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＊1 Vカラー A•OXヘアクレンジングクリーム：メトキシケイヒ酸エチルヘキシル（紫外線吸収剤）、
　　ネオヘスペリジンジヒドロカルコン（保護成分）、酢酸トコフェロール（製品の酸化防止剤）、
　　ベヘントリモニウムクロリド（保護成分）、パンテノール（コンディショニング成分）
　　リスアンリミテッド ヘアクレンジングクリーム：プロケラチン※（毛髪補修保湿成分）、ククイナッツオイル（毛髪保護成分）
　　月見草オイル（毛髪保湿成分） ※アルギニン、セリン、グルタミン酸、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解コムギタンパク
＊2 販売名：Vカラー A•OXヘアクレンジングクリーム　＊3 販売名：リスアンリミテッド ヘアクレンジングクリーム

洗い過ぎ習慣、改めない？！
繊細に傾いた髪と頭皮に

“トリートメントで洗う”という新習慣。
髪本来の美しさを優しく守る、感触マイルドなクレンジング クリーム。

プロフェッショナル成分＊１配合。
カラーヘアを守る＊２。 まとまりにくい髪になめらかさを＊３。

ロレアル プロフェッショナル
からの新提案
サロンビジネスに役立つ
成功サロンレポート
ロレアル先進研究の賜物
サロン業界の未来を拓く
人財育成プログラム
イベントレポート

SNSを活用して、最新情報やトレンドのトピックを発信中!!

https://instagram.com/lorealprojp

インスタグラム 
（＠lorealprojp）

http://www.facebook.com/LorealProfessionnel.jp
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Bu



ファッションショーから発信される、
最新のヘアトレンドを続々ご紹介。
ヘアとファッションのマリアージュを

感じることができます。

DIGITAL CONTENTS

HAIR TREND news

ロレアル プロフェッショナル デジタルコンテンツ

ロレアル プロフェッショナルのオフィシャルウェブサイトでヘアトレンドニュースやイベントレポートなど、多彩な情報を配信中。
2017年からは、サロン様にこそ知っていただきたい情報をUNIQUEに集約。
お客様にもご覧いただきたい情報はタイムリーにオフィシャルウェブサイトへ掲載いたします。両方チェックすれば、より深い情報をGET！
新たな取り組みである『動画 de UNIQUE』もご活用いただき、ウェブサイトもぜひご覧ください。

5step4step3step2step1step
レポート記 事 に
はヘアに関する
情報が満載！

そのままウェブ
サイトのレポート
記事へ！

自動的にムービー
がスタート。

アプリを起動した
状態で、スマートフォン
を写真にかざす

AppStoreもしくは
GooglePlayで、
COCOAR2を
ダウンロード

Hair Color IS THE NEW MAKE-UP
“ヘアカラー ＝「第2のメイクアップ」”へ

INSPIRATION BOX
新時代のサロンカラーを考える

“髪を洗う”にもっと自由な選択肢を！
セリエ エクスパート クレンジングクリーム発売

「ステモキシジン」をおさらい

プロファイバー導入による売上UP事例

ミシック オイルの魅力を伝えるコツ

IDアーティスト / カラースペシャリストディグリー

ロレアル プロフェッショナル
ビジネスフォーラム2016 in リスボン

中二会×プロファイバー 初のコラボヘア
ショーが開催！ “This is 中二会”

TONI&GUY JAPAN×マリーナベイ
サンズ "BEYOND EXPECTATIONS"

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。2017年より私たちは、「LOVE 

SALON化」プロジェクトを立ち上げていく所存です。ヘア

サロンが消費者のお客様にとって2〜3か月に一度メンテ

ナンスを行うために「行かなければならない場所」になって

いることに着目し、サロンでしか手に入れることのできない“美”

や“ワクワク感”を求めて消費者が積極的に、そしてより頻繁に

「行きたい場所」になるよう、マーケティング・教育の提案を

刷新してまいります。マーケティングに於きましては、パートナー

サロン様のビジネス向上のため、新たな高付加価値メニュー

の提案、ヘアのプロフェッショナルが勧める「新たな習慣」

の提案、及び、デジタルコミュニケーションを中心に、これらの

プロフェッショナルならではのメニューに対するサロンへの

誘導活動を積極的に行ってまいります。教育に於きまして

は、「人財育成プログラム」をさらに強化し、よりきめ細やかな

プログラムを展開し、ラブサロンの実現のためのラブスタイ

リスト育成にフォーカスをし、「サロンビジネス向上」を高める

ように推進してまいります。ロレアル プロフェッショナルの

ブランドステイトメントは英語で“Unleash the Star in you”

です。あなたの中のスター性、つまりあなたならではの個性、

美しさや魅力を引き出すという意味です。このブランドステ

イトメントの下、パートナーサロンのスタイリストの皆様

のスター性を更に解き放つため、今年度からスタイル＆カラー

トロフィーの世界大会に参加することを決定しております。

また、2年に一度開催してきたカラートロフィー ジャパンも

2017年以降は毎年開催する旨を決定いたしました。

私たち、ロレアル プロフェッショナルは、パートナーサロン様の

ビジネス向上のサポートを主たるミッションとして掲げて活動を

してまいります。営業面で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「LOVE SALON

化」の実現に向けて、事業部一同で尽力する所存です。

2017年も全国各地で皆様とより多くの時間を共有できる

ことを楽しみにしております。本年度もパートナーサロンの

皆様と共に一層飛躍することを目指し、新年のご挨拶と

させていただきます。

ロレアル プロフェッショナルからの新提案04

ロレアル先進研究の賜物22

サロンビジネスに役立つ成功サロンレポート16

サロン業界の未来を拓く人財育成プログラム24

イベントレポート26
日本ロレアル株式会社
プロフェッショナル プロダクツ事業本部
ロレアル プロフェッショナル事業部
事業部長

鬼頭 亜紀子
ロレアル プロフェッショナル ビジネス
フォーラム2016 in リスボン（ポルトガル）

EVENT report ロレアル プロフェッショナル主催のイベントや、ニュースなどもタイムリーにウェブサイト上でご紹介中！
参加できなかった方にもイベントの概要がわかるよう充実のコンテンツをご用意しています。
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下記掲載の写真にスマホを

かざすと、スペシャルムービー

をご覧いただけます!

