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☆代表ご挨拶
旧年中は大変お世話になりまして、心より御礼申し上げます。今年の当社の活動目標は「働くを楽しむ」です。仕事が
人生の中で大きなウェイトを占めています。人生に大きな影響を与える仕事だからこそ真剣に、前向きに、積極的に取組
みをし、実際の形にしていく所存です。今年も当社社員一人一人が高い意識を持ちながら、美容業界と貴サロン様と理美
容師様の発展に貢献する仕事を極める様に努力して参ります。今年一年、皆様と共に更なる成長をして参りたいと考えて
おります。本年も皆様のご指導、ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

☆今月の言葉
「教」という字は人が他のお手本になって後進を導くという意味ですから、指導をするというものは言葉や技術で導くのでは
なくて、まずその人の徳がその人に接するものの手本にならなければいけません。

☆三隆商事行事予定表
＜活動予定表（ 1 月・
日
時
２０２０年

１月

1 月 14 日（火）

6 日（月）
10：００～１３：００
（約 3．０時間）

1 月１9 日（日）～21 日（火）
1 月 28 日（火）
2月

4 日（火）

2 月 11 日（火）

10：００～１３：００
（約 3．０時間）
10：００～１３：3０
（約 3．5 時間）
10：００～１３：００
（約 3．０時間）

2 月 16 日（日）～18 日（火）
2 月 25 日（火）
3月

3 日（火）

3 月 10 日（火）

10：００～１３：００
（約 3．０時間）
10：００～１３：3０
（約 3．5 時間）
10：００～１３：００
（約 3．０時間）

3 月 15 日（日）～17 日（火）
3 月 24 日（火）

10：００～１３：００
（約 3．０時間）

2 月・
３月）＞
セミナー＆イ ベ ン ト
／
内 容
弊社、「仕事始め」となります。
『センター開放デー（１月）
』
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。

会場／会費

ミタカＴＣ
￥0

弊社、左記の期間、弊社、
「お休み」となります

『２０２０

育毛・養毛情報最前線』

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。

『２０２０

カット道場＜基礎編＞ ３－１』

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。

『センター開放デー（２月）
』
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。

ミタカＴＣ
￥1000
ミタカＴＣ
￥5000
ミタカＴＣ
￥0

弊社、左記の期間、弊社、
「お休み」となります

『フェイシャル・シェービング』セミナー
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。

『２０２０

カット道場＜基礎編＞ ３－2』

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。

『センター開放デー（3 月）
』
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。

ミタカＴＣ
￥1000
ミタカＴＣ
￥5000
ミタカＴＣ
￥0

弊社、左記の期間、弊社、
「お休み」となります

『セブンツーセブン 美顔メニュー体験会』
トータルビューティへ成功する為の情報満載の基本的なセミナーです。

ミタカＴＣ
￥2000

※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。

☆ワンポイントアドバイス
の信頼感を高めるには、とにかく「報・連・相」で意思疎通を取り続けることです。こういったことを愚直に実行
していくことが一番大切です。自分を中心にした小成に甘んじる人は伸びません。
。いくら周りを整えても、やはり自分自身が
高い志を持ち続けていないと難しい事です。人は「一生勉強、一生危機感、一生青春、一生情熱」という四つのスタンスの生き
方を貫いて、示している人はいくつになっても魅力的です。ただ人間は放っておくと心が病気になります。症状には四つあって、
一つ目は「自惚れ」
、二つ目に「驕り」
、三つ目に「マンネリ」
、そしてベースにあるのは「甘え」ではないかと考えられます。
失敗している人は必ずこの心の生活習慣病にかかっていますから、たえず自制していかなければならないということです。

