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◆通常営業時間

8：30～17：30

◆ 通 常 定 休 日

日 曜 日 ・ 火 曜 日

http://www.japan-mba.com 】

☆今月の言葉
もし、あなたが誰かを幸せにしたいなら思いやりを持ちなさい。もし、あなたが幸せになりたいなら思いやりを持ちなさい。
ダライ・ラマ 14 世（チベット仏教最高位の僧侶）

☆三隆商事

行事予定表

＜活動予定表（11 月・12 月・ 1 月）＞
日
時
セミナー＆イベント
＜ お

知

ら

／

内

容

会場／会費

せ ＞

○「新型コロナウィルス感染症拡大」防止の為、当面の間、受講される方が多数お集まり頂く形式の「講習会」及び「イベント」は自粛
させて頂いております。また、「新型コロナウィルス感染症拡大」の状況により、予定していたものを中止・延期とさせて頂く場合が
ございます。なお、
「個別対応の勉強会」等は感染防止対策を取りながら、予定通り実施させて頂きます。

11 月

9 日（火）

10：００～１３：00
（約 3．0 時間）

11 月 21 日（日）～23 日（火）
11 月 30 日（火）
12 月

7 日（火）

12 月 14 日（火）

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

12 月 19 日（日）～21 日（火）
１２月３０日（木）

『サロンワークを見直そう！（延長戦・第１回）
』
サロンとスタッフの向上を様々な角度から目指します。

ミタカＴＣ
￥1000

弊社、左記の期間、弊社、
「お休み」となります。

『ミタカ

センター開放デー（11 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。

『サロンワークを見直そう！（延長戦・最終回）
』

￥0
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。

『ミタカ

センター開放デー（12 月）
』

￥0
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

弊社、左記の期間、弊社、
「お休み」となります。
弊社、
「仕事納め」となります。

12 月 31 日（日）～１月４日（火） 弊社、左記の期間、弊社、「年末年始休暇」となります。
１月

５日（水）

1 月 11 日（火）

10：００～１３：00
（約 3．0 時間）

1 月 21 日（日）～23 日（火）
1 月 25 日（火）

10：００～１３：00
（約 3．0 時間）

弊社、
「仕事始め」となります。

『新春

育毛パワーアップセミナー』ｂｙ三資堂製薬

「育毛・養毛メニュー」の顧客獲得と利益増大をご提案します。

ミタカＴＣ
￥1000

弊社、左記の期間、弊社、
「お休み」となります。

『ミタカ

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

※お車でご来場の方は、当社には駐車場がございませんので、お手数をお掛け致しますが、各自でのご手配にてお願い致します。
※「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。なお、暫くの間、出来るだけ短時間でポイントを絞った内容で開催させて
頂いております。事前に実施状況等のご確認をお願い致します。（リモートにも対応しています。
）

☆ワンポイントアドバイス
「コロナ禍」で仕事意識が低くなりがちですが、人生を左右するのが３０代と言われています。年齢に関係なく、意識は常に高く持ちたいも
のです。今回は、その３０代を考えてみたいと思います。30 代で＜「輝くリーダー」へと変貌」する人＞と、＜簡単な仕事しか与えられず、
スキルも身につかず「永遠の作業員」で 40 代を迎える人＞はどう違うのでしょうか？スタートは２０代から始まっています。20 代と 30 代
以上とでは、求められる「成果のコスパ」が変わります。「正解のある仕事を効率よくこなす」から、「正解がない仕事でも、成果を出す」へと
働き方をアップデートしなければならないのです。30 代で一番大事なことは、自分に向いていることで人生を代表する大きな結果を出すこと
です。この大きな結果をテコにして、次々とチャンスを引き寄せ、やりがいと報酬を充実させていくきっかけにするのです。
「向いている」こと
と「成果につながる」ことの２軸で整理します。実績だけでなく評判にも一貫性を持たせる根回しは「分数」のようなものです。
「分子」と「分
母」
、それぞれの根回しが必要になるのです。
「分子の根回し」とは、先ほどご説明した「上への根回し」です。一方、
「分母の根回し」とは、
「現
場への根回し」です。40 代以降の方は、自身の 30 代の答え合わせと、部下や後輩に指導する際のヒントとして活用するといいと思います。

☆美容コラム（用語解説）
＜ラノリン＞
羊の毛に付着している皮脂分を精製して得られる。ラノリンの成分は、人間の皮脂に近い組織を持つといわれている。皮膚や毛髪に対して
親和性、湿潤性があり、各種の化粧品に用いられている。

