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☆代表ご挨拶 

 今年も皆様方のご協力とご理解を賜りまして、間もなく一年を無事に終えることができます。大変ありがとう御座いました。

来年も様々なご提案を重ね、皆様方と共に更なる繁栄の年にしたいと考え、ご指導やご鞭撻をお受けしながら、多種多様な事柄

に取り組んでいく所存であります。これからも一層のご理解、ご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

☆今月の言葉 

夢を抱き、懸命に誰にも負けない努力をする人に、天は「知恵の蔵」から一筋の光明を授けてくれる。 

☆三隆商事行事予定表  

＜活動予定表（12 月・ 1 月・ 2 月）＞ 

日      時 セミナー＆イ ベ ン ト   ／   内  容 会場／会費 

12 月 3 日（火） 
10：００～１３：3０ 

（約 3．5 時間） 

『カット道場＜スピードアップ編＞ ②』 ミタカＴＣ 

武田浩先生によるカットの技術を養うセミナーです。（２回コース） ￥5000 

12 月 10 日（火） 
10：００～１３：００ 

（約 3．０時間） 

『2020 年の理美容を真剣に考えよう！』 ミタカＴＣ 

来年をどの様に考え、行動をしたら良いかを具体的に考えていきます。 ￥1000 

12 月１5 日（日）～１7 日（火） 弊社、左記の期間、弊社、「お休み」となります 

12 月 24 日（火） 
10：００～１３：００ 

（約 3．０時間） 

『センター開放デー（１２月）＆大掃除』 ミタカＴＣ 

弊社の講習会場を開放しながら、大掃除を行います。 ￥0 

12 月 29 日（日） 弊社、「仕事納め」となります。 

＜弊社、年末年始の期間のお休みのご案内＞ 
弊社、下記の期間、お休みを頂きます。ご理解の程、宜しくお願い致します。 

１２月 30 日（月）～１月 5 日（日）【7 日間】 
なお、休暇中のご訪問に関しましては、以下の様になりますのでご確認下さい。 

また、年始早々は、ご挨拶等で通常のご訪問日が変わることもございますのでご了承下さい。 

・休暇前の最終のご訪問日 ：  １２月   日（   ） 

・休暇後の最初のご訪問日 ：   １月   日（   ） 

□ご訪問はいつも通りで、特別に影響はございません。 
 

２０２０年 １月 6 日（月） 弊社、「仕事始め」となります。 

 1 月 14 日（火） 
10：００～１３：００ 

（約 3．０時間） 

『センター開放デー（１月）』 ミタカＴＣ 

弊社の講習会場を開放し、ご要望に応じた個別対応をさせて頂きます。 ￥0 

1 月１9 日（日）～21 日（火） 弊社、左記の期間、弊社、「お休み」となります 

 1 月 28 日（火） 
10：００～１３：００ 

（約 3．０時間） 

『２０２０ 育毛情報最前線（仮）』 ミタカＴＣ 

育毛に関する昨年迄の状況と、今年の傾向と対策を学んで頂きます。 ￥1000 

 2 月 4 日（火） 
10：００～１３：3０ 

（約 3．5 時間） 

『２０２０ カット道場＜基礎編＞ ３－１』 ミタカＴＣ 

武田浩先生による３回コースで実施する基礎編のカットセミナーです。 ￥5000 

 2 月 11 日（火） 
10：００～１３：００ 

（約 3．０時間） 

『センター開放デー（２月）』 ミタカＴＣ 

弊社の講習会場を開放し、ご要望に応じた個別対応をさせて頂きます。 ￥0 

2 月 16 日（日）～18 日（火） 弊社、左記の期間、弊社、「お休み」となります 

 2 月 25 日（火） 
10：００～１３：００ 

（約 3．０時間） 

『フェイシャル・シェービング』セミナー ミタカＴＣ 

美顔や化粧の効果を上げる業務メニュー向けの顔剃りのセミナーです。 ￥1000 

※お車でご来場の方は、お手数をお掛け致しますが、各自でのご手配をお願いしております。 

※「センター開放デー」は都合により変更となる場合がございます。ご利用になる時は、事前に実施状況をご確認下さい。 



☆美容コラム（用語解説） 

＜マゼンタ＞ magenta  
赤紫（magenta マゼンタ）のこと。青緑（cyan シアン）、黄（yellow イエロー）と並び三原色（プライマリーカラー）の 1 つ。こ

