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平素よりロレアル プロフェッショナルに多大なご支援を
賜り誠に有難うございます。
2016年私たちは「ブランド価値の向上と発揮」「お客
様から選ばれるサロンづくりへの貢献」という二つの方
針の下、事業に取り組んでまいります。
ロレアル プロフェッショナルのブランドミッションは英語で

“Unleash the Star in you”と言います。あなたの中の
スター性、つまりあなたならではの個性・美しさを引き出す
という意味です。
このブランドミッションの下、私たちはロレアル プロフェッ
ショナルブランドを一業務用製品ではなく、お客様にとって
価値のあるプレミアムブランドとして認知・使用・販売して
いただけるよう、日常のあらゆる活動を通じてブランド力の
強化に努めます。その一環として昨年に引き続き今年も
イノベーション、新製品のご提案を積極的に行うととも
に皆様に絶大なるご支援をいただいている既存製品
ブランドを中期的視野に立って育成するキャンペーンを
推進していきます。
またパートナーサロンの皆様のビジネスへの貢献に関し
ては、最重要事項と位置付けて取り組みます。「美容室
に来られるお客様の８０％は美容師様からのスタイル提案
を期待している」というデータがありますが、ロレアル プロ
フェッショナルならではのサロンビジネスへの貢献として
パリジェンヌのスタイル、またグローバルで最も旬な
トレンドを美容師様からの提案やサロンメニューに落とし
込んでいく活動を更に推進していきます。また社会全体の
デジタル化により美容室と消費者の間でも様々なコミュ
ニケーションが可能となりましたが、このデジタルコミュ
ニケーションの面でも皆様のお役にたてるべくキャン
ペーン計画を立てております。
こうした活動を実施するためにパートナーサロン様への
営業・教育面のフォロー体制も一層の充実を図り、皆様の
真のビジネスパートナーとなれるようお客様から選ばれる
サロンづくりに取り組んでまいります。
最後にインターネットの時代とは言え、やはりネット上の
情報と現地・現場で直接人と人が触れ合うことで得られる
情報との間には雲泥の差があると思います。２０１６年も
全国各地で皆様と素晴らしい出会いがあり多くの時間を
共有できることを事業部一同楽しみにしております。
本年の皆様のビジネスの発展とご多幸を祈念いたし
まして新年のご挨拶とさせていただきます。
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2016 BRAND STRATEGY04

ロレアル プロフェッショナル
ならではの取り組みで
サロンのビジネスを強力にサポート

SERIOXYL SALES PROMOTION30

セリオキシル コンフィデンス キットで
店販売上をUP！

VITAMINO COLOR A・OX 
SALES PROMOTION

32

Spring/Summer 2016
Tailor Made My Rose Chérie
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L'Oréal Professionnel
Style & Fashion Trend S/S 2016

12

Fashion Week TOKYO S/S 201614
美しき最旬トレンドを形づくる
ヘアとファッションのマリアージュ

洗い流さないヘアトリートメントの新常識＊！
時代は“ミスト”でカラーヘアケア

自分にぴったりな「マイ ローズ・シェリ」で
この春、美を謳歌する

MYTHIC OIL24

ミシック オイルの一滴がもたらす
驚くほどの3つの感動体験

COLOR SPECIALIST DEGREE35

カラー技術者の感性とスキルを
飛躍的にアップ

Spring/Summer 2016
My Rose Chérie 
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齊藤 幸信

20 ROAD to MY DREAM 

PEEK-A-BOO

関直樹さん   森嶋謙介さん

横井亜紀さん   高橋学さん   

/
/

4人が描く未来予想図

38 PARTNER SALON TOUR in CANNES

パートナーサロン様 カンヌ研修旅行

SNSを活用して、最新情報やトレンドのトピックを発信中!!

インスタグラム （＠lorealprojp） フェイスブック
インスタグラムにロレアル プロフェッショナルの公式アカウント
が登場! フォローはもちろん、ハッシュタグ「＃ロレアルプロ」を
つけて、ロレアル製品を使用した写真をUPしてください。

https://instagram.com/lorealprojp http://www.facebook.com/LorealProfessionnel.jp

世界のロレアル プロフェッショナル情報から、トレンド、
ファッション、製品情報まで、多彩なトピックをタイムリーに
発信中!「いいね!」を押して、ニュースフィールドをご覧ください。
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HAIR STYLE
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春らしい軽やかな動きのあるリラックスウェーブと
ローズ・シェリでこなれた感じの旬髪に

カジュアル

前髪を長めに残し、フロントを中心にレイヤー
を入れたミディアムスタイル。レイヤーを入
れることで動きが出るので、表情豊かなスタ
イルに。

C U T

根元をダークにし、中間～毛先にかけてグラ
デーションカラーにし、ローズ・シェリの色
を印象的に見せる。また、表面を暗めに、内
側に明るめのローズカラーを仕込むことで、
アレンジ次第でカラーデザインの幅が広がる
ことに。

COLOR

面構成のウェーブと無造作ウェーブの 2Look
を楽しむことができるように、やや大きめロッ
ドで全頭を平巻きにし、ふんわりとしたウェー
ブの下地を作る。

PERM

「パリジェンヌウェーブ」スタイルのための
毛先を逃がし、毛束をねじりながらスライド
させつつ 32mm のヘアアイロンで巻く。ビー
チ ウェーヴを吹きかけてから手グシでほぐ
し、ラフでリラックスしたウェーブに。最後
にテクニアート エアー フィックスを軽くス
プレーしてウェーブをキープ。

STYLING

1-kakimoto arms 　cut

2-kakimoto arms 　perm

3-kakimoto arms 　color

4-ZA/ZA 　cut

5-ZA/ZA　perm

6-ZA/ZA 　color

ハイライト=A

1-kakimoto arms 　cut

2-kakimoto arms 　perm

3-kakimoto arms 　color

4-ZA/ZA 　cut

5-ZA/ZA　perm

6-ZA/ZA 　color

ハイライト=A

1-kakimoto arms 　cut

2-kakimoto arms 　perm

3-kakimoto arms 　color

4-ZA/ZA 　cut

5-ZA/ZA　perm

6-ZA/ZA 　color

ハイライト=A

［メンタリティ］

自分らしさをファッションで表現していたい女性
おしゃれが好きで、自分を美しくするのが大好き

［よく読む雑誌］

InRed、aｒ、ＳＰＲｉＮＧ

［キーワード］

自分らしさ 保守的 おおらか

自然スタイル

ローズ・シェリ

パリジェンヌ ウェーブ
Parisienne waves

MAKE UP

TECHNICAL POINTS
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BLUE BASE

※ブルーベースの方へおすすめ
※赤い丸は特に似合う肌色です

こんな肌色や
ファンデーションの方に

1.SKIN
ヌーディーな肌感に仕上げるため、
必要最低限の量を塗る。
メイクアップ製品 /ATELIER 
MADE by shu uemura

4.EYELINE
まつ毛のすき間を埋める程度に自然に入れる。

ラスティング ソフト ジェル ペンシル
02　M ブラウン

5.EYELASH
少しボリュームを出す程度につける。
トウキョウ ラッシュマスカラ
アイオープニング ボリューム

3.EYEBROW
眉毛は自然な形に描く。

アイブロー マニキュア パームベージュ

7.CHEEK
自然な感じで顔色がよく見えるように入れる。

グローオン 
Mミディアムピーチ 561

テクニアート
ビーチ ウェーヴ

〈ローションミスト〉
150ml 1,600 円（税抜）＊

テクニアート
エアー フィックス

〈スプレー〉
222g 2,000 円（税抜）＊

560番台

550番台 750番台

760番台

6.LIPS
ナチュラルな色味に整える。

ルージュ　アンリミテッド　OR520

2.EYE

目尻にダークブラウンを使い、メリハリをつける。

プレスド アイシャドー
① Pライトベージュ822
② P ダークブラウン 861

1 2

より大人世代には根元にボリューム感を出したり、レ
ングスをもう少し短くして提案。より若め世代にはレ
ングスを長めに設定したり、前髪を作る提案を。

〈 似合わせ提案 〉

四角顔 丸顔 逆三角 卵型 ベース顔 面長

最も
おすすめの
顔型は？

ザ・ライトバルブ
フルイド ファンデーション（564）

ザ・ライトバルブ
グローイング フェイス パウダー

カラレス

ローズカラーのグラデーションで
ツヤ感のある旬髪に

COLOR

新生部　2cm
既染部＝ 10レベルのクールブラウンに褪色

BEFORE

全体的に平巻きにしていくことで、
ふんわりとしたカール＆ウェーブを出す

PERM

RECIPE

HOW TO トップは 20mm で根元まで巻き込む
平巻き、前髪は 20mm で 1.5 回転の
平巻き、ネープの１番下は 17mm で
３回転、そのほかすべて 20mm で３
回転の平巻きに。１液 10 分放置、2
液は 7 分＋ 7 分放置の 2 度付け。

1-kakimoto arms 　cut

2-kakimoto arms 　perm

3-kakimoto arms 　color

4-ZA/ZA 　cut

5-ZA/ZA　perm

6-ZA/ZA 　color

ハイライト=A

1-kakimoto arms 　cut

2-kakimoto arms 　perm

3-kakimoto arms 　color

4-ZA/ZA 　cut

5-ZA/ZA　perm

6-ZA/ZA 　color

ハイライト=A

1-kakimoto arms 　cut

2-kakimoto arms 　perm

3-kakimoto arms 　color

4-ZA/ZA 　cut

5-ZA/ZA　perm

6-ZA/ZA 　color

ハイライト=A

1-kakimoto arms 　cut

2-kakimoto arms 　perm

3-kakimoto arms 　color

4-ZA/ZA 　cut

5-ZA/ZA　perm

6-ZA/ZA 　color

ハイライト=A

RECIPE A　「アルーリア ファッション」　15 ナチュラル　［OXY6％］ 
B　「アルーリア ファッショングレイ」　7 ピンクブラウン＋「アルーリア ファッション」