イベントや
ショーのレポートを、

タイムリーに
掲載中！

COCOAR2（ココアルツー）アプリを立ち上げて、写真にスマホをかざすとスペシャルムービーが視聴
できます。動画終了後はそのままウェブサイトのレポート記事へ！（ムービーをSkipすることもできます）動画 de UNIQUE L INE UP

動画 de 
UNIQUE
はじめました!
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18歳：女子高生・ギャルブーム

33歳：西海岸ライフスタイルブーム

23歳：カリスマ美容師ブーム、ギャル系アイコンが次々に登場

40歳（現在）

28歳：20代後半がターゲットのギャル系マインド誌創刊ブーム

Hai r  Co lor  IS  THE NEW MAKE-UP

“ヘアカラー =「第2のメイクアップ」”へ

ヘアスタイル
変更提案を
受けたお客様

おしゃれヘアカラー世代が生まれた背景-1977年生まれの方の一例

大切なのは、サロンからお客様へ提案すること

これからのファーストグレイ世代の特徴

お客様がサロンのグレイカラーで重要視しているのに、まだ満たされていないポイントは?

ますます要求が高まる“おしゃれヘアカラー世代”

実際に
スタイル変更を
されたお客様

そのスタイル
変更に満足された
お客様21%

色持ち1. 髪へのダメージ2. ツヤのある仕上がり3.

81% 90%

これからのグレイカラー顧客として重要な現35〜43歳のお客様は「ポスト
バブル世代」。消費に対し、より厳しい眼をもっています。

ヘアに関するサロンからの提案は、まだまだ少ないのが現状です。
しかし、提案した場合お客様は受け入れ、満足していただける傾向にあります。

●現在のグレイカラー層よりはるかにヘアカラーの経験値が豊富。
●おしゃれにヘアカラーは欠かせないと思っており、トレンド意識も高い。
●加齢に伴う髪の傷みや髪質の低下にも気遣いたい。

ロレアル プロフェッショナルからの 新提案

テクニックを駆使したパーソナライズ
されたヘアカラーを実現するための
製品やトレンドカラーはあるものの、
単色で染める、色は無難な“ブラウン”
というお客様が多い。

毎日気を遣い、ファッション、気分、TPO、
季節などに合わせて楽しんでいる。
しかも、雑誌やSNSで話題になって
いるアイテムやテクニックを使って、皆が
こだわりを持つのは当たり前。

人の印象を決める要素として、ヘアカラーはメイクと同じくらい重要。
ロレアル プロフェッショナルは、お客様の「やりたい!」「欲しい!」にもっとお応えできるよう、
プロのみが実現できる新たなヘアカラーサービスを、美容師さんと共に提案していきます。

ヘアカラーとメイクには、4つの共通ファクターがあります

1
2
3
4

流れが早く、多いトレンド
洗練されたテクニック
理想の仕上がりには多くの製品が必要

“超”パーソナライズされた色と質感

しかし現状はというと...

支給希望

「平成26年10月1日現在人口推計」（総務省統計局）
（http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001132435）を加工して作成

※伊藤忠ファッションシステム株式会社調べ（ifsオリジナル世代論・1990
　年代中盤より経年でリサーチを行い、世代別志向性を分析している）

※ロレアル調べ（N＝3,016）

サロンへの要望が非常に高く、厳しい眼にかなうクオリティの高い製品やサロンでしか手に入れることのできないプロならではの
ヘアカラーテクニック・サービス、ファッションカラーと境のないヘアカラー提案をご提供することが、ますます求められていきます。

※NBBAサロンユーザー調査2015年度

MAKE-UPHAIRCOLOR



Hai r  Co lor  IS  THE NEW MAKE-UP

ロレアル プロフェッショナルからの 新提案

Press Association/アフロ

メイベリンも
コントゥアリング用

メイクアイテムを
発売！

ELLE ONLINEにも掲載！

全世界で話題沸騰中のメイクアップテクニック…
それが「コントゥアリングメイク」。ハイライトとシェーディングを駆使した
まるでマジックのような劇的Before/Afterのメイクアップテクニックです。

火つけ役は
お騒がせセレブ
として有名な

キム・カーダシアン

今注目のメイクトレンド＝コントゥアリングメイクとは...

6week 6week 6week 6week 6week

Crystal Pictures/アフロ

引用元：MAYBELLINE 
         NEW YORK

引用元：ELLE ONLINE

ロレアル プロフェッショナルでは、コントゥアリングへアカラーをサロンで
実施していただくためのセミナーやツールをご用意。詳しくは担当営業まで。

□ ふっくらした頬、丸いあご、
　 丸みを帯びた生え際が特徴

□ 顔の幅と長さがほぼ等しい

□ 優しい印象を与え、
    実年齢より若くみられる

 特徴

丸顔さん

まず春夏はお客様の顔型　　　　　 　を理想と言われる
「たまご型　 」に演出するテクニックからトライ！

CONTOURING
メイクからインスパイアされた新ヘアカラーサービス  〜コントゥアリングへアカラー〜

by

光（ライティング）と影（シェーディング）で
顔周りの印象をドラスティックに変えるヘアカラーメニュー

コントラストを巧みに利用したテクニックで、さまざまなスタイルが楽しめるように。
シーズンごとに旬のテクニックを提案します。

例えば・・・

「コントゥアリングへアカラー」テクニックとカラーレシピ「トレ
ンド•カラーパレット」を、シーズンごとに年3回ご用意。サロン
スタイリストとコラボした“6週間＊21サイクル”で、サロン様の
年間提案をサポートします。

イメキシン

＊1 ロレアル プロフェッショナルにおいて　＊2 当社調べ。個人差があります。　＊3 塩酸ヒドロキシプロピルビス（N-ヒドロキシエチル-p-フェニレンジアミン）：トゥルー／クール／ウォーム／ウォームトープ／ベージュ／ラベンダーアッシュブラウンに配合

新たなヘアカラーシステム＊1

“6週間＊21サイクル”

ヘアカラーにはプロによるプロならではの提案が必要

春夏レシピ サマーレシピ 秋冬レシピ
コントゥアリング リタッチ リタッチ リタッチコントゥアリング コントゥアリングコントゥアリング

※写真はカット/カラー/スタイリングを含めたイメージです。

新アルーリア ファッショングレイには、ロレアルのみが使用
可能な独自染料IMEXINE OAX＊3配合。6週間＊2色みが
長持ちするからこそ新サイクル提案が可能に。

丸顔さん 面長
さん

三角顔
さん

〈年間提案例〉



ロレアル プロフェッショナルからの 新提案
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LOAVE
Jin Miyago

salon dakotaHiedechika Kotani

東京新時代

わがままで魅力的な大人たちへ

おしゃれについて、考えてみない？

特集：美容師の提案力がカギ！

nanuk
Masahito Sano,Shinji Tsuzaki 

peopleTadakatsu Isobe

T O K Y O  N E W  W A V E  2 0 1 7

新時代の
サロンカラーを考える
お客さまが求めているのは、美容師のアプローチ。
ひとりひとりの髪の悩みに寄り添いながら、期待を超えるような提案をすることが求められています。
新「アルーリア ファッショングレイ」や、メイクアップ発想の“コントゥアリングヘアカラー”を使った
新しいサロンカラーサービスを考えてみませんか。