の 3 色はいかなる色を混ぜてもつくれない。このプライマリーカラーを混ぜることによってセカンダリーカラー（第 2 原色）、ターシャリ

ーカラー（第 3 原色）がつくられる。 

☆弊社からのご連絡 

○年末・年始の「ご贈答品」及び蓄熱式湯たんぽ等の「季節商品」の品切れ情報が来ております。お入り用の方は、担当営業までお早めにお

申し付け下さい。 

○風邪やインフルエンザ、食中毒等が流行り始めております。店内や器具・機材等の除菌にご注意下さい。 

○弊社、「営業スタッフ」を随時募集募集しております。お心当たりの有る方やご興味のあるという方をご存じの方は、採用担当の池田までお

気軽にお声がけ下さい。職務内容等の詳細は、面談時にお話しさせて頂きます。宜しくお願い致します。 

☆いいモノ発見！（価格表示は全て税別です） 

＜美容関連アイテム＞ 

☆進化した空間除菌剤が登場！ 

「オキサイダー」 

お客様への安心・安全のサービスを向上と職場の健康管理のため

に、置くだけの 99.99％以上のウイルス除去剤です。この「オキ

サイダー」を設置すると空間に広がる超低濃度の二酸化塩素で確実

に除菌します。※有効期間：約３ヶ月 

サロン様価格  ￥1620 

☆いつものヘアドライに多彩なスタイリングを！ 

「マルチヘアドライヤー アネモア（ANEMOI）」 

ドライからスタイリングまで、様々な用途に使える４つのアタッチ

メント（ブローノズル、ストレートブラシ、ボリュームアップコー

ム、ロールブラシ）が付属されているドライヤーです。また、失わ

れた毛髪内の水分バランスを整え、潤いと艶のある美しい髪へ導く

「プレミアムクレイツイオン」を加工してあります。 

なお、ロールブラシ使用時に自動回転機能を搭載しておりますので

カールスタイルも簡単にできます。 

消費電力：最大時 750W。重さ：400ｇ（コード含む） 

上代価格：￥12800（税別） 

サロン様価格  ￥6860（期間限定特別価格） 

☆この時期に大活躍！お客様の満足度を高める！ 

「リックス 適温アシスト」 

寒くなる時に欠かせないロングランのヒット商品です。カラーリン

グの根本付近への薬剤塗布時にお客様から「冷たい！」と言われ不

快に思わせた方も多いと思いますが、この「適温アシスト」はカラ

ー剤の総量の 10％ミックスするだけで、希望の色味とトーンに影

響なく、頭皮に感じるこの「冷たさ」等の不快感を解消できます。 

サロン様価格  ￥2400（600ｇ） 

 なお、温感とその持続時間を UP させた「リックス 適温ア

シスト プラス」が今期、サロン様価格 ￥2600（６00ｇ）

で新発売になります。 

☆髪の黄ばみとダメージを感じさせなくなります！ 

「ムラサキオイル」 

熱反応型毛髪補修成分のエルカラクトンと５種類の植物オイル配

合の濃い紫色をした洗い流さないトリートメントです。白髪やブリ

ーチ毛の黄ばみを目立たなくさせ、ダメージがある髪に艶と滑らか

さな質感を与えます。容量：80ｍｌ 

サロン様価格  ￥1330 

＜ 書 籍 関 係 ＞ 

☆女性モード社 

「バレイヤージュ徹底マスター」 

「1 冊まるごとバレイヤージュ！見て、感じて、学ぶ！」 

 バレイヤージュの基礎を学び、最旬カラートレンドの習得ができる

1 冊です。デザインと知識、技術を吸収してサロンカラーを坂に活

性化しましょう。50 スタイルの豊富なデザインバリエーションを

掲載しています。幅広い客層に合うカラー提案ができます。 

11 月 25 日発売  ￥3200 

☆アイメディア 

「ヘアメニューマダム 2020」 

「25 周年記念特別号！」 

 何歳になっても美しくなりたい、美しくいたいと願望するマダム層

にお応えするためのヘアカタログ、技術解説と合わせて 2020 年

スケジュールノートの 3 冊構成。カラー、パーマ、カット、デザイ

ンの多岐に渡り、お客様に喜ばれる為の 1 冊です。 

12 月 10 日発売  ￥2700 

☆女性モード社 

「決定版 美容室の開業」 

「絶対につぶれない開業ノウハウ」 

 経営環境が日増しに厳しくなるこの業界ですが、タカラベルモント

の開業支援チームだけが持つ開業のノウハウを一挙公開。できるだ

け早く手に取ることをお勧めします。 

12 月 10 日発売  ￥2800 

☆女性モード社 

「図解 美容室経営の数字に強くなる本」 

「財務諸表ってこんなに簡単だったのか！！」 

 サロンの成長を導く「数字」の読み方と使い方が図解をしながら１

冊で分かるようにまとめてあります。苦手な数字管理をしっかり理

解し、活用できるようになりましょう。 

1 月 25 日発売  ￥1980 

☆女性モード社 

「アップ・アレンジのアイディア手帖」 

「バリエーション無限大！」 

 アイディアがどんどん膨らむ全 62 スタイルのデザインとレシピ見

本帳です。アップスタイルのアレンジを楽しく学んで、スキルアッ

プしましょう。 

1 月 25 日発売  ￥2800 


