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☆代表ご挨拶 

平素、当社、三隆商事株式会社をご愛顧頂きまして誠に有難うご座います。心から御礼申し上げます。昨今、「新型コロナウィ

ルス感染症拡大」「ロシアによるウクライナ侵攻」「物価高」「急速な円安」等により社会では閉塞感と経済の後退感の漂う厳しい

状況の中ではございますが、皆様の一方ならぬお引き立てに預かりまして、弊社は今期も無事に決算を迎えることができました。

大変有り難うございました。今後も皆様のご繁栄に寄与できます様に益々の努力を重ねて参ります所存でございますので、相変

わらずのご指導・ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。今後の皆様方のご健勝と益々のご発展を心からお祈り申し上げます。 

☆今月の言葉 

枯れ木であっても内に秘めたる力があれば花を咲かせることができる。これが人間の生き方というものだ。   千玄室（茶道裏千家前家元） 

☆三隆商事 行事予定表  

＜活動予定表（10 月・11 月・12 月）＞ 

日      時 セミナー＆イベント   ／   内  容 会場／会費 

＜ お  知  ら  せ ＞ 

○「新型コロナウィルス感染症拡大」の状況により、予定しているセミナー等を一部、中止・延期とさせて頂いております。詳細に関し

ましては、弊社担当営業か会社の方に直接お問い合わせ下さい。なお、少人数で対応をさせて頂くセミナー等は引き続き開催させて頂

く予定です。また、１０月の「2022 カット道場」は実施は順次延期となっており、「センター開放デー」は弊社の日程の都合上、

実施しない予定です。※「2022 カット道場」は、１１月、１２月に必ず実施させて頂きます。 

１０月 １日（土） 弊社、「新年度」となります。 

10 月 11 日（火） 
10：００～１３：00 

（約 3．0 時間） 

『2022 サロンワークの活性化を考える（第 3 回）』 ミタカＴＣ 

お仕事をする上での不明な点や疑問、不安を解消します。（メニュー①） ￥1000 

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

10 月 25 日（火） 
10：００～１３：00 

（約 3．0 時間） 

『2022 増毛で増客！ パワーアップセミナー』 ミタカＴＣ 

取り組むべき事の要点など、育毛に関する最新情報満載のセミナーです。 ￥1000 

11 月 1 日（火） 
10：００～１３：30 

（約 3．5 時間） 

『2022 カット道場（第２回目）』 ミタカＴＣ 

武田浩先生によるカットセミナーです。 ￥5000 

11 月 8 日（火） 
10：００～１３：00 

（約 3．0 時間） 

『2022 サロンワークの活性化を考える（第 4 回）』 ミタカＴＣ 

お仕事をする上での不明な点や疑問、不安を解消します。（メニュー②） ￥1000 

11 月 15 日（火） 
10：００～１３：00 

（約 3．0 時間） 

『仕事に必要な薬剤化学の知識を充実させよう！』 ミタカＴＣ 

ご使用中の薬剤の成分やその特徴など最新の情報を化学的視点で解説。 ￥1000 

11 月 20 日（日）～22 日（火） 弊社、左記の期間は、「お休み」となります。 

11 月 29 日（火） 
10：００～１３：00 

（約 3．0 時間） 

『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。 ￥0 

12 月 6 日（火） 
10：００～１３：00 

（約 3．0 時間） 

『2022 カット道場（第 3 回目・最終回）』 ミタカＴＣ 

武田浩先生によるカットセミナーです。 ￥5000 

12 月 13 日（火） 
10：００～１３：00 

（約 3．0 時間） 

『2022 サロンワークの活性化を考える（第 5 回）』 ミタカＴＣ 

お仕事をする上での不明な点や疑問、不安を解消します。（総括） ￥1000 

12 月 18 日（日）～20 日（火） 弊社、左記の期間は、「お休み」となります。 

12 月 27 日（火） 
10：００～１３：00 

（約 3．0 時間） 

『ミタカ センター開放デー＆（12 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 

１２月３０日（金） 弊社、「仕事納め」となります。 

◆通常営業時間  8：30～17：30 

◆ 通 常 定 休 日  日 曜 日 ・ 火 曜 日  



☆美容コラム（用語解説） 

＜レベル level＞  
ヘアカラーの明るさを示す尺度。最も暗いものを１、最も明るいブラウンを 10 とするのが一般的。しかし、アメリカでは最も明るいブロ

ンドを 10 とするため日本でのレベル 10 はアメリカでは５～６とされている。日本人の黒髪をベースに考えようということで、日本ヘア