今回の対談は、
雑誌「プレッピー」との
連動企画。ぜひ最新号と
併せてご覧ください。

MARBOH

前原 穂高
坂狩 トモタカ

岩上 晴美

MAGNOL iA代表

小林 忠
Granmash代表

Violet代表
AnZie代表

Kakimoto arms
ヘアカラーマネージャー

Hai r  Co lor  IS  THE NEW MAKE-UP



ロレアル プロフェッショナルからの 新提案

IN
SPIRA

TIO
N

BOX by

メイクアップ発想のヘアカラー“コントゥアリング”
新しさもあって、考えるだけでワクワクする

問題なのは、ファッションカラーとグレイカラーを
区別して考えてしまっている美容師の意識

−−−− 女性のヘアスタイルやヘアカラーへの関心について、
　　　　 サロンで感じることは？

MARBOH：僕が最近聞いて興味深いと思ったのは、“化粧品よ

りも髪に時間とお金をかけるようになった”というお客様の話。30

代でも“年齢は髪に出るから”“10年後を見据えて”って言うんで

すね。そういう女性たちのヘアにはツヤ感が求められるので、

ブラウンベースの髪をどうくすませずにツヤに変化させるかが大事

になってくるなと感じています。

岩上：それってロレアル プロフェッショナルが提唱する“Hair color 

IS THE NEW MAKE UP＊＝ヘアカラーを第二のメイクに”って

ことですよね。

小林：僕はメイクもするんですけど、失敗したり自分のエゴが

強く出すぎるとメイクアップをしたはずなのに“メイクダウン”に

なってしまう可能性がある。ヘアカラーにおいてもそれは同じで、

美容師がお客様に寄り添っていないと“メイクアップ”は成立

しない。そこに似合わせと新鮮さが加わって“ニューメイクアップ”

になるんだと思います。

前原：確かに。メイクはセルフで行うことが多いけど、ヘアは

美容師が担当できることが多いので、変化させられる可能性を

より秘めていると感じます。顔よりも髪のほうが面積も多いで

すし、僕は髪がいちばん大事だと思ってやっています。30代の

うちからきちんと髪に向き合えば40代は絶対に変わるので、

30代の僕がそこを頑張らなきゃなと思っています。

岩上：頑張ってね！ 女性がいちばんきれいに見せたい時って

メイクをしている時じゃなくてすっぴんの時。その“素”の時に

自分の味方にできるのはヘアスタイルだから、その人をどんな

時もきれいに見せてあげられるヘアカラーを提 供したい。

だからこの“ヘアカラーを第二のメイクに”っていうメッセージに

は深く共感しています。特に大人の女性は、思い通りになら

ない白髪の悩みを解 決してほしいという思いが 強いので、

サロンワークではその部分をしっかりと確認します。

坂狩：どんなカウンセリングをするんですか？

岩上：私は女性カラーリストなので髪の悩みを打ちあけてくださる

方がとても多いんですが、今までは“白髪をどうしますか？”って聞く

のが苦手だったんです。でも今は“白髪をどうしたいのか？”と

ストレートに聞いてお客様の悩みを深く探り、その先に求め

るものを的確に把握するよう心掛けています。白髪はなじむ程度で

いいから今の明度はキープしたいのか、白髪をきちんとなじませたい

のか、白髪をなかったことにしたいのか。なかったことにしたい

人でもその先ずっと暗いままのヘアカラーを望んでいるわけでは

ないので、そこからのデザイン提案が必要になります。しっかりと

コミュニケーションをとり、将来への不安を一緒に解消していきたい

ですね。長期プランでディレクションをして、“1年後、こうなったら

いいよね”とか“もっと白髪が増えたらこうしよう”と話しています。

小林：素晴らしいですね。そんな大人の女性たちの悩みを解決

する方法のひとつが、コントゥアリング。コントゥアリングとは、

メイクアップをするように光（ライティング）と陰（シェーディング）

を顔まわりに入れて、印象を劇的に変化させるテクニックです。

坂狩：キム・カーダシアンが紹介したことでコントゥアリングメイク

は話題になりましたが、メイクアップ発想のヘアカラーって、

新しさもあって、考えるだけでワクワクします。

MARBOH：『MAGNOLiA』では“こぼれ髪”をテーマにしていて、

はらっと髪がこぼれる部分にデザインを入れて、コントゥアリング

と合わせてお客様の魅力を引き出すベストマッチングな提案を

しようと思っています。

坂 狩：ライティングやシェーディングをセオリー通りに入れる

のではなく、動いた時にきれいに見えるカラーを、僕も改めて

考えたいなと思いました。

−−−−今後のグレイカラーのあり方は？

坂 狩：僕のお客様は白髪染めの方がすごく多いんですが、彼女

たちには“暗くなるとくすむ、濁る”というマイナスイメージが根強く

残っています。それを払拭するような透明感のあるカラーを、1回

だけの施術ではなくプロセスを踏んで“育てていく”という形で提

案するのが僕のやり方。サロンワークで感じるのは、お客様が

求めているのは“美容師のアプローチ”だということ。ライティング

ひとつとっても知らない方もいらっしゃいますし、白髪染めでも

明るくできるということも充分には伝わっていない。まずはそこを

理解する必要がありますよね。

前原：坂狩さんのおっしゃる通りで、問題なのはファッションカラー

とグレイカラーを区別して考えてしまっている美容師の意識。

これだけカラー剤が進化した今、白髪染めっていうジャンル

なんていらないですよね。新「アルーリア ファッショングレイ」は、

“グレイが染まるファッションカラー”という感覚で使えるので、

グレイカラーが一歩前に踏み出したという実感があります。

小林：僕のお客様は、半分くらいが1カ月に一度いらっしゃい

ます。そうすると、美意識と来店頻度が高いゆえにどうしても

メンテナンス感覚になってしまう側面も…。その“いつもと一緒”を

美容師の提案で変えてあげたいと思っています。そのために

必要なのが、新「アルーリア ファッショングレイ」。しっかり色が

入るのにクリアでツヤ感があります。「アルーリア ファッション」

と合わせてもファッションカラーの色味がしっかり感じられる

ので、提案の幅が広がりますよね。

坂 狩：赤みが抑えられていい色になります。グレイカラーは乾燥

しやすいイメージがありますが、ツヤ感も楽しめる。

岩上：分かります！ 発色や明度、色もちなど“もっとこうなったら”