6 ローズ・シェリ（1：1） ［OXY6％］
C　「アルーリア ファッション」6 ローズ・シェリ　 ［OXY6％］
D　「アルーリア ルミトナー」10 ローズ・シェリ［OXY2.7％］

HOW TO A でスライシング後、頭頂部に B を根元、中間～毛先と時間差で塗布。それ以外の根元に
C を、中間～毛先に D を塗布。

カーリア M+（マイルドプラス）

おすすめアイテム

カラー・パーマ前に
ダメージケアの一押しアイテム！

ぷるんとした弾力とリッジが長持ち。
充実のケア効果で、ダメージを感じさせないカールの仕上がりへ。

カラー施術の場合、髪全体に塗布してか
らドライ後カラー。パーマ施術の場合、
タオルドライ後、髪全体に塗布しなじませ
てからワインディング。

1 液　カーリア マイルドプラス
2 液　カーリア セカンドローション
販売名：カーリアー M+/2　各 400ml

コスメパーマ

スタイリング剤

＊メーカー希望小売価格

プレシフォン
〈ヘアトリートメント〉
（技術専用前処理剤）
200mL
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ロレアル プロフェッショナルならではの取り  組みで、サロンのビジネスを強力にサポート！
パートナーサロン様をバックアップする様 な々施策を通して、他店との差別化、競争力の強化をサポート。2016年も、ロレアル プロフェッショナルにご期待ください。

トレンド情報や、お客様一人ひとりに合わせた
スタイル＆ヘアカラー提案のヒントをタイ
ムリーにお届けします。

ファッションウィークや成功
サロンの情報など、美容ビジ
ネスに役立つトピックを１冊
に集約してお届けします。 

シーズンに合わせたスペシャ
ルビジュアルを、特製ポス
ターにしてお届けします。

ロレアル プロフェッショナルお取扱サロン
検索を、オフィシャルホームページにて
一般ユーザーに公開しています。

ロレアル プロフェッショナル主催の
スペシャルイベントや研修旅行に
ご招待。スタッフの技術向上や
モチベーションアップに貢献します。

美容師力の強化をサポートする
アカデミーセミナーを、お得な価格
で受講いただけます。

Style Proposal with Fashion Trend
最新ハイファッショントレンドとともに最旬のカット＆スタイルならびにカラーを提案
するロレアル プロフェッショナル。ルーツであるパリのエッセンスを取り入れ、日本
の女性がパリジェンヌのように自由なエスプリで自分らしい美しさを見つける提案
を発信します。

Trend Color

Trend Cut & Style Arrange

Backstage Support Project 
ファッション・ウィーク東京のバックステージで、多くのクリエイターをサポートする
チャンスをご提供。最高峰の舞台で感じる刺激的な時間や空気感は、美容師の
インスピレーションを無限の可能性へと導きます。

Trend

UNIQUE

Poster

Salon Search

alluria

MYTHIC OIL

Tecni.ART

SERIOXYL

serie
expert

Education

Event

カラーやパーマ、ヘアケアなどサロンの戦力として
活躍するための理論や技術を習得できます。

TECHNICAL Seminar
テクニカルセミナー

美容師に必須のコミュニケーション能力や提案スキルをはじめ、
経営ノウハウまでを学べます。

BUSINESS Seminar
ビジネスセミナー

提案力の強化に必要な方法論を、グループワークや実習を通して
考えながら学べる体験型セミナーです。

STYLIST TRAINING 
Seminar

売れるスタイリスト育成セミナー

年2回

年2回

コレクションブック

テクニカルマニュアル

ロレアル プロフェッショナルだから

こそ提供できる、パートナーサロン様

だけの様々な特典やサポートメニュー

をご用意しています。

パートナーサロンサポート

3#

Support.3 

創設以来、ロレアル プロフェッショナル

が大切にしている教育活動。技術

講習やビジネス教育を通して、美容界

の未来を築く若きクリエイターたちの

育成に取り組んでいます。
スタイリスト育成

2#

Support.2 

世界のトレンドをキャッチすることこそ、

ロレアル プロフェッショナルのアイデン

ティティ。ランウェイから発信されるハイ

ファッショントレンドとともに、最旬の

カット＆スタイルやカラーを提案します。
トレンド提案

1#

Support.1 

施術の質を高める製品や、魅力的

な新製品を発売していくと共に、

サロン様の売上をサポートするキャン

ペーンを行います。

プロダクト／キャンペーン

4#

Support.4 

カット、スタイル、カラー提案

× × ×パリのエッセンス 最旬トレンド 肌色 希望の女性像

ファッション・ウィーク東京

Future Talent Support Project 
ファッション界の寵児を数多く輩出する文化服装学院のショーでも、バックステージの
ビューティクリエイションをサポートしています。

