
モジャオの格言

中 野 裕 央

ると思っています。特に、自分はついてないなぁ…とか落

ち込みやすい人に覚えてもらいたいですが、いま歩んでい

る自分の人生を数字で表すとすれば、0 ～ 100 でどのあた

りでしょうか？ 自分はラッキーだなぁっと思えば、75 ～

85 ぐらいで、普通かなぁって思う方は 50 ぐらいと言うか

もしれませんが、またここで【地に足をつける】という言

葉を思い出してみてください。文字通り、地に足をつける

というところから考えてみると、人はみんなフラットの状

態は０にいるんじゃないかと思うんです。感覚の違いで、

ラッキー、アンラッキーはありますが、自分が普通と感じ

るときは０で、ラッキーな出来事が起こったり、成功した

り壁を越えたりした時は 50 や 100 に上がっていくイメー

ジ。そして、０～ 100 なので、マイナスにはならない。地

面にめりこんでいくこともないですしね！ 屁理屈という

か、ポジディブな考え方なので、いやいやいや…となる方

もいるかもしれませんが、自分にとってフラットな状態が

物差しの真ん中にあるなんて思わずに、フラット = 地面だ

と思って、歩けばたちはだかる壁もあるし、山もあるし、

川もある。自分の力を最大限に使っても、飛び越えられな

い障害物もあるでしょうが、それこそラッキーなことや誰

かの力を借りたりして、越えていく。空を飛んだり、すご

く高いジャンプができる、そんな考え方です。

　公式と非公式な２つの意味の【地に足をつける】。
皆さんの新しい生活、または変わらない生活の中に、少し

でも心が楽になるきっかけになったらいいなと思います。

　TJ天気予報にも新入社員が入ってきました。

気持ち新たに１人前の美容師を目指しがんばっていきま

す。小さな１歩を踏み出して、スタートラインに立ちまし

た。同じ社員として、その小さな一歩に自信が持てるよう

になるまで、そしていつも TJ 天気予報にご来店いただけ

るお客様に１人前の技術が笑顔で提供できるようになるま

で、１歩ずつ共に歩いていきます。お客様にも優しい目で

見守っていただくこともあるかと思いますが、何卒よろし

くお願い致します。

５月が始まり、世界的な『新しい生活』がはじまって

１年が経ちました。自分の生活の中でも『新しい生活』

がはじまっている方もいると思います。春はなにかと気持

ちがフワフワする時期。そして、新しい生活に慣れないま

ま１ヶ月が過ぎ、『五月病』なるものに悩まされる方も少

なくありません。

　そこで、皆さんも聞いたことのある【地に足をつける】
という言葉について、お話ししていきたいと思います。

　ご存じの通り、【地に足をつける】とは「物事を少しずつ、

確実に進めていくこと」を意味していて、この言葉はいま

の季節や時期にぴったりの言葉だと思っています。

　入学や入社、異動や引っ越し、いろんな意味で新しい生

活がはじまった時、人は無意識に『期待』や『成功』を想

像します。もちろん不安や心配も含めて、心が揺れる時期

ですが、ほとんどの方はマイナスイメージよりもプラスイ

メージの方が大きいはず。それが、いろんなことに直面し

て、つまずいたり、ストレス過多になると、『五月病』に

かかったり、悩んだりするんじゃないかと思います。

　そこで、この言葉を思い出してみます。『物事を少しずつ、
確実に進めていく』。
　最初から大きな成功なんてなくて、少しずつ、１歩ずつ

ですよね。そして、慣れていく前には、大きな壁が立ちは

だかったり、成功する前に失敗することもあるかもしれな

い。ただそれも、誰もが経験することで、ほんとに１つ１

つ進んでいくことが重要なんです。すぐに飛び越えられる

壁なんてないし、壁に小さな穴をあけて進んでいく根気の

いる作業だったりもする。でも、１人１人の歩幅の大きさ

があって、自分の他の誰にもその歩幅を大きくしろという

権利はないんです。自分に合った１歩の大きさで、力でゆっ

くりと過ごしていってもらいたいと思っています。

　これまでの【地に足をつける】という意味は皆さんが知っ

ている意味ですが、私はこの言葉にはもう１つの意味があ

こんにちは！ TJ天気予報のもじゃモアイこと、ナカノユウキです！ 
寒暖差が激しい日々が続きましたが、体調を崩したりしませんでしたか？
早いもので、もう春の終わりです。
どんな世の中でも、あっという間の時間を大切に過ごしていきたいですね !!
それでは、Happy Times VOL.113 のスタートです♪

地に足をつけて





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！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！
～　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 .

最大の効果！！
レゾ

いつまでもカラーデザインを楽しんで頂く為に！いつまでもカラーデザインを楽しんで頂く為に！
TJ 天気予報ではカラー剤の塗布の方法が３つあり、それぞれメリット・デメリットがあります

お客様の頭皮の状態・ご要望に合わせお選びすることが出来ますので、担当スタッフにご相談下さい。

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。
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①頭皮保護　(無料 ) ②ホリスティックメニュー　(￥1,100)

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

本日ノンダメージカラーをされた方へ　リタッチカラーがお得に

本日ご来店より、【4 週間以内】　【1 ヶ月以内】　【45 日以内】3 つの期間設定があります
お客様のご都合に合わせてお選び下さい！

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

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。

4 週間リタッチ
4,400円(税込）

①平日限定  
②次回予約が必要になります
③シャンプー 1 回
　マッサージ無し

1 ヶ月リタッチ
4,800円(税込）

①土日ＯＫ
②シャンプー２回
　マッサージあり

45 日リタッチ
5,500円(税込）

①土日ＯＫ
②シャンプー２回
　マッサージあり

* 全てのメニューにシャンプー・ブローがついています。
動画はこちらから









成人式の前・後撮り

TJ天気予報人気企画TJ天気予報人気企画

もっと自由に！もっと楽しくもっと自由に！もっと楽しく



一生に一度の成人式！　中止・延期・祖父母に会えないなど、思い出が・・・という方一生に一度の成人式！　中止・延期・祖父母に会えないなど、思い出が・・・という方

ＴＪ天気予報が写真でアナタの着物姿・成人を応援します!ＴＪ天気予報が写真でアナタの着物姿・成人を応援します!

ちょうどよくあそぶ

お申し込み　TJ 天気予報本部　０５８６－７６－７４３８（月休み）

いつもよりお値打ちに多くの方が
参加できるように開催します！

TJ天気予報 3t 日進店

２０,０００円（ヘア・メイク・着付け・撮影）+データー（CDーR)でお渡し

３９,８００円（ヘア・メイク・着付け・撮影）+オリジナルフォトブック

59,80０円（ヘア・メイク・着付け・撮影）+ワンランク上のオリジナルフォトブック

ヘア・メイク・着付け・撮影

９時～１５時 限定５名様

〒470-0136
愛知県日進市竹の山三丁目1011番地

＊各日時　定員になり次第予約を終了させて頂きますのでご了承下さい。

＊ご希望のデザインなど事前に打ち合わせさせて頂きます。

多くの方の思い出
作りを応援したい

日時・場所

内　容

料　金　３つのコースがあります！　＊税込金額です。

7
19
mon

TJ天気予報 Part3 千秋店

９時～１５時 限定５名様

〒491-0816
愛知県一宮市千秋町浅野羽根古金島9-1

8
23
mon











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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