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☆今月の言葉 

「お客様に対する最大のサービスとは、あなたの人格を上げることだ」  イエローハット相談役・鍵山秀三郎 

☆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   ／   内  容 会場／会費 

1１月 5 日（火） 
10：００～１３：3０ 

（約 3．5 時間） 

『カット道場＜スピードアップ編＞ ①』 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 

1１月１2 日（火） 
10：００～１３：００ 

（約 3．０時間） 

『薬剤を基礎から学ぼう！』 ミタカＴＣ 

薬剤に関しての知識を深め、進化する薬剤に対応する講習会です。 ￥1000 

1１月１７日（日）～１９（火） 弊社、左記の期間、弊社、「お休み」となります 

1１月 26 日（火） 
10：００～１３：００ 

（約 3．０時間） 

『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 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（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。（予定） 

２０２０年 １月 6 日（月） 弊社、「仕事始め」となります。（予定） 

 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（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） 

『育毛情報最前線 2020（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 

※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 

 これから年末年始に向けて人前でお話しする機会も増える事と思います。そこでご紹介するのは、元・駿台予備学校のカ

リスマ講師で、化学の季節講習会集客数日本一を取ったこともある犬塚壮志さんの話し方のノウハウ書。『感動する

説明「すぐできる」型』です。自分本位の「私事の壁」を突破するためには、聴き手に「自分とどう関係している

のか」ということをイメージさせられるかどうかが第一のカギです。また、話し手は「性賢説」というものを信じ

る必要があります。人は元来、知的になりたい生き物であるという考え方です。つまり、「笑い」のない説明であっ

たとしても、人は知性を高めてくれる話を「おもしろい」と思って満足します。 

話し手は聴き手の視野を広げてあげるべきです。①相手の問題点を炙り出し、メリットの存在に気づかせる②す

でに説明を聴いた人の成功事例を紹介し、聴き手の頭の中に絵を描かせる③自分がそのメリットを提示するに値す

る人間だという理由を説明する というポイントが大切です。また、仮想敵をつくることによって、自分と聴き手

の間に共通の価値観を見出すことも要点です。仮想敵はあくまで実在する人や企業は避け、「概念」レベルにしてお

くと無難です。それから、距離が遠い「結果」と「原因」の、その間の情報がすっぽり抜けてしまっていると、「そ

の間を埋める情報が知りたい」という知的好奇心がかき立てられます。逆にその話が無いと聞き手はつまらなくな

ってしまいます。「人に興味を持ってもらう」点では役に立つ書籍だと思います。是非、ご一読をお勧めです。 



☆美容コラム（用語解説） 

＜前処理（まえしょり）＞pre-treatment  
主となる操作の前に、その効果を補助したり、保護したり、作業をしやすくなるために行われる処理。ダメージ予防のための前処理が一般

的だが、薬剤の浸透を促したり、髪の汚れがひどいときに行うプレシャンプーや縮毛矯正やパーマのときのプレシャンプーなども広義の前

処理といえる。 

☆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＞ 

☆人気のドライヤーがリニューアル！ 

「クレイツイオンドライ SD-1200」 

「性能」「仕上がり」「価格」のトータルバランスを追求したスタン

ダードドライヤーです。軽量ボディ（450ｇ・コード除く）で大

風量でスピード乾燥が可能です。 

サロン様価格  ￥5950 

☆特殊加工の超美振動で髪をケアします！ 

「P-UP クレアカールドライヤー」 

超美振動 P-UP 波によって毛髪内部まで水分を浸透します。毛髪

内の偏った水分バランスを整えながら、乾かします。 

サロン様価格  ￥11760 

☆寒い季節対策に！ 

「サロン発熱 3WAY ひざ掛け」 

約 5 秒で暖かくなるひざ掛けが 3 つの使い方（膝、肩、腰に使え

ます）ができるようになって新登場しました。電気等を使わず、寒

い日にご来店頂いたお客様に快適さをご提供できるひざ掛けです。 

 ・大きさ：約 67×約 93ｃｍ 

 ・素 材：ポリエステル、ポリウレタン（中層フィルム） 

 ・色  ：落ち着いた茶色 

サロン様価格  ￥3200 

☆ドライからスタイリングまでマルチに使えます 

「マルチヘアドライヤー アネモア」 

4 つのアタッチメントで多彩なスタイルが作れるマルチヘアドラ

イヤーです。ブローからカール、ストレート、ボリュームアップ等

ができる優れものです。クレイツ社の「プレミアムクレイツイオン」

を本体内部に加工しているのでスタイリングしながら潤いと艶の

ある美しい髪へ導きます。また、自動回転機能が有り、ロールブラ

シアタッチメント装着時に自動で右・左回りで回転します。 

サロン様価格  ￥6860 

☆なでるようなソフトな使用感 

「3D デタングルブラシ らせん」 

植毛部が前後左右（３D）にしなり、ブラッシングの衝撃を吸収す

るので抵抗が少なく、髪と地肌への損傷を抑えます。濡れた髪にも

使用でき、シャンプー＆マッサージブラシとしても使えます。また、

ヘアドライ時には風が通りやすく、髪が早く乾きます。 

 ・色：3 色（ブルー、ブラック、レッド） 

サロン様価格  ￥1080 

＜ 書 籍 関 係 ＞ 

☆髪書房 

「本物の美容室の本物のブランディング」 

「uka のブランディングメソッドを大公開」 

 最強のトータルビューティサロン「uka」のブランディングの秘密

を 1 冊に詰め込みました。日本一ブランディングが上手いサロンが

美容室のブランドづくりの教科書です。 

11 月 7 日発売  ￥3000 

☆アイメディア 

「デザインカット DC 2020 Vol.1」 

「読めばカットが上手くなる」 

 時代を超えて求められるトレンドを生み出すカリスマ美容師の

方々が提案する最新の美容技術情報満載の１冊です。技術とデザイ

ンで美容新時代の令和を生き抜く為に必要な１冊です。 

11 月 10 日発売  ￥2400 

☆女性モード社 

「ケラリエイション（KERAREATION」」 

「人に伝わるクリエイションの本質」 

 SHISEIDO の計良宏文氏著。美容師の仕事に必要不可欠な思考力、

構成力、設計力展開力を高めて伝わるクリエイションを叶える事が

学べる 1 冊です。 

11 月 25 日発売  ￥6000 

☆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 


