税込 )¥4,471

2週間お試し！！期間限定：3月2日(火)～3月31日(水)

TJのお客様へアンケートをおこなった結果

3月限定

※画像はイメージです

気軽に始められる2週間ボトル登場!

肌の弾力

内容量/480ml （1回の目安分量 15ml）

内容量/240ml（1回の目安分量 15ml）

・肌が乾燥しなくなった
・しっとりする
・化粧のりがよくなった
・ハリが出てきた
・キメが細かくなった気がする

・肌が明るくなった
・髪のツヤがでてきた
・髪がまとまりやすくなった
・頭皮の状態が良くなった















外出を控えたい時でも、おしゃれを楽しみたい方に！オンラインで気軽に購入！

素材のこだわりが生んだ
【素髪のような自然さ】

人気の TJ オリジナル「Premium」シリーズをオンラインで購入

TJ ONLINE SHOP

髪の美しさを追求すると導かれる答え
それは【主成分へのこだわり】
足さない、引かない、本物だけが持つ【チカラ】を活かす
ことで素髪のような自然さを実現しました。

【キレイ】を続け【オシャレ】でありたい貴方に寄り添う
ヘアケアブランド【TJ PREMIUM】
鏡を見ることが【ワクワク】する毎日をお届けします。

最上級のコラーゲンシャンプー
天然由来成分97％で頭皮・髪を優しく洗い上げながらプラチナシル
クを配合することでヘアカラーの退色、紫外線による髪のダメージ
を軽減。8種類の植物エキスと１１種類のアミノ酸が翌朝、髪の芯ま
でうるおいを感じる素髪に導きます。

毛先までしっとりが続く贅沢トリートメント
高濃度の栄養成分と8種類のオーガニック系植物エキスが髪の内外
に働きかけ、乾燥や湿気によるうねりやパサつきから髪を守ります。
更に保湿力の高いシアバターを配合する事でダメージを感じさせな
いワンランク上のサラサラ髪へ導きます。

目指したのは、軽やかなツヤ髪
髪のクセやダメージ、乾燥によるパサつきなどスタイリング時のストレス
を取り除く洗い流さないトリートメント。最新の補修成分と抗酸化機能が
あるミネラル還元水ベースの処方で、ウェットでもドライでも素早く髪に
なじみスタイリングしやすい髪の基礎を作ります。 TJ天気予報ホームページからご確認ください。

TJ プレミアムシャンプー　345ml　¥2,640 TJ プレミアムトリートメント　280g　¥2,640

TJ プレミアムミスト　200ml　¥2,200
TJ プレミアムミルク　100ml　¥2,200

コチラから購入できます

3月1日（月）～ 開設予定

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）



編集部からのお知らせ！

■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

※Kanoalea の
　営業時間は
　こちらから→

編 集 部 よ り

コロナウイルス感染症に対して、最前線で治療に従事されている医療関係者の皆様に深く感謝申し上げます。
TJ 天気予報は「新型コロナウイルス対策等の活動支援募金」として【マスク募金】をしております。
2020 年 5月から募金活動を始め、各店から集まった募金は

合計194,716円（１月末現在）
になります。ご協力ありがとうございます。
お寄せ頂きました募金は、新型コロナウイルス対策などの医療活動を中心とした日本赤十字社の活動支援のため全額を同社に
寄付致します。引き続き活動しておりますので皆様のご理解・ご協力を宜しくお願い致します。

■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。

お届け先などの変更がございましたら、下記にご記入後 FAX にてお知らせ下さい。

（24時間受付）※おかけ間違えのないようお願いいたします。

ご協力ありがとうございました。

FAX 0586-81-1488お 客 様 情 報 変 更 届
変更事項（該当事項に○をつけてください）※必須
１、住所　　　２、名前　　　３、電話番号　　　４、配送停止　　　５、その他（　　　　　　　　　　　　）
お名前（ふりがな）※必須 （旧姓） 会員番号（宛名ラベルの右下の番号） ご利用店舗

現在登録のご住所　※必須
〒

ＴＥＬ　　　　　－　　　　　　－　　　　　
新住所
〒

ＴＥＬ　　　　　－　　　　　　－　　　　　

皆様にご協力いただいています、『ペットボトルキャップ』の
2020 年の集計結果です。１年間で 502.5kg回収にご協力
いただきました。大変感謝いたします。2008年６月より回収を
開始して以来、7,884.8kgになりました。約 6,570 人分
のワクチンになりました。現在も回収させていただいており
ますので、引き続きご協力お願い致します。

マスク募金

ペットボトルキャップ報告書
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