と思っていた部分が、いい方向性になっていますよね。

前原：においがなく、混ぜやすくて、その上色もちがいい。全部が

ワンランクアップした感覚です。

MARBOH：“明るいファッショングレイ”が最近のキーワード

なので、7レベル以上でも根元がしっかり染まることがとても

大事。それを可能にした「アルーリア ファッショングレイ」の、

狙い通りの発色になる使いやすさにきっと驚くはず！

時代を牽引する
トップヘアスタイリストによる
スペシャル対談

MARBOH：マーボー。2008年に南青山に『MAGNOLiA』をオープン。2016年原宿神宮前
『MAGNOLiA harajuku』をオープン。サロンワークはもちろん、“教育者を育てる”をコン
セプトに講習やセミナー活動を行っている。専門誌や一般誌の撮影などでも活躍中。

小林 忠：デザイン力のみならず、ロジカルで分かりやすいプレゼンにも定評
があり、売れるスタイリストの育て方や組織づくりを講義している。

岩上 晴美：21年前にハサミを置き、日本のカラーリスト第一人者として
日本人に似合うカラーを追及。セミナー、ショー、撮影、薬剤開発にも精力的
に参加している。

前原 穂高：サロンワークを中心に、雑誌やCMのヘアメイク、セミナー講師
など幅広く活躍。2012 SMAJコンテストで日本一の栄冠を手にした。

坂狩 トモタカ：NEWS HOTELからリニューアルした表参道・自由が丘に店舗
を構えるAnZieの代表。グレイヘアカラーにこだわりを持ち、セミナー・業界誌・
一般誌で精力的に活動。ブログ等のメディアを使った情報発信も行っている。

＊ ロレアル プロフェッショナルにおける定義

Hai r  Co lor  IS  THE NEW MAKE-UP
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ノーシャンプーとは、シャンプーしないのではなく「これまでのシャンプー習慣を見直すこと」であり、
一口にノーシャンプーといってもいろいろな方法があります。

サロンに来店されるお客様も
『ノーシャンプー』を
気になりはじめているはず!!

代理店の皆様がひと足お先にクレンジングクリームを体験! 次のページへ  

『ノーシャンプー
女子』で
モテ髪を!

世界規模での新トレンド『ノーシャンプー』

1 2

3

日本のトップを走り続けるヘアスタイリスト、カラーリストも興味津 !々!

シャンプー剤を使わず、
お湯だけで洗髪する。（湯シャン）

シャンプーする回数を減らす。

今までのシャンプー剤に替わるアイテムで洗髪する。

“髪を洗う”にもっと自由な選択肢を!
セリエ エクスパート史上初!
プロフェッショナル用「クレンジングクリーム」登場!!
顔用のクレンジングは、クリーム、オイル、ジェル、リキッド

などさまざまなタイプがあり、肌の状態や落としたい

汚れの度合いによって使い分けることが可能です。

それなのに、髪の毛を洗う時に思いつくのは

シャンプーだけではありませんか?

そこで、ロレアル プロフェッショナルがシャンプーの概念から

見直しサロン品質で開発した、トリートメント設計の

新たな洗髪アプローチ「クレンジングクリーム」が、

2017年3月デビューします。

顔を洗うように“髪を洗う”にもっと自由な選択肢を！

ノーシャンプー
習慣の一例 

ビタミノカラー A・OX シリーズ

ビタミノカラー A・OX 
クレンジングクリーム

リスアンリミテッド
クレンジングクリーム

● 優しい感触で
　汚れを落とす
● 集中ケア
● 頭皮バランスに着目

お客様の「なりたい髪」に合わせて選べる2つのタイプをご用意。
いつものケアと併用して「日によって自分に合った洗髪料を選ぶ」という提案を!!

リスアンリミテッド シリーズ

シャンプー

シャンプー

ヘアマスク

ヘアマスク

セリエ エクスパート 
クレンジングクリームは、ココがすごい!

さまざまなサイトで、『ノーシャンプー』が
取り上げられています!

さらに

くせを抑えまとまりやすい髪へ

美しいカラーヘアを守り、ツヤやかな髪へ

kakimoto arms
ヘアカラーマネージャー

岩上晴美さん

スタイリング剤が落ちるのか
心配でしたが、頭皮がすっきり
とした仕上がりで驚きました。
また、ロングで髪が元々ペタ
つきやすい人もサラサラに
なって予想以上の使用感に

「毎日使いたい！」とコメントを
もらいました。プライベートで
も買おうと思っています!!

自然と頭 皮マッサージをで
きるクリームタイプなので、
隅々までしっかり洗えるので
はないかと思います。さらに、
湯シャンだけでは補えない
トリートメント効果もクレンジ
ングクリームなら与えてあげら
れるところがいいと思います。
トリートメント効果も備わって
いるのでコスパも◎

重たくなるかと思いました
が、ペタッとする感じもなく
予 想 以 上に仕 上がりも手
触りもよいです。頭皮ブラシ
と一緒に 使うとすごくなめ
らかで「トリートメントで洗う
とはこういうことか ! ! 」と
実感しました。香りもとても
ソフトでいいですね。

実はボディソープや洗顔料
を使うと乾燥しすぎてしまう
ので、なるべく使わない湯
シャン派です 。同じように
頭 皮 や 髪も洗 いすぎると
乾燥してしまうので、実体験
をもってシャンプーでの洗い
すぎをお客様に伝えること
で共感していただきやすい
ですね。

毎日愛用していて大好きです!!
シャンプーをお休みすること
で色持ちにも差がでますし、
通常ケアとの併用提案で新し
い売上も見込めると思います！
また、若い層だけではなく、50
代以上の方も実はノーシャン
プー文化に抵抗がないので
お勧めしやすいです。発売前
ですがお客様に勧めると反応
がよく発売が楽しみです！

仕上がりが
想像以上に良い!
滑らかで心地よく洗える

自身も愛用中!!
お客様にも勧めています

洗いすぎると体や顔と
同じように乾燥してしまう
ことを注意喚起

クリームでしっかり洗髪！！
湯シャンで補えない
トリートメント効果を補う

ロングヘアーの人でも
ペタつかず、サラサラに

MAGNOLiA
代表

ＭＡＲＢＯＨさん

AnZie
代表

坂狩トモタカさん

Violet
代表

 前原穂高さん

Granmash
代表

小林忠さん
Daily
care

Daily
care

Daily
care

Daily
care

『ノーシャンプー』
で美髪に!