☆弊社からのご連絡
○「新型コロナウィルス感染拡大」等の状況等によっては、今後の営業及び教育活動の一部又は全部の予定の自粛を実施する
場合がございます。その際には、その都度、担当営業からご連絡を申し上げます。
○「冬向け季節商品」、年末・年始の「ギフト品」「ご贈答品」の受注が順次始まっております。毎年、品切・完売してしまう
物もございますので、特に数量限定の商品はお気をつけ頂きまして、ご入り用の方はご予約だけでもお早めにお声がけをお
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＞
☆高性能な光脱毛器が新登場！
「ブリリアントエピ ベルポ」

＜

書 籍

関

係 ＞

≪お知らせ≫
①理美容教育出版から発売されております「月刊

IPL 光脱毛器が登場！

PROF/RIKEI」と「月刊 SALON

＜特徴＞・「脱毛モード」と「美白モード」を搭載

２２年１月号から統合となり、「月刊 ribiyo.<RIKEI/サロ
ン」として再出発となります。

・照射面積は８．６㎠ 業界最大面積

②毎年好評を頂いております「着物に似合うアップスタイ

・３０万発の照射回数でカートリッジ交換不要

ル」の今年の販売はございませんので、ご了承下さい。

・２２ジュールのハイパワー
脱毛サロンに通うよりも圧倒的なコストパフォーマンスを実現。夏
に向けての準備は前年の夏期からがお勧めです。
※今なら、企画として「クーリングジェル 200ｇ」と「サング
ラス」をプレゼント中です。（１１月末まで）

サロン様価格

「生涯美容師として活躍したい人へ」
術を考えていきます。

10 月 20 日発売

ウィルスや菌の働きをしっかり抑えます。使用するのは水だけで経

￥1819

☆女性モード社
「ポイントパーマ 簡単活用 BOOK」
「ポイントパーマを大きな強みにしましょう！」

済的です。あらゆる生活シーンをこれ一本で清潔に！

￥19800

最小限のロッドと短時間で最大限の効果を出そう！習得すれば大

☆マスクメーカーが作ったヒモ無しマスク
「フェイス ガード シート」

きな強みになるポイントパーマを徹底解剖！

10 月 25 日発売

ヒモ無しのマスクなのでシャンプーもカラーも顔周りのカットも
心配がありません。肌に触れる部分は医療現場で使用されているテ
ープを採用しています。３０枚入。マスクサイズ：150×100mm.

サロン様価格

☆髪書房
「５０年美容師を続けるための新ベーシック」
体に負担を掛けない「カット」
「カラー」
「パーマ」のベーシック技

￥41860

☆オゾン水生成器ボトルスプレー
「ゼロスリーピュア」

サロン様価格

OWNER」が、２０

￥900

￥3500

☆女性モード社
「男髪セレクション 2022」
「高感度抜群の CLEAN メンズヘア！」
爽やかで好感度の高い最旬メンズヘア５０スタイルと技術を収録。

※今なら、特別価格￥810 です。
（１１月末まで）

☆細かな部分もプロの仕上がり
「アイビル ミニトリマー」

メンズへのデザインの引き出しと提案力の向上ができます。

10 月 25 日発売

繊細なお仕事用に乾電池式の小型なトリマーが発売になりました。

☆髪書房
「図解

￥3900

最短距離で切れるべーシックカット」

「上手い、売れている人は、カットが早い！」

・サイズ：106（L）×32（W）×43（H）mm
・ブレイド：刈高 0.8mm／刈幅 23mm ステンレススチール

「人に教えられない職業的センス」を感覚に止めずに言語化、図解

・重量：74ｇ（電池別）

したカットの本です。カットの当たり前を疑おう！

・アタッチメント：2～6mm のスライド式アタッチメントコーム

サロン様価格

☆新美容出版
「TOMOTOMO

￥1940

☆白髪が染まる０％オキシ
「ゴッホスタイリング

ハイブリット OXY

11 月 10 日発売

EX0」

白髪染め、ダブルカラー、インナーカラーにも使用できます。明る

「今

￥3600

BASIC シリーズ VOL9
レイヤーミディアムの切り方」

旬なレイヤースタイル」

く（トーンアップ、リフトアップ、ブリーチ）はできません。ヘア

顔周りからレイヤーを入れていく、ミディアムスタイルのカットを

ダイによる頭皮や毛髪の負担の事を考える方にお勧めです。

解説。基本からお客様へのカスタマイズまで学べます。

サロン様価格

￥2030（１０００ml）

11 月 11 日発売

￥2000