ロレアル プロフェッショナル×文化服装学院

 1トレンド提案 2情報誌UNIQUE

3特製ポスター

6サロン検索

4イベントご招待

5アカデミーセミナー
ご優待

スウィート ローズ
Rose Chérie / Pink

エレガント ローズ
Rose Chérie / Pink Brown  

ハンサム ローズ
Rose Chérie / Intense Red

フェミニン ローズ
Rose Chérie / Silver



「 上品、しとやか、誇り」といった花 言 葉を持つローズは

どんな女性をも幸せな気持ちにしてくれる。そんなローズ

カラーが今季のトレンドカラー。一人ひとりにぴったりな

ローズ・シェリをこの春、ぜひみつけよう。

ローズ・シェリの色をまとってぐっとフェミ

ニンに、華やかに。自由を謳歌する天真

爛漫なオーラでシックなブラックドレスを

エレガントに着こなして。

1

きっちり整えたポニーテールから見える

ハイライトが 軽やかな動きを演 出して

美しくカジュアルに。毎日のシーンでも

手を抜かない凛としたスタイル、それが

パリジェンヌ風。

2

きれいめボーダーにトレンドのワイドパンツ

と合わせれば何気ないしぐさもハンサムに。

今季トレンドのヘアスタイル、フレーブ

（Flave＊）で女性らしさをぐっと引き立たせて。

3
＊Flave：Flat+waveの造語。根元のボリュームを 
  抑えながら、中間から毛先は面が揃ってツヤやか
  なウェーブが美しいスタイル



今季のトレンドカラーはローズカラー！

お客様一人ひとりにピッタリな

「マイ ローズ・シェリ」を

テーラーメイドに提案しましょう。

可愛いだけじゃない、ドラマティックでシックなつやつやローズカラー

Tailor Made
Spring /  Summer 2 016  

kakimoto arms 岩上晴美さん /小林知弘さん

Ro s e  Ch é r i e

暖色に抵抗があるお客様にこそ
「ローズ・シェリ」で新たなる風を
“えっ？ ピンク！？”多くの日本人女性は、ピンクを含めた暖色系を

敬遠しがちです。でも、この新色「ローズ・シェリ」は、今までピンクを体験

したことのないお客様にこそ提案したいローズカラー。可愛いだけじゃ

ない、ドラマティックなのにシックな色みで、くすみにくく美しいツヤが出る

のはもちろん、肌なじみも抜群。鮮やかに発色するものの、濃い色みで

はないので暖色系に抵抗があるお客様でもすぐにその魅力を実感して

いただけるはずです。日本人はどうしても寒色を好む傾向にありますが、

正直少し飽きてしまっているお客様も多いと思うんです。そんな方々に

こそ、この「ローズ・シェリ」で新鮮なカラーデザインを提案したいですね。

桜のようなシアー系やエキゾチックな強めピンクにも
ほかの色と組み合わせ、みずみずしさや柔らかさを引き出すのもお勧め

生かしたウェーブ感を楽しみたい場合は、「ローズ・シェリ」が輝くような

ツヤを引き出します。またパリジェンヌ ウェーブのように毛先に抜け

感のあるラフな動きのウェーブの場合も、内側の「ローズ・シェリ」

が 見え隠れして、立 体 感と奥 行きのあるスタイルが生まれます。

パリジェンヌ ウェーブには特に寒色を合わせがちですが、「ローズ・シェリ」

にすることで、ルーズなウェーブもパサついて見えず、ツヤと潤いの

あるパリジェンヌ風に仕上がります。

女性なら誰もが心惹かれる「ローズ・シェリ」という響き
「ローズ・シェリ」というネーミング。この響き、女性なら誰でも反応

してしまう言葉だと思います！ 新色としてお客様にお勧めする際も

女ゴコロをくすぐるワードだし、印象にも残りやすい。「シェリ」って

フランス語で「愛しの、ダーリン」という意味なんですよ、とお客様に

説明すればカラーアプローチの会話のきっかけにもなりそうです。また、

【ローズ＝バラ】は、それぞれお客様ごとにイメージする色が違うはず。

の使い方。透明感のある青みのライラックアッシュをハイライト

として使うことで、桜のようなシアーな色みを表現しても素敵だと

思います。今流行のセミウェットスタイルにもマッチします。また、より

彩度を上げてモードな魅力あふれる強いピンクにもっていけばオシャレ

に決まりますね。使い方次第で幅広いピンクでのアプローチが可能に

なる定番カラーになるはずです。

うるっと輝くようなツヤがエレガントにもルーズにもハマる
今回は「ローズ・シェリ」を使って、表面はダーク、内側の中間〜毛先に

向かって明るくなるようグラデーションを施しています。今 季の

トレンドカット＆スタイリングである、面とツヤを生かしたエレガントな

ウェーブデザインの「フレーブ」、無造作でラフな抜け感のある「パリ

ジェンヌ ウェーブ」。どちらのデザインでも「ローズ・シェリ」ならその

魅力が一層光るんです。「フレーブ」のように、まとまりのある面を

一人ひとりにマッチする特 別なバラ＝ 色 みをお 届けするという

意 味でも、カラー提案にストーリーや特別感を持たせることができ、

その演出に一役買ってくれるのではないでしょうか。

ふとした表情に輝きを与える
ライフスタイルに寄り沿うカラーデザイン
今求められているのは、お客様のライフスタイルやその時々の気分に

寄り添う事ができるカラーデザイン。モードな気分の日もあれば、

カジュアルを楽しみたい日もある。その日のメイクやファッションにフィット

するように、スタイリング次第で女性像を変えられるような臨機応変

さがカラーにも求められていると思います。今はキメすぎていない、

少し力の抜けたニュアンスがとってもオシャレに感じます。日常の何でも

ないふとした瞬間にこそ女性が輝いて見えるようなカラーデザイン

が理想的。この「ローズ・シェリ」ならそんな表現に近づけてくれると

実感しています。

“ ”



2016年春夏のファッション、カット&スタイルの
トレンドを一早くキャッチ。

フォークロア インフルエンス
民族衣装や農婦テイストをモチーフ
にラフで自然 体 の 女 性らしさが
表現されている。

ノーティカル ガール
マリンルックが爽やかに飾る定番
要素にひねりを加え、軽快でクリーン
な中に華やぎをみせる。

Nautical Girl
デコ マニア
レイヤード表現やデコレーションでアクセ
ントを重ねた上から、下の素材や色を楽しむ
意外性のあるミックスの新装飾主義。

Deco Mania
トランスペアレンシー
透ける素材を用いたフェミニンなムード
満開のルック。セクシーさは影を潜め、
エレガントな印象。

Transparency

パリジェンヌ ウェーブ
まるで外国人のくせ毛のような
柔らかな質感のリラックスウェーブ
スタイル。

Parisienne Waves

今季、重めのバングがカーテンのように
分けられた“カーテンバング”がトレンド
スタイルと組み合わさり、新しい。

カーテン バング
Curtain Bangs

　　　　　　　 アレンジ

ランウェイでも多く見られたのがデザインされた
アレンジスタイル。特にポニーテールや細い三つ編が
ロングヘアにアクセントを与える。

Arrange

スリーク
直線的でなめらかな毛流れのスリー
クスタイル。センターパート分けが
洗練された印象を与える。

Sleek

フレーブ
根本はフラットに、中間から毛先
にかけて面のそろったツヤやかな
ウェーブが今季新しいスタイル。

Flave

Folklore Influence

L'Oréal Professionnel

STYLE & FASHION TREND 
S / S 2016

エフォートレスな流れは定着しつつ、装飾主義へ。

モダンに変容させたトレンドや透ける素材を重ねた美しいフェミニンなムードが満開な今季トレンド。

一方、高度な技術とクラフトワークが満載な春夏版・新折衷主義で意外性のあるコーディネートが台頭し、注目を浴びた。

面のそろったツヤやかなスタイルがウェーブ、スリークスタイルともに登場。外国人の

くせ毛のようなマットな質感の無造作・パリジェンヌ ウェーブも引き続き健在。重め

カーテンバングとの組み合わせが今季らしさを醸し出している。ポニーテールや三つ

編といったアレンジもヘアデザインにバラエティを与えている。

FASHION TREND S / S 2016

STYLE TREND S / S 2016

ROMANTIC DYNAMIC

CUT & STYLING

Zeppelin/アフロ IMAXtree/アフロ Zeppelin/アフロ Zeppelin/アフロ



YASさん / 木村崇之さん（VISAGE CREATION）Comment by 

コレクションのイメージから今回は髪をデザインするのではなく、ヘアのフォルム全体を

提案したいと思いました。そこから生まれたのが、オリジナルのへアドレスというアイデア。

コンセプチュアルになり過ぎない、女性の美しさを表現できたと思います。［YASさん］ 

YASさんからはいつも面白いアイデアが出てくる

ので、刺激を受けますね。軽く作っているように

見えて、仕上がってみると完璧なシルエット！ 見事

なバランス感覚をこれからも勉強させていただ

きたいです。［VISAGE CREATION 木村さん］

美しき最旬トレンドを形づくる
ヘアとファッションのマリアージュ
世界に向けてトレンドを発 信する華 し々いランウェイを

協力サロンの熱意あふれる精鋭ヘアアーティスト/スタイリストがサポート。

渋谷ヒカリエを中心とした各会場のバックステージで、

ファッションの魅力を高める多彩な世界観を創りあげた。

メキシコの現代画家、フリーダ・カーロにインスパイアされたアウラの

今季コレクション。そのイメージを受け、ヘアもアートで、セクシーで、

エレガントを意識したデザインに。スカーフやターバン、帽子などを取り

入れて、ヘアそのもののスタイルでなく、フォルムを作ることで女性の

フェミニティや強さを表現した。

フォルムで魅せるアートなヘア
Hair Keyword

Fashion Week
TOKYO

ワードローブと合わせたテキスタイル
を使ったヘアドレスを装着。顔周り
とトップはエルネットをスプレーして
ボリュームを作る程度にし、毛先はアイ
ロンで大きめのウェーブを作って、
テクニアート ビーチ ウェーヴで風を
感じさせる軽さに仕上げた。

technique

©Fashion Week Tokyo Organization

YAS with

S/S 2016
Fashion Week
TOKYO



CHINATSUさん / 木村誠さん（H3O）Comment by 

服の印象を強めて、「これぞATSUSHI」と記憶に残るヘアを目指しました。

隠れてしまいますが、実はシニヨンが一番こだわった部分。モデルの頭に

合わせて位置や大きさを決め、重たい飾りを支えられるようにしっかりと作り

ました。［CHINATSUさん］ 

サロンワークとはひと味違うクリエイティブ

な現場を体験できました。参加したスタッフ

一同、大きな刺激を受けたので、日々の

取り組みにも生かしていきたいです。

［H3O 木村さん］

ジェンダーを超えたアシンメトリー

多面性ポニーテール

CHINATSU

KUNIO KOHZAKI

テーラード、スポーティー、マニッシュというキー

ワードを意識した、今シーズンのウジョー。男女が

クロスオーバーするワードローブを受けて、ヘアも

マニッシュにもフェミニンにも見えるスタイルに。フロ

ントはボリューミー、バックはエアリーにまとめ、アウト

ラインのいびつさでアシンメトリーを完成させた。

建築家フランク・ゲーリーの作品にインスピレーションを

受けた今季のYASUTOSHI EZUMI。既存の服から

構成部分をはがし、新たに再構築されたデザインが

印象的。ヘアも斜めのブロッキングと連続するタイト

ポニー、三つ編みの組み合わせで構築的に。正面、横、

後ろと見る角度によって異なる表情を見せてくれる。

ウジョーはストライクゾーンが広い服なので、ヘアに

も表現の幅を持たせたくて、今回のスタイルを作りま

した。正面はマニッシュなのに振り向くと女性らしく、

サイドから見ると中性的と、見る角度によって変化する

印象の多様性を表現しました。［CHINATSUさん］

限られた時間の中でCHINATSUさんの創る質感、

空気感、フォルムは魅力的で仕事のスピード感にも

いつも驚かされます。

モデルさんへの気遣い

も勉 強になりました。

［ZENKO 豊田さん］

ヘアデザインの中に、斜めや水平、垂直、曲線などたく

さんのラインを入れながら、全体がきちんとまとまるよう

バランス感にもこだわりました。スマートでエレガントな

雰囲気も大切にしています。［KUNIO KOHZAKIさん］

モデルもヘアチームの人数も多かったので「イメージの

共有」と「協力しあう」ことをしっかり考えて臨みました。

技術と経験、臨機応変

な判断が必要なバック

ステージは何度参加

しても刺激になります。

［LA PENSEE 荒砂さん］

CHINATSUさん /
豊田剛史さん（ZENKO）

Comment by 

KUNIO KOHZAKIさん /
荒砂将太さん（LA PENSEE）

Comment by 

Hair Keyword

フロントはテクニアート エアー 
フィックスを塗布しながら、キッチン
ペ ーパーに 髪 を 巻きつける。
ボリューム感を指で測りながらヘア
を取り分け、自然ないびつ感のある
ウェーブを作るのがポイント。バック
はブローしながらアイロンでクセ
づけしてエアリーに整える。

technique

ベースは水とミシック オイルでソフト
な質感に。斜めにブロッキングし、
タイトポニーの連続と三つ編みを
作る。耳上と襟足はテクニアート ルミ 
コントロールで繊細な毛流れに。
ひとつに結んで根元に三つ編み
を巻き付ける。エクステを装 着し、
ミシック オイルをなじませてツイスト
編みにする。本番直前にほどけば
ウェットなゆるウェーブが実現。