引用元：美レンジャー

引用元：HAIR 
出典: 『HAIR』
https://hair.cm/

販売名：
Vカラー A・OX
ヘアクレンジングクリーム

販売名：
リスアンリミテッド
ヘアクレンジングクリーム

※できるだけ生のお声のまま掲載しておりますが、薬機法（医薬品医療機器等法）遵守のため、一部文言を修正しております。ご了承ください。



ロレアル プロフェッショナルからの 新提案

サロンでの作業効率アップ!
40～60代のカラーをされるお客様が
多いサロン様に、ぜひ提案したいアイ
テムです。時短アイテムでもあるので、
施術中に使えばサロンでの作業効率
がアップして、生産性を高めてくれる
優秀さも秘めています。

手軽に取り入れられる新習慣!
一度で簡単に洗髪できてカラーヘアに
も使える、誰もが手軽に取り入れられる
新習慣です。泡立たないことに戸惑う
お客様にも、サロン様がちゃんと洗えて
いることを説明していただけば、かならず
ヒットにつながると思います。

カラーと連動したメニューを！
体験して驚いたのですが、いつもの半分
の時間で想像以上の仕上がり。時間も
短縮できて、カラーヘアにも使えるアイテム
ですから、カラーと連動した新メニューも
開発もできます。

洗髪方法に新たな選択肢が!
洗髪アイテムも化粧クレンジングのよう
に、その日の調子に合わせて色んなタイ
プがあっていい。そんなサロン様から
のアピールは、お客様にも響くはず! 頭皮
もスッキリ気持ちよく、指通りもなめらかで
驚きました。

次世代のヘアケア剤！？
“次世代のヘアケア剤”と
して、世代を問わず様々
なアプローチが考えら
れるアイテムです。洗髪
しながらケアできる手軽
さも、積極的に伝えていただきたいノーシャン
プーのメリット。個人的にも継続して使ってみ
たいと思っています。

楽だからこそ習慣化しやすい!
ノーシャンプーで頭皮や髪の状態を整え
ていく欧米トレンドは、日本でもこれから
流行るはず! しかも、通常の洗髪より楽
チンなのも魅力的。楽だからこそ習慣化
しやすいと思います。トレンドを発信して
いきたいというサロン様に、ぜひ取り入れ
ていただきたいアイテムです。

意外性をついた
満足な仕上がり!
ノーシャンプーという新習
慣は、トレンド意識の高い
サロン様にこそお勧めして
いただきたいと思います。
“トリートメントで洗う”という意外性からは想像
できないほどの仕上がりに、お客様もご満足いただ
けるはずです。

次世代のブームを
担うアイテム!
トレンドに敏感なサロン様
では“世界のトレンド”と
して、オーガニック思考の
サロン様では“繊細に傾い
た頭皮も洗える”ということで、サロンの志向に
応じて打ち出すことができます。ヘア業界の新た
なブームとして、盛り上げていけるアイテムです。

シャンプー用のメニューづくりに!
サロンでの時短や手間・無駄を省くこと
につながり、前処理的な役割にもなる
ので、シャンプー用のメニューづくりに
ぜひ取り入れていただきたいです。トレ
ンドに敏感な若年層から一気に広がっ
ていく気がします。

時短＋カラーヘア保護
頭皮や髪への優しさは最近のトレンドでも
ありますが、30～50代の忙しい世代の方々
には、髪の美しさを優しく守るだけでなく時
短+カラーヘア保護としても提案できると思
います。カラーやスパなどのメニューと連
動させると可能性が広がるはずです。

頭皮を丸裸に
しすぎない!
流行に敏感なお客様が
多いサロン様はもちろん、
頭皮ケアに興味のある
お客様が多いサロン様に
も、ぜひ取り入れていただきたいアイテム。
頭皮を丸裸にしすぎない洗髪法は、年代を
問わず幅広く受け入れていただけるはずです。

洗い上がりも心地よい!
頭皮もちゃんと洗えている感じがあり、
洗い上がりも心地よいです。なめらか
に仕上がり、カラーした髪の美しさも
アップするので、カラーしているお客様への
新習慣としてはもちろん、髪に優しい洗髪
アイテムとしても優秀だと思います。

この目新しさは
注目必至!
ハード系ワックスを付けた
状態で体験しましたが、
スルリと落ちていく感触が
あり、仕上がりの指通りも
期待以上でした。クレンジングクリームで洗うこと
自体が目新しいので、話題性からもお客様の
注目を集めると思います。

美容情報を求めるお客様にピッタリ!
お客様は、海外で流行っている美容情報
をいち早くキャッチしたいもの。新しいもの
や珍しいもの好きな世代は特に飛びつくと
思います。興味を惹く切り口がたくさんあり、
メリットもわかりやすいので、様々な角度から
ご紹介できますよ。

サロン発信の新しいトレンドとして!
新しい美容トレンドを紹介することもサロン
の信頼につながると思いますので、ぜひ積極
的におすすめしていただきたいです。肌への
関心が高い層にも響くと思います。
ミント系の清涼感やすっきり感が心地よかった! 

ケア重視のサロン様におすすめ!
30代以上のお客様を多く抱える “髪へ
のダメージ軽減とカラーヘアを守ること”
をしっかり伝えればリピートにもつながる
はずです。マッサージしながら洗うので、
スパメニューにも取り入れやすいと思います。

体験すればヤミツキに!
カラーやパーマの後に使ってお客様に
自然に体験していただくことで、その後の
リピートにつながる新しいアイテムだと
思います。トレンド好きな若い方にも、毎日
シャンプーしない50代以上の方にも受け
入れていただけるはずです。

カラーのお客様にもすすめられる
トリートメント設計がポイント！
カラーヘアのお客様におすすめすると、
興味を持っていただけると思います。実際
に体験したら、髪の毛がツルツルと触り
心地よく仕上がったので、自信を持って
おすすめします。

繊細に傾いた頭皮にも!
繊細に傾いた頭皮や髪にも使えるので、
クレンジングクリームで洗うというコン
セプト自体が、お客様のニーズに合致
すると思います。スカルプケアに興味
をもつお客様へおすすめしていただき
たいです。

ヘッドスパメニューにも活かして!
実際に体験してみて、従来のシャンプー＆トリー
トメントより、はるかに時間短縮できることに
驚きました。トリートメント効果はもちろん、メン
トールの清涼感で頭皮もスッキリ! ヘッドスパ
メニューとして提案するのもおすすめです。

カウンセリングで習慣化をイメージづけて!
カウンセリングを強化しているサロン様
には特におすすめ! カラーリングをした
髪や頭皮のケアにつながるをアピール
すれば、お客様にもクレンジングクリーム
で洗う習慣をイメージしてもらいやすい
と思います。

優しい感触で洗える
ケアアイテム
髪のエイジングケア＊を
意識している30～50代の
お客様に、頭皮にも髪にも
感触で洗えるケアアイテム
として、ぜひおすすめしていただきたいです。
プレシャンプーやヘッドスパにも取り入れやすい
ので、メニュー開発にも役立つと思います。

私たち『セリエ エクスパート クレンジングクリーム』をおすすめします!
サロンを熟知した代理店の皆様も太鼓判!