カラー協会では、最も暗い黒髪を１レベル、最も明るいブロンドを２０レベルとし、日本人の毛髪の明るさに対応して、５レベルから１５

レベルまでのレベルスケールを作成している。 

☆弊社からのご連絡 

○「新型コロナウィルス感染拡大」等の状況により、営業活動及び教育活動の一部又は全部の自粛や制限を実施する場合がございます。 

○メーカー様、問屋様、業者様から「様々な社会情勢」や「原材料費」「倉庫・運送費」「人件費」「円安」等の高騰による「価格変更（実質的

な値上げ）」、「廃盤」、「簡易パッケージへの変更」等 のご連絡を順次頂いて実施されており、今後も更に増える予定です。また、一部メー

カー様の「ブランドの集約」も始まります。それに加えて、メーカー様自体の「廃業」や「他社への売却」等の情報もございます。 

○弊社では、エコ活動の一環として、「クールビズ」を実施しております。ご理解の程、宜しくお願い致します。（大凡１1 月上旬迄） 

○「年末・年始のご贈答品」の販売が始まります。数量限定のものが多数ございますので、お入り用の方はお早めに担当営業にお伝え下さい。 

○毎年、大好評により完売をしてご迷惑をお掛けしております「蓄熱式エコ湯たんぽ ぬくぬく」が９月中旬から数量限定で販売となります。 

☆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＞ 

☆トリートメント専用ブラシが新登場！ 

「トリートメントブラシ キュア」 

指では届かない頭髪の細部まで約 3700 本の極細ピンがトリート

メントを毛髪の１本１本へ均一に届けます。より細かく圧をかけな

がらトリートメント剤を髪の奥へ隅々まで浸透させ、キューティク

ルを整えることが出来ます。 

サロン様価格  ￥4550 

☆クレイツイオンから新感覚のドライヤーが登場！ 

「クレイツイオン エレメア ブロードライ S」 

梳かしながら乾かすだけで、スタイルが決まります。簡単スピーデ

ィに思い通りにスタイルを叶える髪と地肌に優しい「ELEME モー

ド」搭載。プレミアムクレイツイオンが毛髪に潤いを閉じ込め、水

分の蒸発を制御します。 

サロン様価格  ￥6860 

☆男性にも前髪カーラー 

「バングストレンドスタイラー」 

２本のカーラーがピンで止っている形状で、前髪を挟んで巻くだけ

で、立上げ、ふんわりを自由自在。独自形状でカーラー初心者の男

性でも短時間でセットが決まります。 

サロン様価格  ￥464 

☆お勧めのメッシュコームの３本セット 

「ハイライトコーム ３本セット」 

ワンタッチで毛束が取れるリングコーム型のメッシュコームです。

簡単に、正確に 4mm、3mm、2mm 間隔でメッシュを入れられ、

ヘアスタイルの質感や表現を多彩にコントロールできます。 

サロン様価格  ￥900（３本セット） 

 

＜新美容出版からお知らせ＞ 

現在発刊されている「経営とサイエンス」が２０２２年１２

月号(１１／１５発売)をもって休刊となります。併せて

「SHINBIYOU（しんびよう）」が２０２３年１月号（１

２／１５発売）からリニューアルされ、総合的な美容専門情報誌

となります。 

 

＜  書  籍  関  係  ＞ 

☆女性モード社 

「脱・白髪染め  

大人のブリーチカラーヘアカタログ」 

「白髪染めだけが大人世代への提案じゃない！」 

 「大人ブリーチ」だけで作ったヘアカタログ＆テクニック集がつい

に登場！ブリーチ３６スタイルと最新のテクニックが学べます。 

9 月 25 日発売  ￥3800 

☆女性モード社 

「メンズパーマのヘアカタログ 2022-2023」 

「誰にでも似合うパーマが絶対見つかる！」 

 男性の美容意識が高まる中、ブームが到来中のメンズパーマをどん

どん提案したくなる最新デザイン＆テクニックを大公開。 

9 月 25 日発売  ￥3900 

☆髪書房 

「薬剤選定攻略マニュアル」 

「失敗しないヘアカラーレシピ３つの型」 

 山崎健吾（ヘアカラーアカデミー）著。色彩学や薬剤の知識、ベー

スの見極め方の基礎を学習し、薬剤の組み合わせを３つの型で公式

することにより、失敗無く幅広い「顧客対応」が出来るようになり

ます。 

10 月 15 日発売  ￥3200 

☆女性モード社 

「Cocoon ノンブローカットの教科書」 

「トレンドに左右されず、ニューベーシックカット本」 

 Cocoon の SAKURA 著、VAN 監修。カット技術に自信を持ちた

い方、カットベーシックを見直したい方にお勧めです。 

10 月 25 日発売  ￥3800 

☆女性モード社 

「メンズヘアの７大お悩み解決 BOOK」 

「＋パーマで簡単補正！」 

 ROOTS 加藤孝子著。サロンワークに直ぐ役立つ男性の７大お悩

み（①直毛②硬毛③軟毛④乾燥毛⑤くせ毛⑥ミックス毛⑦ハチ張・

ゼッペキ）を今、流行のパーマで解決します。 

10 月 25 日発売  ￥4200 