technique

©Fashion Week Tokyo Organization

with

Hair Keyword

©Fashion Week Tokyo Organization

「DISCOVERY」をテーマに、構築的なディテールで未来的な世界観

をデザインに落とし込んだATSUSHI  NAKASHIMA。それを受け、

ヘアにもフューチャリスティックな要素を取り入れた。中性的で強さの

あるシニヨンスタイルに付けられた飾りは、中 央でピタリとかみ合う

宇宙船のドアがイメージソースになっている。

シンメトリーシニヨン
Hair Keyword

CHINATSU

前髪〜トップにテクニアート フィックス 
デザインを吹きかけ、ブラシなどで後ろへ
流す。それを三つ編みにしてから丸めて
ピンで留め、土台を作る。もみあげ部分を
残し、サイドや襟足の髪にテクニアート 
フィックス マックスをたっぷりなじませながら、
土台にのせてタイトなシニヨンを形成。
全体を乾かし、ピンで作った飾りをオン。

technique

©Fashion Week Tokyo Organization

with

with



直線美を生かした編み込み

ドライなオールバック ウェットなオールバックHair Keyword Hair Keyword

CHINATSU

KATHY LAM STUDIO,Chailie Ho,LU LU CHEUNG LOOM LOOP,KOYO

CHINATSU

©Fashion Week Tokyo 
   Organization

©Fashion Week Tokyo 
   Organization

©Fashion Week Tokyo Organization

with

フィリピンからレナン・パクソン、ケン・サムディオ、

ジョン・エレラが参加した、アジアン ファッション ミーツ 

トーキョー。3ブランド共通のイメージを表現できるよう、

ヘアは編み込みに。きっちりブロッキングすることで

直線的なラインを強調し、強さのあるデザインに仕上げた。

異なるテーマを掲げながらも、シー

スルー感や柔らかな揺れ感を効果

的に取り入れ、ディテールにこだわり

を見せた３メゾン。ヘアは「ドライ

な質感」をキーワードに、ふわっと

流れるようなオールバックと低い

位置のポニーテールを組み合わせた。

遊び心満載のデザインと小物

使いを見せたLOOM LOOPと、

都会的かつ近未来的なウェアを

発表したKOYO。ウェットでツヤの

あるオールバック×ラフウェーブ

というヘアデザインでストリート感

やカッコよさを表現し、両メゾンに

マッチさせた。

黒髪でつくる編み込みは分け目からのぞく頭皮の白さが

目立つため、とにかく均等に美しくブロッキングすることに

終始しました。メンズのヘアはレディスの強さに負けない

よう、ワイルドに仕上げたオリジナルです。［CHINATSUさん］

初めて参加してみて、限られた時間の中でデザイナーの

イメージを表現することの難しさを痛感しました。

でも、それだけにやり甲斐は

十分！ ぜひまた参加したい

です。［FRANCK PROVOST 

古堀さん］

CHINATSUさん /
古堀聡久さん（FRANCK PROVOST）

Comment by 

CHINATSUさん /村田智美さん（JEAN CLAUDE BIGUINE）Comment by 

Hair Keyword
with

レディスは髪を均等に5分割して
取り分け、エルネットで毛流れを
整えながら毛先ぎりぎりまで編み
込み、先端を丸めてピンで留める。
襟足がきれいに見えるよう上から
ボンネを楕円形にセット。メンズ
はレディスのデザインを取り入れ
たサイドのブレードや、ウェットな
ツヤでインパクトを演出。

technique

髪質に合わせてエルネットまたは
テクニアート エアー フィックスを
全体に振る。前髪〜トップに
逆毛を立ててドライな質感と
ボリューム感を出し、オール
バックにしてひとつに結ぶ。

technique
テクニアート スパイラルクイーンを
もみ込み、ベースを作る。顔周りや
トップにテクニアート フィックス マックス
をつけ、スリークなオールバックに。
下ろしている髪はラフウェーブを
つけてマットな質感に仕上げる。

technique

５メゾンの合同ショーで、2パターンのヘアを提案させていただきました。同じヘアを２or３ブランドでシェアする
ので、共通する世界観を見つけてヘアに落とし込む点が大変でした。ヘッドピースが多く登場したので、
髪が主張しすぎないことも意識しました。［CHINATSUさん］

CHINATSUさんチームを精一杯支えられるように、ということを一番に
考えました。現場の緊張感を肌で感じながらも、楽しさもあり勉強にも
なり、とても充実した時間でした。［JEAN CLAUDE BIGUINE 村田さん］

YAS

YAS

女性モデルも男性モデルも中性的なイメージを作り、

性別よりも「人間」という存在感を大切にしました。

また、非現実的な要素を少し取り入れつつ、似合わせ

たのもポイントです。［YASさん］

ショーならではのスタイリング技術を学べる良い

経 験でした。今後もさらに自分自身の幅を広げ、

お客様の満足につなげていきたいです。

［MASSATO PARIS 加瀬さん］

最初はとまどいや緊張もありましたが、精一杯

お手伝いさせていただ

きました。この経験を

サロンワークにも生かし

たいと思います。

［PUKA SHELL 澤田さん］

YASさん /加瀬修平さん（MASSATO PARIS）
澤田竜司さん（PUKA SHELL）

Comment by

髪というよりは、頭の皮膚にくっついている何か…の

ように仕上げたいと思い、立体感はあるのにタイトな

デザインを目指しました。ロールした髪は、横にしたり

縦にしたりひねったりしながら、モデルの骨格を意識

してピンで留めています。［YASさん］

YASさんは言葉と実演でたくさんのことを伝えてくださり、

とても勉強になりました。時間との闘いの中で瞬間的に、

感覚的に何かをつかん

でいく体験は良い刺激

になり、参加できたこ

とをうれしく思います。

［MARIEN BETH 三好さん］

YASさん /
三好恵さん（MARIEN BETH）

Comment by 

ダブルテクスチャー
TSUKASA MIKAMIは、デイリーウェアの中に多様な

花々のモチーフとミリタリー要素を絡め、現代の矛盾や

葛藤を表現。ヘアにおいても、両極にあるものを共存

させるために左右で質感をチェンジ。一人ひとりの

モデルの個性に合わせてパートを分け、片側はナチュ

ラル、もう一方は固さと強さのあるデザインに仕上げた。

Hair Keyword

ストレートアイロンで髪のクセを
伸ばす。ライトパートを耳にかけ、
テクニアート フィックス マックスを
しっかりなじませる。乾かして固めて
から、テクニアート フィックス デザイン
でツヤを出す。ヘビーパートはエル
ネットを吹きかけながら、コームで
毛流れとシルエットを作る。

technique

テクニアート ビーチ ウェーヴで
髪全体を湿らせてからドライヤーで
乾かし、マットな質感を作る。分け
目が目立たないように毛束を取り、
指に巻き付けて丸め、少しつぶす
ようにピンで固定。生え際の形が
見えないようにすべての髪を留め
終えたら、赤いヒモを直線的に
見えるように巻いていく。

technique

“透けて見えるもの”の表現
新進気鋭のニットブランドMotohiro Tanji。「シン

プルな外側に覆われた、人体や機械の複雑な内部

構造」をテーマにコレクションを展開。ヘアは骨格に

沿ったシルエットを作り、くるくるの巻き毛＝内臓、赤い

ヒモ＝血管を裏テーマに設定したデザインで、人の内部

や複雑な中身が透けて見えるイメージを表現した。

Hair Keyword

©Fashion Week Tokyo Organization

©Fashion Week Tokyo Organization
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with