世界規模でのトレンド、ノーシャンプー習慣を、サロン品質で提供するセリエ エクスパートのクレンジングクリーム。その実力を、　ひと足早く代理店の皆様が体験! サロン様へのおすすめポイントを伺いました。

＊年齢にあわせたケア

※できるだけ生のお声のまま掲載しておりますが、薬機法（医薬品医療機器等法）遵守のため、一部文言を修正しております。ご了承ください。



全スタッフの
トリートメント

比率が

10％UP！

PROMOTION APPROACH
salon_  apish jeno 東京都渋谷区神宮前5-47-12 パインビレッジアネックス B1F スタッフ数／14名、セット面／9面、カラー面／4面、シャンプー台／6台

　　　　　　  成功サロンに聞く！

三者三様 サクセスアプローチ
思わずオーダーしたくなる！ 

9月に導入し、10月から本格的にキャンペーン

をスタート。その際、お客様が選びやすいように

メニューの組み立てに注力しました。ロレアル プロ

フェッショナルの導入割引もあったので、まずは

価格でお得感をアピール。一番人気は、ホーム

ケアのレヴースト コンセントレートが1箱ついて

6,000円のメニューです（現在は8,000円）。これ

が本当に大ヒット！

価格はもちろんですが、その高い効果をスタッフ

が自信を持っておすすめしているからだと思って

います。僕はプロファイバーを“第三のトリート

メント”とご説明しています。このフレーズは、

目の肥えたお客様にもすごく引きがいいですね。

第一が質感調整、第二が外部補修だとしたら、

プロファイバーは全く新しい【内部補修】という

分野にまで踏み込んだもの。今までのトリート

メントは「手触りがよくなる」「髪がサラサラになる」

といった、表面的なメリットが感じられやすかった

のに対し、プロファイバーで施術した髪は、まるで

内側が詰まったような感覚でしっかり感がもの

すごく出るんです。

また、当日よりも1か月後にその持続性を実感される

方が多いのもプロファイバーの特徴。その良い

状態の髪で次回サロンにご来店されると、美容

師側にもすごくメリットがありますよね。やはり

素材美あってこその、造形美。髪が芯から健康に

なることで、今までダメージが邪魔していたパーマ

メニューも提案が可能に。アピッシュの売りで

あるデジタルパーマにプロファイバーを合わせる

ことで、さらにデザインの幅を広げていきたいですね。

apish jeno DESIGNER 前田真吾さん

新提案！内部強化を行う
“第三のトリートメント”

▶ approach1

価格設定“松竹梅”作戦

▶ approach3

アロマタオル＋
スチームで“付加価値”

▶ approach4

アシスタントや受付と
 “セットで褒める”

▶ approach5

“パーマがかけられる”
 未来を見せる

▶ approach2

カルテを活用した“気づき”カウンセリング

人は迷うと真ん中を選びたくなるもの。
お手頃かつお得感のある【レヴースト コンセントレート付き6,000円】を
まず竹に設定。そこに松と梅をプラスして、3つの選択肢を用意します。

6,000円の単品メニューの提示だけだと
躊躇してしまう層も、さらに高価な選択肢
と比較してお得感を感じてもらうのが
狙い。また、従来からある3,000円前後
のクイックトリートメントも一緒にご紹介
することで、追加でご利用される方も。
そのため、プロファイバー含むトリート
メント全体の比率が10％アップ！

松8,000円：【ホームケア】シャンプー＋レヴ―スト コンセントレート付き
竹6,000円：【ホームケア】レヴースト コンセントレート付き

梅5,000円：サロンプログラムのみ
※現在はキャンペーン期間が終了し、全メニュー＋2,000円で展開中。

「旅行に行った」という会話を記載しておく。次回来店時
は、髪を視診しながらあえて「あれ？どこか旅行行った？」と
問いかけるのがポイント。「旅行に行った時に髪がダメージ
を受けたかも！」と、お客様側からダメージに気づかせる。
サロンプログラムをすすめる流れがぐっと作りやすく。

施術後、効果をアピールするため、
アシスタントや受付が必ず「あ！やっぱ
り変わりましたね」「すごいキレイです！」
と褒める。セット褒めで、お客様の喜び
度も倍増。

ダメージが気になってパーマをかけられ
ない方へは、アイロンで巻いてパーマ
デザインを作っていく。このデザインに
したい！ という気持ちをまず引き出し、素材
美に着目したプロファイバーへつなげる。

スチームキャップは使わず、
アロマを染みこませた
ホットタオルで耳を優しく
包む。さらにスチーム
は 顔にかからないよう、
タオルでシャンプー台
全面を覆うこだわりぶり。
高価なメニューだから
こそ、癒しという付加価値
で満足度を上げ、リピート
客をゲット。

イチオシの竹は
詳細メニューも用意して後押し

6,000円の中に、4,500円
相当のホームケア製品が付い
ていることもしっかりアピール。

7割強が
竹を選択

スチームを顔周りに
あてないよう徹底して注意を

はらうのが僕のこだわり！

わ～このタオル
いい香りがする～ 

2015年NBBA（全国理美容製造者協会）調べによると、2015年の
平均客単価は6,865円となっており、昨年から253円のダウンと
なっています。10年前の7,761円からは実に896円もの減少です。
客単価はサロンの経営数字の中でも非常に重要な数字になるため、
apish jeno様のような客単価アップの取り組みが急務です。
客単価の目安はカット料金÷0.55。または、カット料金＋カラー
料金の75％。（共にあくまで目安です）客単価アップの施策の1つ
がメニューブックの見直し。メニューは「目に言う」とも言います。
お客様が選びたくなるようなメニューブックを作成しましょう。お手本
はファミリーレストランのメニューブック。ハンバーグだけでも数種類
あって、キレイな写真、料金、カロリー、成分、特徴、さらには差込形式
で季節限定のスペシャルメニュー。選ぶ楽しさが満載ですね。apish 
jeno様は、「メニュー価格」や「カウンセリング」「アロマタオル＋
スチーム」などの、徹底した付加価値でお客様の満足度をアップ
させている事が、成功のポイントと言えるでしょう。

営業人材開発部 部長 勝田卓志による

SUCCESS POINT

apish jeno 前田真吾さん流  アプローチ術

サロンビジネスに役立つ成功サロンレポート



セットメニューに組み込んで、
お得感をあおる

レヴースト コンセントレートは
プレゼントしてファン客の心をつかむ
ホームケアまでフル
でおすすめしてしまう
と、セットメニューの
離客につながる恐れ
も。会計後にお渡し
することで、プレゼン
ト感を演出するのも
コツ。

salon_ Mille Couleurs salon_ efface
富山県富山市総曲輪3-6-15-18-2号 
スタッフ数／4名、セット面／4面、シャンプー台／2台