☆美容コラム（用語解説）
＜マトリックス＞ matrix

substance

毛髪内部の各組織の間を埋めている物質を間充物質と呼ぶ。具体的には、キューティクル細胞間やコルテックス細胞間に存在する物質（細
胞膜複合体）
、コルテックスのマクロフィブリル間に存在する物質（マクロフィブリル間充物質）
、マクロフィブリル内でミクロフィブリル
を接合しているマトリックスタンパクを示す。細胞膜複合体やマクロフィブリル間充物質は、主に水溶性タンパクや脂質などの物質で構成
されている。一般に間充物質といった場合にはマトリックスプロテインをさす場合が多い。マトリックスタンパクはシスチン結合を多く含
むタンパク質で構成され、アルカリカラー剤、パーマ剤が作用する部位である。間充物質は毛髪のダメージ、ヘアカラー剤の浸透や作用を
するのに重要な部位である。

☆弊社からのご連絡
○「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。よろしければ、弊社で
も様々な除菌・防菌の商材を取り扱っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
○「雪」が降る季節になりました。降雪・積雪・路面凍結時には最悪の場合、ご訪問等の通常営業ができない場合がございます。ご理解のほ
どよろしくお願い申し上げます。
○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＞
☆洗い流さないトリートメントでムラサキ色に！
「ムラサキオイル」
熱反応型毛髪修復成分のエルカラクトンと５種類の植物オイル配

＜

書 籍

関

係 ＞

☆百日草
「新趣帯結びヒットナンバー60」
「百日草花粧会５０周年記念」

合の洗い流さないヘアトリートメントです。紫の色素が白髪やブリ

成人式、結婚式等の祝典に映えるこれまでに発表された帯結びの中

ーチ毛の黄ばみを目立たなくし、バサつきがちな髪にツヤと滑らか

から使い易い６０点を厳選収録し、すべての作品に技術解説付で

さの質感と紫の色素を与えます。

す。今の時代に合わせたコーディネイトをし、作品と技術を新たに

※紫色が非常に濃い為、ご使用時にはご確認をお願いします。

サロン様価格

撮影しなおしております。

￥1330（80ｍｌ）

☆髪の乾かし方を変えるドライヤー
「llexam 光ドライヤー」

12 月 12 日発売

￥5500

600W の低温ドライで毛髪のダメージを極限に軽減し、毛髪に必

☆新美容出版
「TOMOTOMO BASIC シリーズ VOL.12
オトナ女子の質感パーマ」

要な水分を十分に残しながら乾かします。これは、光の直進性によ

「忙しいオトナ女子には、再現かんたん質感パーマ」

り均一に熱を伝えられるため、ダメージを与えず、優しく乾かし、

何かと忙しいオトナ女子世代のキレイをサポートできる力がパー

600W の省電力を実現しています。

マにはあります。寝起きでも、お風呂上がりでも、すぐにムードあ

サロン様価格

￥31500

☆タオルスチーマー専用の強力クリーナー
「カマクリン」
タオルスチーマーのお手入れに強い味方が登場しました。頑固な汚
れを強酸性の力で強力除去します。ヒーター部分を傷めず、こびり
ついた汚れを除去でき、これにより熱効率も UP します。

サロン様価格

￥2480（500ｍｌ）

☆究極のサロンシャワー革命！
「PRO SHOWER ヘッドスパ」
節水シャワーヘッドの定番「プロシャワー」シリーズから新製品が
登場しました。簡単にコンフォート水流とヘッドスパ水流が切り替
えることができ、シャンプーヘッドを交換するだけでヘッドスパメ
ニューの強い味方になります。節水・節ガスの効果が約 50～70％
カットできます。

ております。

1 月 15 日発売

￥2500

☆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
冊で分かり易い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す。

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！」
人気スタイルから導く８つのキーワードでバリエーション無限大

サロン様価格

￥12000

☆髪のためのマイクロファイバーヘアケアタオル
「クイック ウェル」
肌触り、吸水性抜群。大判サイズの 35×90ｃｍです。ベージュ。

サロン様価格

る質感が巻単位再現できるようなパーマヘアの作り方をご紹介し

￥500（定価￥1000）

に広げていけるようになります。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