GINZA×around 35
スペシャルインタビュー
がむしゃらに走り抜けた 20 代を経たからこそ見える、

30代等身大の自分。美容師としてもう一度原点を見つめ直し、

銀座でさらなる夢に向かって快進撃を続ける彼らの本音に迫る。

ROAD to 
MY DREAM

歳の差3歳と全員年齢が近く、ま
るで親友のような、それでいて尊

敬しあう関係の4人。

PEEK-A-BOOという美容業界
最先端のサロンでさらなる高みを

目指す彼らにじっくりと語って頂
きました！

4人が描く
未来予想図



厳しい練習も一緒だから頑張れる
　　  仲間と過ごしたアシスタント時代

―トップスタイリストとして活躍中の皆さんですが
4人の関係性について教えてください

高橋：僕が最初に配属になった原宿の店舗で、1歳上の先輩が森嶋

さん。そこからずっと一緒に異動しています。

森嶋：もはや、同期みたいなものだよね。

横井：私が一番後輩で、3人のいる店舗に配属になりました。

関：僕は横井さんの4つ先輩。4人とも入社当初はバラバラの店舗

でしたが、10年前に表参道の店舗（現ANNEX）で一緒になって。

その後銀座に出店するタイミングで集まり、今に至るまで4人で切磋

琢磨しています。

高橋：みんな年も近いし、共に悩んで勉強して成長してきた、ライバルで

もあり頼れる仲間でもあります。

森嶋：よく終電が無くなる位まで、一緒に一晩中練習していたよね。

技術は見て学ぶ時代だから、見よう見まねでとにかく練習あるのみ！

横井：一流の技術を身につけたいと入社したけれど、周りの優秀さに

劣等感がすごくて…。いつも前向きなこのメンバーと一緒だったから

こそ、くじけず辛い練習も乗り越えることができたんです。

横井：PEEK-A-BOOという環境は、高い技術力が身に付くだけで

なく、美容師としての仕事の幅も広がりますよね。

森嶋：そうそう仕事の幅の分、夢も広がるというか。サロンワークで

お客様から支持される美容師でいることも大切だし、サロンから離れて

日本はもちろん海外でも一個人として仕事を評価される瞬間も緊張感

があってまた面白いんです。

高橋：美容師として自分自身の価値を高めるためにも、美容業界だけ

ではなく、もっと他分野にも挑戦していきたいと考えています。その結果、

美容業界自体が評価されて、美容師を志す人が増えてくれたら美容師の

価値がさらに向上していくのではないでしょうか。

60歳？ 70歳？ 生涯現役を目指し
　　   折り返し地点に立つ

―キャリアを積んだ30代を迎え

益々広がる夢についてお聞かせください

森嶋：ウチのサロンは年齢を重ねても、現役でカッコいいスタイルを

作るディレクターばかり。その姿だけを見るととても遠い存在に感じて

諦めてしまう。でも僕と同じ30代では何をやっていたかな、と考えると

一歩近づいて頑張れそうな気がするんです。

横井：私も先輩方の背中を見て勇気をたくさんもらってきました。

高橋：当時は夢や将来をじっくり考えるというよりも、まずは目の

前の 課 題に必 死 。最 初は同 期に負けない、次は先 輩と一 緒の

ステージで試験を受ける、その次は先輩より早く受かる、と1つずつ

クリアしてきました。

関：辛かったけど今思うと、その習慣が活きているんですよね。見て

学ぶためには、なぜこうするのかと常に考えて行動してきたから、技術

だけじゃなく、接客や外の仕事でも “考える”クセがついた。そうやって

みんなステップアップしてきたんだと思います。

サロンワークだけでなく
　　  外とのつながりでさらに大きく成長

―スタイリストデビューされてからは

どのように成長を続けてきたのでしょうか

高橋：僕たちの世代はまさにカリスマ美容師が全盛期。川島先生や高澤

さんなどが手掛ける業界誌の撮影や大きなヘアショーに携わることで、

サロンワーク以外の美容の仕事の楽しさを学べたのもよい経験でした。

関：アシスタントとして行っていた外部講習やヘアショーなどに自分

自身が担当として立つ機会をいただけてとても感謝しています。

サロンワークとは違う刺激を受けて勉強する。またそれをお客様に還元

するという良い流れをこれからも作っていきたいです。

だから、今度は私が後輩の目標となる生き方をしたいな、と。メイク

やウエディングなども勉 強して女 性が 活 躍する場を広げること

が今の夢です。

関：女性スタイリストが元気なサロンってすごくいいよね。やっぱり

先輩が楽しく美容師をやっている姿を見せることが大切。同じことばかり

やっているとお客様はもちろん、自分自身も飽きてくる。ブラッシュ

アップして、60歳になってもカッコいい美容師でいたいですね。

横井：私は「70歳まで働きたいので宜しくお願いします」と社長に

アピール中です！ 

森嶋：僕は60歳で定年して、沖縄でのんびり美容師をやるのが夢。

だからそのためにも夢はお金持ちです（笑）。

関：そのままの意 味（お金 持ち）でとらえるとちょっと語 弊がある

けれど…（笑）。サロンワークはもちろん、外部の仕事もすべて対人

なんですよね。人に喜んでもらえることが、僕たち美容師の幸せに

つながっているんじゃないかな。

高橋：みんなの言葉をまとめると、「喜びを与えた分だけ恩恵として

対価を頂ける」ということですね。今僕らは銀座で働いていて、銀座

という街でPEEK -A -BOOをもっと際立たせていきたいですね。

その中でも美容師として銀座のアイコン的な存在の1人になれる

ように、邁進し続けます！

川島文夫氏がヴィダル・サスーンに師事し、カット

技術の礎を築いたのち、1977年表参道に誕生

させた「PEEK-A-BOO美容室」。高澤光彦氏

や山内政人氏など数多くのトップスタイリストが

在籍し、現在は都内を中心に8店舗を構える。

“ ”
銀座で輝くトップスタイリスト4名が語る！

夢があるから成長できる

1980年10月21日生まれ、
東京美容専門学校卒業。
落ち着いた物腰とソフトな
トークで皆をまとめるリーダー
的存在。

関直樹さん

1981年 6月5日生まれ、
マリールイズ美容専門学校
卒 業 。大 学で心 理 学を
専攻という異色の経歴を
持つ頼れる姉御肌。

横井亜紀さん

1982年9月21日生まれ、
山野美容専門学校卒業。
一 見ひょうひょうとした
雰囲気の中、繊細なデザ
インに定評がある。

1983年6月8日生まれ、
日本美容専門学校卒業。
実はパーマではなく極度
のクセ毛で、幼い頃から
カットマスター。

森嶋謙介さん

高橋学さん

並木通り店
トップスタイリスト

中央通り店
スタイリスト/
ヘア&メイクアップ 
スーパーバイザー

中央通り店
トップスタイリスト

中央通り店
トップスタイリスト



【ハイビスカス花エキス（保湿成分）】
エジプトのハイビスカスから抽出される成分。高い保湿力を有する植物エキスとして

知られており、古代からエジプトでスキンケア、ボディケアとして使用されてきた稀少な

植物由来成分です。 

【アボカドオイル（補修・保護成分）】
森のバターとも呼ばれ、栄養価が高い果実として知られています。髪をいたわりながら、油分を

補給して乾燥やダメージをケアし、うるおいとツヤに満ちたしなやかな髪へと導きます。

インカ帝国の時代から貴重とされたリッチ系オイル

【グレープシードオイル（保湿成分）】
サラッとした質感でドライヤーの熱から守りながら、髪に素早く浸透し、うるおいに満ちた

軽やかな髪へ導きます。

神聖ローマ帝国の皇帝も重用したサラッと系オイル

フランスの香水文化を持つロレアルが、日本人女性のためだけに

研究開発。度重なる香りテストで日本人女性に選び抜かれた

至高の香りになっています。

3つの“感動”を凝縮し、お客様
に分かり易くお伝えする店内
アプローチシート

ミシック オイルの美しい
ボトルデザインを際立
たせるディスプレイ台

さらりとしたまとまりが驚くほど長続き＊2、
日本女性の声にもとづいた至高の香りをまとい、

新たな神話が今始まる。

ハイビスカス花エキス＊1配合の感動の一滴。

2016年、続 と々リニューアル予定の
ミシック オイルシリーズ

＊写真はすべてイメージ図です。

＊写真はすべてイメージ図です。

トップノート
アップル、シトラス、
オゾニック

ミドルノート
スズラン、シャクヤク、
ピーチ

ラストノート
ウッディー、ムスク、
サンダルウッド

＊仕様は実物と異なる可能性があります。

＊1 保湿成分  ＊＊2 ロレアル調べ。ただし個人差があります。

2016年
春予定

装い新たに！
NEW

 PICK UP

ミシック オイルの一滴がもたらす驚くほどの3 つの感動体験

古代エジプトで愛された植物由来成分

全ての日本女性に好まれる香りを目指した
至高の香り

東洋の生活瓶から想起された、
感動をとじ込めるガラスボトル。

ミシック オイルの真の実力 ——
さらりとした扱い易い
髪のまとまりが
驚くほど長続き。

つけて感動 ミシック オイルの感動は一瞬で終わらない…

見て持って感動香って感動

NEW

Renewal Renewal

　 長期にわたる製品パフォーマンスの品質保証

ガラス容器はプラスチック容器とは異なり、中身の物質に対して
強い耐性を与えてくれます。ミシック オイルはガラスボトルを
採用することで、繊細な香り成分と製品パフォーマンスの維持
を目指しました。

　 試作を重ねて完成された
　 オリエンタルを彷彿とさせるデザイン

いくつもの型取りを経て、自然な美しさを彷彿とさせるしなやかさと
女性らしい曲線美を再現しました。また唯一無二の透き通るような
ゴールドはライトアップすればさらに輝きを放ちます。

1.

Coming soon...

3.2.

詳しくは
担当営業まで

サロン内で感動を実感してもらうサポートツール

カラーヘアを
鮮やかに､美しく。

ダメージ髪、
パサつく髪をしなやかに。

パッケージのみ切替 パッケージのみ切替

ミシック オイル カラーグローケア オイル
〈洗い流さないヘアトリートメント〉
100mL メーカー希望小売価格 3,200円［税抜］ 

ミシック オイル
〈洗い流さないヘアトリートメント〉
100mL メーカー希望小売価格 3,500円［税抜］ 

ミシック オイル リッチオイル
〈洗い流さないヘアトリートメント〉
100mL メーカー希望小売価格 3,200円［税抜］ 

2.香って感動

3.見て持って感動
1.つけて感動 3.見て持って感動

1月20日発売
2016年

自然由来成分のオイル成分に稀少なハイビスカス花エキス＊1を配合。
高い「ダメージ補修効果」と「保湿効果」を目指し、「さらりとしたまとまり」をその場で実感。



リニューアル発売に先がけ、
ミシックオイルの真価を体感

バックステージから生まれた、プロ品質のヘアオイルが進化 サロンワークでもワンランク上の艶やかな仕上がりを約束 !