埼玉県鴻巣市東2-1-18
スタッフ数／7名、セット面／5面、シャンプー台／3台

美容師がまず効果を納得＆実感

だからお客様にも
良さが伝わる！

カット・カラー・プロファイバーの

セットメニューが
爆発的ヒット！

聞きにくい価格はセット面前のPOPに表記

カウンセリングを丁寧に行い
気持ちに寄り添う

独自のファイルを活用した
分かりやすい説明

パーマメニューと組み合わせ
生まれ変わったような髪質感

製品パンフレットをクリアファイルに見やすく
まとめて、いつでもすぐお客様にご説明できる
ように、手に取りやすいところに置いておく。

スチームポッド×エクステンソで作るナチュラルス
トレートにプロファイバーを組み合わせれば、髪が
まるで生まれ変わったような仕上がりに。

＊サロンケアとホームケアのトリートメントプログラム

話を聞いて気になって
も、値段が分からない
とオーダーしにくい
もの。レングス別に
価格設定されている
ため、ショートやボブの
人にとってはちょっと
したお得感も◎。

ダメージに悩むお客様の
お話を聞いて、ダメージ
のメカニズムを解説。
しっかり補修し、ダメー
ジケアができるプロ
ファイバーならではの
メリットをアピール。

PROMOTION STEP PROMOTION STEP

カット＆
カラー客のうち

が7割
オーダー

導入前に比べ
TR売上が

に163％
アップ

プロファイバーを導入したきっかけは、私自身で使ってみた手ごたえ。

実際に自分で納得いかなければ、おすすめも自信を持ってでき

ないですし、そうすると結局売上につながりません。プロファイバー

は、補修力・持続力ともに充実の内容だったので、これはぜひ

サロンでおすすめしたい！と思いました。

お客様からは、「今までにない仕上がりに感動しました！」という

嬉しいお声をたくさんいただいています。特に、硬くパサパサになって

しまった毛先が、1回のシャンプーでも芯からしっかり感とまとまり

のある感触に仕上がるので、反応はいいですね。また、“4週間

持続＊”と謳えるキーワードも引きがよくキャッチーですし、実際に

次回来店時にも「持ちが良かった！」とリピートへつながっています。

その声は実際に数字にも明確に現れ、プロファイバー導入後4か月

で、サロントリートメント売上が163％にアップ！ これには私たち

スタッフもビックリしました。製品そのものの良さに加え、ずっとコツコツ

とカウンセリングを大切に行ってきたことが実ったと考えています。

プロファイバーはもちろんですが、「こういうことをすると実は髪に

よくないんですよ」など、長い経験から身につけた知識や経験を、

自信を持ってお客様にお伝えするのが、美容師としての私の義務

だと考えています。ダメージは表面だけでなく、実は内部まで進んで

いることを説明し、内部まで補修できるプロファイバーの必要性を

納得していただく。信頼関係を築いた上で施術を行うからこそ、

よりお客様にもその効果が実感していただけるのではないで

しょうか。これからもカウンセリングやサロンプログラムを通じて、

お客様の髪を二人三脚で大切に育てていきたいです。

Mille Couleurs 寺田恵里さん

元々導入していたセリエ エクスパートは、テクニカルトリートメント

単品は1プロダクト（内部補修）、マスクをプラスすると2プロダクト

（内部補修＋外部補修）というメニュー展開でした。カット・カラー・

2プロダクトで12,000円という価格設定でご好評をいただいて

いたのですが、1つ難点があり…。メニューを見ただけでは、どんな

トリートメントか分からず、美容師側から提案することが必要

だったんです。信頼関係が築けていないと、断られてしまうことも。

そこで、プロファイバーに切り替えてメニューを一新。「プロ

ファイバープログラム＋カット＋フルカラー（ホームケア付）」と

分かりやすいセットメニューにしました。8割がホットペッパー

ビューティーからのWEB予約なので、目玉メニューになるのも

嬉しいポイント。カット＆カラーをされるお客様の内7割は、

このセットメニューをオーダーされています。

また、プロファイバーファンを増やす仕掛けとして、お帰りの際に

ホームケアのレヴースト コンセントレートは「プレゼントです」と

言ってお渡ししています。もちろん料金に含まれているのですが、

サービスしてもらえたと感じ満足度が飛躍的にアップ。次回も

ほとんどの方がリピートしてくださっていますね。

また、人気メニューでもあるグロスカールと、プロファイバーの相性

は抜群！ アフターに行うプロファイバーの持続効果で、ハリコシ

が気になり始めるお客様から高評価です。プロファイバーが

あれば、今までダメージを気にされてカラーやパーマを敬遠した

層へのアプローチも可能になると考えています。

efface 代表 相原佑企さん

通常は12,420円（税込）、
新規は8,640円（税込）
でご提供。まずは価格
のハードルを下げ、プロ
ファイバーの良さを知って
もらうことが第1ステップ。

SUCCESS POINT

数ある経営数字の中で、いま重要視されているの
は、店販購入客数比率。店販購入客数÷総客数
で算出しますが、1つの目安は25％。この数値が
上昇するほど、サロンのロイヤルカスタマーが増える
はず。ロイヤルカスタマーとは、年間10回以上来店＆
年間10万円以上利用いただくお客様。いわゆる
VIP客。どんな業種でも、上位顧客の20％が売上
の80％を作るといわれています。つまりこの客層
の売上が安定すると、経営が安定します。まずは、
カルテを精査し、準ロイヤルカスタマー客をリスト
アップしましょう。次に、アプローチの為のフレーズ
を作成しましょう。そして実行あるのみ。ロレアル
では、アプローチの為のカウンセリングセミナーを
ご用意しています。efface様は、この「ロイヤルカ
スタマー層が高い満足度を感じる」セットメニュー
をご用意していることが成功のポイントといえる
でしょう。

2015年NBBA（全国理美容製造者協会）調べに
よると、「最近1年間に美容室で有料トリートメント
メニューを勧められた事がありますか？」という問いに、
「YES」とお答えになったお客様は34.4％。同様に、
「最近1年間で、有料のトリートメントメニューを利用
した事がありますか？」という問いに、「YES」とお
答えになったお客様は33.7％。しかし、メニューを勧め
られた上で、利用したという場合は、70.3%に跳ね
上がります。利用年代で最も高い数値をスコアした
のは20代。続いて30代。まずは、徹底したアプローチ
を行いましょう。キーワードは4つ。時間・効果・料金・
メリットです。Mille Couleurs様は、この「メニューを
勧める」ためのカウンセリングを大切に行っていること
が成功のポイントといえるでしょう。