使いやすいからホームケア製品としても
多くのお客様におすすめできる

従来のミシック オイルと同様に髪に素早く浸透

するのが実感できます。髪タイプを選ばず使えるのも

いいですね。寝る前に毛先に少しつけておくと、

翌朝の髪のまとまり感を実感できます。

重くならずに高い保湿力を実感できるので、乾燥に

悩まれているお客様全般におすすめ。ウエットでも

ドライでも、朝でも夜でも使いやすいオイルです。

パッケージがルミナリエのイルミネーションに似ている

ので、神戸女子に受けると思います。

ベタつかないのに毛先がまとまり、乾いた髪に

1プッシュすると長時間ツヤ感のある扱い易い

髪が持続。髪タイプや年代を選ばず使えます。

ほんのり甘いフローラルの香りも良いですね。

しっとりまとまるのに、ベタつかない絶妙なバランス

です。軽く自然な仕上がりなので、あらゆるシーン

で普段使いできます。優雅な香りも、邪魔にならず

好印象。

軟毛でオイルが苦手な髪タイプの方
でも軽やかにサラッとまとまります

ウェットでもドライでも使えるし
髪タイプを選ばずおすすめできる

乾いた髪につけてもベタつかず、
サラサラしてツヤも持続。

お客様に感動をお届けできる
上質なシルクのような質感

質感が柔らかいので、コテ巻きスタイルやパーマ

ヘアなどウェーブ系にも向いていると思います。クセ

がないので、ホームケア製品としてお客様にも

提案しやすいです。

ベタつかず扱いやすいのはもちろん
柔らかく艶が出るのが好印象

保 湿力が 非 常に高いので、乾 燥シーズンに

ぴったりのオイル。軽さを残しながら髪をケアできる

ので、カーリアをかけた仕上げ後の表面につける

のもおすすめ。香りがいいのでお客様にも気に

入ってもらえるはず。

カラーやパーマヘアにはマスト!
香りもよくライトに使える

ベタつかないので、乾燥が気になる季節はもち

ろん、夏も心地よく使えそう。傷んで広がった

パーマスタイルにもおすすめです。さわやかな香り

もいいですね。

仕上がりが軽いので
オールシーズン使えそう

なじみがよいのでハイトーンのレイヤースタイルに

おすすめ。エイジングケアを検討している方、髪の

質感の変化を感じている方に、髪のボリュームを

失わないセラムとしても提案していきます。

従来のミシックオイルとミシック オイル 
リペアの“いいとこどり”したという印象

AZURA 祖師谷店 
江島直幸さん

Door 
吉澤剛さん

Lounge 
島田真一さん

Hair & Make L’la citta 
星野寛美さん

B-THREE by 
SHINJU INTERNATIONAL 

新井大徳さん

PEACE LOVING+HEARTS 
長濱進さん

ヘアークリアー 
春日部リボーン店 
小野ゆかりさん

アレックス 神戸本店
山口充さん

塗布するとすぐに、髪の芯に深く届いているのが

実感できます。ストレートヘアはもちろん、仕上がり

の軽さから、塗布後ブローしてアイロンで巻くのも

おすすめです。香水のような高級感のあるボトル

も好感がもてます。

ツヤと高い保湿力が実感でき、オイル感が重すぎ

ないので非常に使いやすいです。粒子の細かさが

印象的で、手のひらの残留感もなく、髪全体に

均等に塗布できます。上品な香りもいいですね。

ドライした後の軽やかさが気に入っています。

ナチュラル感をキープしつつリッチな印象をプラス

したいときにもおすすめ。パサついた毛先に

薄くつけると、毛束感やツヤをプラスできます。

軽い仕上がりなので
ストレートへアだけで
なく汎用性が高い

軽い仕上がりはそのままに
高い保湿力を実感。
さらに使いやすいオイルに

ナチュラルな髪に
リッチ感を与え
軽やかに仕上がる

CHINATSUさん 光崎邦生さんYASさん

CHINATSU
KUNIO

KOHZAKIYAS

Artist
voice

Stylist
voice



PLI （プリ） FIX MOVE （フィックス  ムーブ）

LUMI CONTRÔLE （ルミ  コントロール）

FIX MAX （フィックス  マックス）

自然な動きのある7つのスタイル。
キープするのに手ぐしも通せる。
バックステージのプロも愛するスタイリングシリーズ。

自然な根元の立ち上がり、毛流れを軽やかにキープ ツヤ感と動きのあるやわらかなスタイルに

毛先までツヤとまとまりのあるやわらかな束感を

ツヤ感のあるスタイルをしっかりキープ

ローションミスト 190mL　メーカー希望小売価格：1,600円［税抜］ ジェル 150mL　メーカー希望小売価格：2,000円［税抜］

グロスワックス 50g　メーカー希望小売価格：1,900円［税抜］

ジェル 200mL　メーカー希望小売価格：2,200円［税抜］

FIX DESIGN （フィックス  デザイン）

ツヤ感溢れるスタイルをキープ

ローションミスト 200mL　メーカー希望小売価格：1,600円［税抜］

セット力

セット力

セット力

WEB （ウェブ）

毛先に動きのある無造作な束感を

ファイバーワックス 150g　メーカー希望小売価格：2,400円［税抜］

セット力

スプレー 222g　
メーカー希望小売価格：2,000円［税抜］

セット力

セット力セット力

2016年ビッグトレンド　“パートナーとの共有”

WEBの魅力
ドライな質感ながら、のびが良いので扱いやすい
です。巻き髪の動きも強調されるし、カールのもちが
良くなるのでパーマスタイルにもおすすめ。無造作
な毛先の動きと束感を与えてくれます。

雑誌でも始まった
“パートナーとの共有”機会の創出
ーSTORY for COUPLES（光文社）ー

人気企画だった「メンズＳＴＯＲＹ」が、１０月
３１日に『STORY for COUPLES』として本誌
と同時に単独刊行。「奥様（女性）が買って
きて、ダンナさま（男性）にも読ませる」新しい
ジャンルの夫婦共読雑誌。

ファッションのトレンドはパートナーとの
共有を後押しする“ジェンダーレス”
女性がボーイフレンドのデニムを借りてコーデに取り入れたボーイフレンド
デニムがセレブの間で大流行中。また、今ランウェイを騒がしているのは
男性らしさと女性らしさの垣根を越えたジェンダーレスアイテム。

LUMI CONTRÔLEの魅力
手の平での伸びもよく、髪の毛に馴染ませやすい
です。ツヤ感が持続するのと香りがいいのも魅力。
ウェブと混ぜて使うと、セット力＆ツヤ感が１度に
出るのでおすすめです。

PLIの魅力
最大の魅力は、自然な質感。ほどよいセット力があり
ながら、ミスト特有のウェットな質感があまり出ないと
ころがいいですね。ミディアム～ロングヘアの方に
も使いやすいと思います。

FIX DESIGNの魅力
スタイルをしっかりキープしてくれるのに、パリッとした
硬さがあまり出ないので、ナチュラル志向の方にも
おすすめ。キープスプレーの代わりに使うと、より
自然な状態に仕上がります。

ZA/ZA 
aoyama

トップスタイリスト 

斉藤弘之さん 

スタイリスト 

田邉真之助さん 

QUEEN’S　
GARDEN　
by K-two GINZA

トップスタイリスト 

高橋学さん 

GINZA 
PEEK-A-BOO
中央通り店

FIX MOVEの魅力
一般的なジェルやグロスに比べ使用感が軽いの
で、ふんわりとした動きや抜け感を表現できます。
レイヤースタイルやアイロンなどの動きをいかして、
ウェット感を楽しみたい方におすすめです。

FIX MAXの魅力
ベタつきが少なく使用感が軽いので、ジェルのホールド感と
ボリュームが両立可能。伸びが良く、指先に少量取って薄づけ
すると、スプレーで固めるより自然なホールド感を長時間
キープしてくれるので普段ジェルを使わない方にもおすすめです。

パートナーと共有するスタイリングシリーズ

AIR FIX

理想のスタイルを
かちっとキープ

（エアー  フィックス）
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お客様が自然と目を留めやすい
場所でこまめにアピール

セリオキシルのアピールポイントを
POPでわかりやすく紹介

無料で行なった頭皮チェックが
デンサー ヘア人気の火付け役に

使用感をすぐに試せるように
セット面にテスターをスタンバイ2 3

お得な「コンフィデンス キット」の誕生で売上が加速！

頭皮ケア意識の高まりにフィット！
発売以来、記録的なヒットを飛ばし続けるセリオキシル。人気の理由や製品の魅力、効果的なアプ

ローチ方法などを探るべく、売上をグングン伸ばしている東西2サロンを訪問。10月末〜12月に実施

された「セリオキシル コンフィデンス キャンペーン」の反響もお聞きしました。

グランヘアー ヘアーメイクワシントン

デンサーヘア愛用者のほとんどが
キットにも興味を示して即購入

美容師として、デザイン提案や髪質を守ることはもちろん、

それ以前にスカルプケアに力を入れたいという思いが

ずっとありました。だからこそ、セリオキシルが登場したときは

「待ってました！」という気持ちでしたね。導入時にスタッフ

全員が試して感じた、「すっきり感がある」「洗い上がりが

気持ちよい」などのリアルな実感を、製品の効果や特徴

とともにお客様にお伝えしています。

ターゲットを特に絞り込まず、一人ひとりのお客様に合わせて

皆さんにお声がけしているのですが、お一人に説明して

いるとお隣の方も興味を示され、おふたりとも購入されると

いうことも。年齢や性別を問わず、誰もが頭皮や髪のお悩みを

少なからず抱えていると思います。「頭皮が少し赤くなって

いますね」「カサついているようです」など、一人ひとりの

状態にいち早く気づいてさしあげることでお客様との信頼

関係をつくり、そのうえで製品をおすすめしています。

今回の「コンフィデンス キット」はお得感がある点と、システマ

チックなケアをおすすめできる点が大きなメリット。まずは

キットをご紹介して、「シャンプーは今使っているものでいい」

という方には、実は単品もありますよとお伝えしています。

予約開始の時点で反応を示されたお客様もたくさん

いらしたので、奥田店では１日に約３セットとなかなかのハイ

ペースで売れています。現在までに※奥田店で72セット、

グループ全体（43店舗）では計572セットの販売数を

記録中。キットをリピートしたいという方も続出しそうな

予感です。 ※2015年11月30日時点

ヘアーメイクワシントン 奥田店
店長 三島將貴さん

お客様のお悩みや興味を見逃さず
一人ひとりに合わせてアプローチ

北海道旭川市豊岡７条10丁目8-13
スタッフ数／６名、セット面／7面、シャンプー台／3台

GRAN HAIR 豊岡店 岡山県岡山市北区奥田本町1-1
スタッフ数／４名、セット面／５面、シャンプー台／２台
グループ全体／43店舗

hair make Washington 奥田店

待合いスペースのテーブルや壁、セット面など、
お客様の動線上にPOPや製品写真の拡大コピー
を設置。お客様の目に留まるチャンスを増やした。

お客様とのコミュニケーションツールとして、製品
の見本やPOPが活躍。

マイクロスコープを使った
頭皮チェックが、頭皮ケア
の必要性に気づくきっかけ
に。自然とセリオキシルの
トライアルにつながり、なか
でもデンサー ヘアは多くの
お客様の支持を獲得。

2

Sa
les Point

「コンフィデンス キット」の
見本＆POPをセット面近くに 3

Sa
les Point

セリオキシル掲載誌のコピーや
テスターをわかりやすく展示

セット面に案内されてすぐ、キットの見本やPOP
に目を留めるお客様が多いそう。そのタイミングを
逃さずキャッチして製品説明につなげる。

「現 物をさわって
もらうのが 一 番 」
と、セリオキシルの
テスターをすぐ手が
届くところに。雑誌
の記事も活用しな
がら使用量や使用
感をリアルに伝え、
興味・関心を深めて
もらう。

お客様の頭皮や髪で実際に使用感を試していた
だきながら、製品を目の前に置いたり、ボトルを
手に取ってもらったり。自然と購買意欲をアップ。

店販売上を
UP！

コンフィデンス キットで

「コンフィデンス キット」を初めて手にした時、これは売れる、

と直感しました。セリオキシルを既に経験済みの方にも、

新規の方にもおすすめしやすいからです。デンサー ヘアの

継続に迷いが出始めた方へは、「ライン使いがおすすめ

です 」とプッシュすることもできます。キャンペーンが

始まるとやはりお客様の反応が非常に良く、豊岡店では

１週間で約25セットを販売。1ヶ月強で約90セットを

販売しました。

セリオキシルの魅力は男女問わず使いやすく、質感変化

などの効果が実感しやすいところ。近年、女性の育毛が

注目され、頭皮ケアへの意識が高まっているため、セリ

オキシルをおすすめしやすい時代になっていると言えます。

購入者の約７割が女性。幅広い世代に売れています。

20代は「将来のための予防」、30代は「根元ふんわり・

抜け毛予防」、40代以上は「発毛促進」と、悩みや目的は

さまざま。本気度の高い30〜40代のお客様には、まとめ

買いをおすすめしています。買ったからにはお手入れを

続ける→結果が出る→リピート、という好スパイラルが

期待できるからです。

トークのカギは、「ロレアル独自成分ステモキシジン＊1が

配合されていること」「自分やスタッフの体験談」「ほかの

お客様の体験談」の３つ。特に体験者のクチコミはか

なり響くようです。また、一度購 入経験のある方には、

継続を後押しするためのコミュニケーションもしっかり

と行なっています。セリオキシル＊2を使用して『抜け毛

が減った』『髪のボリュームが出てきた』など、効果実感

をフォローすることでリピートにつなげています。

グランヘアー 豊岡店
店長 吉岡拓人さん

SERIOXYL SALES PROMOTION

＊1 ルチジン酸ジエチル（健やか成分）  ＊2 セリオキシル YTH ローション（医薬部外品）を含む  
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今回の目玉製品として
ディスプレイでアピール

朝・昼・夜どんなシーンでも
様 な々シーンで使えることをご説明

気軽に試せる待合スペースには
販促ツールをセットに

最後は実際に体験して
自宅で使っているイメージを共有

GRACE YOKOHAMA PORTA

朝

昼

夜

洗い流さないヘアトリートメントの新常識＊！

時代は“ミスト”でカラーヘアケア
シリーズ最大のヒットアイテム「ビタミノカラー A・OX ミスト」。カラーをしているお客様の

美しいカラーヘアの 保 護はもちろん、寝グセ直しやブロー前 にも使えると、その

オールマイティさに注目が集まっています。

毎年12月には、お客様へ1年間の感謝の気持ちを込めて

“ヘアケアキャンペーン”を行っています。今年は創業

50周年ということもあり、スタッフの気合いも十分。ご購入

金額に応じてバスキットやヘアクリップなどが当たる

くじびきや、シャンプー無料体験など、お客様はもちろん

スタッフやお店全体で盛り上がっています。

今年の目玉として大きく打ち出しているのがビタミノ

カラー A・OX ミスト（以下ミスト）です。時期的に新製品

ということもありますが、何よりミストという新しい形状の

インパクトが強い。今まで洗い流さないヘアトリートメント

はオイルやクリームなどテクスチャーによって好みが

分かれていました。でもこのミストは、年代・髪タイプ・

ライフスタイルを問わず様々なシーンでおすすめできる

のが大きな魅力です。

ご年配の方はオイルの重い使用感に抵抗がある方が

多い中、サラッとしているミストは、今使っている洗い

流さないヘアトリートメントと併用も可能。テクスチャーの

かぶりがありません。万人受けする華やかなローズの

香りも幅広い世代に人気のポイントですね。

最大のヒットポイントは、朝の寝グセ直しに使えること！ 

寝グセを直さない女性はいないですよね(笑)。実は今まで

市販のミストを使っている方が多かったんです。美しい

カラーヘアをキープすることに加え、アイロンの熱からも

守ってくれるなどという付加価値がいくつもあるこのミスト。

まさに美容師、お客様共に待ち望んでいた製品ですね。

㈲サロン・ド・ボーテ・グレース
代表取締役 松野功明さん

 “寝グセ直し”などの付加価値を切り口に 
年代・髪タイプを問わずヒット中です

神奈川県横浜市西区高島2-16 
横浜駅東口地下街ポルタ内
スタッフ数／20名、セット面／8面、シャンプー台／5台

美容の館グレース 横浜駅東口ポルタ店

VITAMINO COLOR A・OX SALES PROMOTION

エントランスや、窓際など
目立つところにミストを
ズラリと並 べて置く。
美しいディスプレイにヘア
ケアキャンペーンへの
期 待 度も高まる。まず
はミストの存在を知って
もらうことが大切。

オイルやクリームは夜につけることが多いが、ミストは夜
に洗い流さないヘアトリートメントとして使うだけでなく、
1日中役割を変えて活躍。10in1ならではの良さをご説明
して、具体的な効果を知ってもらう。

手軽にシュっと寝グセ直し
アイロンの熱からプロテクト

寝ている間もうるおいキープ
ツヤ髪ヘアトリートメント

メイク直し感覚で
まるで朝の仕上りのよう

実際にどんな製品なのか、
突然スタッフが説明する
と身 構えてしまう人も
多 い 。イラスト入りで
分かりやすく、思わず
手に取りたくなる販促
ツールは、ミストへの興味
の有 無をチェックする
のにも◎。

訴求力の高い香りは、実際に試して頂くのが1番。フィニッ
シングのブロー前に使用して、ドライ後は触って手触りを
チェック。ツヤやかでやわらかくなめらかな仕上がりを
実感し、購入へとつなげる。

50周年という節目の年のヘアケア
キャンペーンでこのミストと出会え、
私たちスタッフのモチベーションも
アップ！ お客様からも香りや手触り
の良さで大好評です。

1965年11月

1997年 4月

2007年

2011年

2016年

：創業 横浜市中区に関内店オープン

：フランス政府よりフランスの文化を広めたとして勲章を受章

：カラートロフィー チャンピオンアワード受賞

：パーマトロフィー ジュニアスタイリスト部門優勝 カラー・パーマWチャンピオン排出サロンは全国で初

：相鉄ライフ内に2店舗をオープン予定、計11店舗を構える

Comment

GRACE“ヘアケアキャンペーン”のスターアイテム

ビタミノカラー A・OX ミスト 売上倍増の秘訣4
興味を
持つ

効果を
知る

実感
＆

納得

手に取る

ロレアルと歩んできた50 年 History of GRACE 

昨年11月、50周年を記念して、横浜ポルタ内
にてヘアショーを開催。冬の新作スタイルの発表
や、抽選会など長年のお付き合いであるお客様
への感謝が伝わる大盛況の催しとなりました。

50周年記念ヘアショー

グレース横浜ポルタ

700本！
1.5ヵ月間で

累
計

＊ グレース9店舗計

　2015年11月～12月中旬
＊ ロレアル プロフェッショナルとして



10in1で
カラーヘアに様々なシーンで活躍するミストスプレー

ビタミノカラー A・OX ミスト

 ビタミノカラー A・OX ミストが
　　　　BEAUTY AWARD
アウトバスヘアケア金賞を獲得！

カラーヘアをいたわりながら、ダメージから守る。
10in1の効果。やわらかでなめらかな仕上がりに。

〈洗い流さないヘアトリートメント〉

190mL / メーカー希望小売価格2,800円（税抜）

COLOR SPECIALIST 
DEGREE

カラー技術者の感性とスキルを飛躍的にアップさせる、
7ヵ月間特別セミナー

色を操る力、似合わせの感性、

デザイン力など『表現力の根幹』を

向上させます。

７ヵ月間にわたるセミナーを修了した
ロレアルカラースペシャリストの旅立ち。

行動心理学に基づいた

効果的なコミュニケーションの

手法を学び、

顧客満足度を向上させます。

表現力

カラースペシャリスト
ディグリーとは？

カウンセリング力

発想力

人間力を磨く

イマジネーションはどうすれば

豊かになるか？『発想の壁』を

取りはらうレッスンを行います。

人を魅了する人間性とは？

スタッフ教育にも関わるテーマで、

意識改革を起こします。

質問力と発見力を鍛錬し、伝える技術、

プレゼンテーション力を向上させます。

2015年11月10日。東京・代々木のロレアルアカデミーで、「カラー
スペシャリストディグリー」の卒業式が催されました。卒業証書の授与、
2015年首席者発表などが行われました。全国の実力サロンから参加
された卒業生の皆さんは7ヵ月間の交流を通して親交が深まり、セミナー
修了の達成感と高揚感の中、最後の別れを惜しみました。
首席者は㈱ニューロード ヘアークリアー 下山 亜楠さんが選ばれました。

伝える技術

【 期 間 】 全10日間
① 4/11（月） ② 12（火）　③ 5/23（月） ④ 24（火）　⑤ 6/27（月） ⑥ 28（火）
⑦ 7/25（月） ⑧ 26（火）　⑨ 8/22（月） ⑩ 23（火）　　

【 会 場 】 ロレアル東京アカデミー
【 時 間 】 10：00〜17：00　
【 定 員 】 15名（限定）　

カラースペシャリストディグリー

サロンカラーの価値を創造し、
さらに多くのお客様に支持されるために
必要な５つのポイントを習得できます。

カラースペシャリストディグリー２０１５卒業式

COLOR SPECIALIST DEGREE 2016 開催決定
【 受講費 】 一般　¥100,000　 ロレアルパートナーサロン様 ¥80,000　
　　　　　　　   ★教材費、ウィッグ5台含む

【 対象者 】 スタイリスト以上、カラ―リストの方も受講可能

※詳しい内容等に関しては、別途案内書にてご案内致します。

時代の変化に合わせて、常に進化し新しいトレンド

を提案する女性誌、GINGER。女性ファンが多い

このファッション誌が年に2回ベストコスメ大賞を

選出。美容家、編集部の厳選なる審査だけでは

なく、全国７,２００人のＧＩＮＧＥＲモニター読者と

読 者モデル美GINGERが参加するリアリティの

ある美容賞です。

GINGER BEAUTY AWARD とは？

＊ 2015年12月号掲載

支持された理由！

10in1だから
時短ケア

ミストだから
ベタつきにくい

これ1本で忙しい日でも
シュッとするだけで美しい
カラ―を守れます。

インバスアイテムが充実
しているのもの安心できる
ポイントです。

ケアされるのにミスト
ならでは の 軽さが
好評です。

美しいカラーヘアを
守るラインナップ



全店でいい結果を残せて、本当に嬉しい
です。スタッフ全員の「絶対に成功させ
よう」という強い気持ちが、完全勝利へと
導いてくれたのだと思います。とはいえ一番
の成功の理由は、たくさんのお客様が
撮影に協力してくれたこと。何よりもまず
これに尽きると思います。

若いスタッフを中心に、強い気持ちで
イベントに臨めたのが、全国2位という
素晴らしい結果につながったのだと思い
ます。今回の企画を通して、SNSを上手に
活用していこうという意識が高まりました。
この姿勢を忘れずに、日々のサロンワーク
に臨んでいきたいです。

いいスタイルをつくり撮影することが、単純
に楽しかったです。最後はグループ店どうし
での争いになったので、他の店舗には
負けたくないというライバル心も生まれ
ましたね。一致団結することの大切さを、
あらためて実感できました。ご協力いただ
いたお客様にも感謝です。

まずは協力してくれたお客様に感謝。
スタッフ全員で取り組めたことが好結果
につながったのだと思います。この企画の
おかげで、パーマを楽しく提案することが
でき、お客様にも喜んでいただけました。
今後はサロン主体でもインスタグラムを
活用していきます。

ASCH 檀
だんけいとおり

渓通店
愛知県名古屋市昭和区檀渓通3-7
tel.052-842-1172　

ASCH 名
めいえき

駅店
愛知県名古屋市中村区名駅2-45-19 
桑山ビル1F
tel.052-561-6226　

Rich
福岡県福岡市博多区住吉3-5-17-202
tel.092-292-7210

ASCH 八
やごと

事店
愛知県名古屋市瑞穂区弥富町清水ケ岡41
tel.052-861-7017　

ASCH 滝
たきのみず

の水店
愛知県名古屋市緑区上旭2-105
tel.052-892-6100　

たくさんのサロンさんが参加する中で、全国１位になれた
ことを、とても嬉しく思います。目的や目標に対して
「どうすれば楽しんでやれるか?」を考えながら進めれば、
おのずと良い結果に結びつくのだということを学び
ました。実際、パーマスタイルを提案しインスタグラムに
投稿するという企画趣旨を、スタッフ全員が純粋に楽しめ
たのが勝因だといえる気がします。
これからも「お客様に喜んでいた
だく」という最大の目標を実現する
ために、美容を楽しんでいきます。

野尻彩子さん

伊藤志保さん

谷口聖児さん 渡部恵美さん

投稿数ランキングは名古屋ASCH様 が上位を独占!

近藤和輝さん

大きなリッジ感が出るので気に
入ってます!

「コスメパーマ」カーリアのここが好き ！

仕上りの指どおりが
よく、質感も艶やか!

ぷるんとしたカールが、
お客様にも好評です!

トレンドのふんわりスタ
イルをつくりやすい!

リッジ感や手触りも良く
お客様のリピ率も高い!

「コスメパーマ」
 カーリアのここが好き ！

「コスメパーマ」
 カーリアのここが好き ！

「コスメパーマ」
 カーリアのここが好き ！

「コスメパーマ」
 カーリアのここが好き ！

インスタグラム
キャンペーン！

TOP3こちらのキャンペーンで　　　　位までを獲得した
サロン様のスタイルが2/12（金）発売の「ar」 に掲載されます！

1 32
1 32

1 32
1 32

1 32
1 32

1 32
1 32

4 32
4 32

ぷるん
延べ365件のサロン様が投稿した

ぷるんカールの実例写真がインスタグラムをジャック!!
ご参加いただいたサロンの皆様、本当にありがとうございました!!

#ASCH檀渓通

#LPぷるんカール #itwavescollection

#curlia #ロレアルプロ

#カーリア

#perm

#テクニアート
#lorealpro

#ASCH名駅 #Rich

#ASCH八事

カール instagram

#ASCH滝の水

コスメパーマ「カーリア」×「テクニアート IT Waves Collection」でつくる



参加者全員が、フォーマルスタイルで。映画祭で有名

なパレ・デ・フェスティバルで、60以上の参加国の

2,500名以上の美容師とカンヌを実感。

フェス風のドレスコードで参加者全員が統一。

カンヌの雰囲気を堪能し、世界有数の美容師の

ショーを観覧。

美容界の巨匠によるトークセッションとショー。美容

に携わる者として、世界中の女性、男性ともに

もっと、幸せになれるように取り組まないといけない

と、あらためて考えるセミナー。

束の間の気分転換とフランスの歴史を感じる観光

タイムで南仏を堪能。

パルム ビーチ ホテルのカジノを貸し切っての豪華

ディナー。フランスを本社に構えるロレアルだから

こそできる演出。

T O N I & G U Yで展 開しているカットテクニックを

モデル展示を通じて紹介。幅広い世代、各国の

美容師から支持される。

パートナーサロン サポートの目玉、パリ研修ツアー。

昨年は特別にフランス カンヌで開催されたロレアル プロフェッショナル ビジネスフォーラム2015に、世界各国の美容師が参加。

日本からは総勢68名が参加しました。

PA R T N E R  S A L O N  T O U R  i n

ウェルカムカクテル・ディナー
Chapter.1

コーチェラスタイルでのショー参加
Chapter.2

トークセッション・ショー
@パレ・デ・フェスティバル

Chapter.3
観光@ニース＆モナコ公国

Chapter.4
貸切ディナー

Chapter.5

ロレアル プロフェッショナル　パートナーサロン様 カンヌ研修旅行

C A N N E S
ショーやクラスルームでは、
スタンディングオベーションが
巻き起こるなど、世界各国の
美 容 師による熱い空 気に
包まれた。

一行が宿泊したのは、超一流
5つ星のインターコンチネンタル 
ホテル カンヌ カールトン。

会場はパレ・デ・フェスティバル 
（Palais des Festivals）
カンヌ国際映画祭が開催され
る場所で昨年にリニューアル
された建物。ここでイベント、
セミナーが開催された。

H air Show by

Hidetoshi Saiga
マスタークラス カット by 雑賀さん