SUCCESS POINT

サロンビジネスに役立つ成功サロンレポート



ミシック オイル オリジナル の
魅力を効果的に伝えるコツ OZ LAST RESORT 

代表取締役
尾塚 慎之助さん

JEAN CLAUDE BIGUINE 表参道店
サブチーフ
新井原 直子さん

きくら美容室 富山南店 
店長
宮本 純代さん

OIDE OIDE GROUP Scissor Moon 
スタイリスト 
下谷 皇夢さん

AVANCE.CROSS ent
トップスタイリスト 
石山 麻子さん

 ミシック オイル オリジナルの製品力  製品の展示方法

 PR情報

 ミシック オイル オリジナルの使い方  販促ツール活用

お客様に製品の魅力をお伝えする方法は、口頭でのコミュニケーションだけではありません。店内の
環境づくりもお客様の興味を引く大切な要素の1つ。
ミシック オイル サロンがどのようなポイントを工夫されているのか、紐解いてみましょう。

【オイルなのに、べたつかないのが最大の特長】
「しっかり髪をトリートメントしてくれるのに、重たくならない軽いタイプ
のオイルなので、スタイルがつぶれる心配もなく、とても使い易い
という点をお伝えしています。例え付けすぎてしまってもべたつく
心配がないので、どんな方でもツヤツヤで活き活きした髪をお楽しみ
いただけます。」
きくら美容室 富山南店 宮本さん

【店舗での人気ぶりをアピール】
「オイルなのにべたつかず、軽い仕上がりをもたらすことが幅広い
お客様層に支持されており、“店舗の中で1番売れている”、“NO1
のヒット製品である”という点をアピールポイントにしています。」
OZ LAST RESORT 尾塚さん

【使用シーンを選ばない、汎用性の高さが魅力】
「ウェットヘアでもドライヘアでもシーンを選ばすに使えるのが魅力
的なミシック オイルは、その汎用性の高さをアピールしています。
ドライヤーの前に塗布をし、ドライ後にももう1プッシュすると
リニューアル後大好評の香りもより楽しんでいただけます。」
JEAN CLAUDE BIGUINE 表参道店 新井原さん

【金色ボトルで目を引く】
「ボトルが金色の色調で高級感があるので、製品
棚やセット面などに置くと、お客様の視線を集めて
います。」
きくら美容室 富山南店 宮本さん

【陳列方法にもこだわり】
「製品の陳列に規則性を持たせ、洗練された空間を
作る工夫をしています。ディスプレイ台やコンシュー
マーリーフレット等とともに待ち合いスペースに
展示しています。」
AVANCE.CROSS ent 石山さん

【会計スペースをフル活用】
「お会計時にお客様が製品を手に取りやすいよう
に、受付に製品をディスプレイ。お客様から質問を
頂いたり、手に取っていただけるシーンが増え、
スタッフも製品をおすすめしやすくなっています。」
OZ LAST RESORT 尾塚さん

きくら美容室 富山南店 製品ディスプレイ

AVANCE.CROSS ent 製品ディスプレイ OZ LAST RESORT 会計スペース

上からディスプレイ台、@cosme POP

アプローチシート

OIDE OIDE GROUP Scissor Moon 
アプローチシートご活用の様子【インスタグラム投稿を活用】

「インスタグラムでお客様の前で「#ミシッ
クオイル」と検索して投稿画面を見せる
と、多くの方に支持されているオイルで
あることを実感していただけます。」　
AVANCE.CROSS ent 石山さん

【雑誌記事を話のきっかけに】
「雑誌は、お客様の関心をぐっと引き寄せ、
話を広げるきっかけを作るのに最適です。
ミシック オイルの掲載記事を実際にお客様
にお見せしたり、口頭で伝えています。」
OIDE OIDE GROUP Scissor Moon 
下谷さん

【熱を当てる前の塗布をおすすめ】
「ダメージ補修力が高いミシック オイルだからこそ、ドライヤーや
アイロンなど熱を使う前に塗布することを特にお客様におすすめ
しています。オイルなのに重すぎない仕上がりなので、ドライ
後にもう1プッシュしてケアができることもポイント！」
JEAN CLAUDE BIGUINE 表参道店 新井原さん

【ツヤ感をポイントにカラー後に】
「タオルドライの状態でミシック オイルを塗布し、ドライヤーでハンド
ドライするだけで、“簡単に一日中ツヤとまとまりが持続する”という
点をお伝えしています。特にカラーをされた方に使用すると、ツヤ感
が際立つ為、当店ではカラーをされたお客様にミシック オイルを
使い、残りを持って帰っていただくというセット販売も行いました。」
AVANCE.CROSS ent 石山さん

【ダメージで悩むお客様に、塗布のポイントを丁寧に説明】
「ダメージヘアに悩むお客様には塗布のポイントを丁寧に解説。“タオル
ドライ後に、ダメージが気になる箇所を重点的に、毛先から全体へと
つけていきます。そしてブロー・アイロン後にも少量手に取り、毛先と
表面につけて仕上げてください。”と実践しながら説明しています。」
きくら美容室 富山南店 宮本さん

【一気に高級感がでるディスプレイ台】
「ミシック オイルをぐんと際立たせるのに大活躍
したディスプレイ台。製品の高級感をより一層
UPさせてくれました。口コミが記載された@cosme
POPとともに受付に展示することで一目で目に
つくので、多くのお客様に反応いただきました」
OZ LAST RESORT 尾塚さん

【納得感を後押しするアプローチシート】
「施術中やカラー・パーマの放置時間にご覧
頂いています。分かりやすく、製品についての
詳細な説明が記載されているのでお客様が
納得してくださります。時には手作りでPOPを
作成し、アプローチのきっかけを作ることも。」
OIDE OIDE GROUP Scissor Moon 下谷さん

ミシック オイル サロンに聞きました！

ミシック オイル
サロン直伝！

どんな方にもおすすめできる万能オイルには、
お客様に是非とも知って頂きたい魅力が盛りだくさん。中でもミシック オイル サロンが、
お客様に口頭でお伝えされている効果的なキーフレーズをまとめてご紹介します。

金色
ボトル

陳列
方法

アプローチ
シート

会計
スペース

キーフレーズ集 ディスプレイ・
ツール活用

サロンビジネスに役立つ成功サロンレポート



「3カ月で+1,700本＊1」
はお客様の心を掴むお役立ちフレーズです！

ロレアルの革新分子
「ステモキシジン」をおさらい

この強力なキャッチフレーズをサロンでも活用しよう！

眠っている毛髪を「3カ月で+1,700本＊1」呼び覚ます
事が確認されている成分。25年にも及ぶロレアルの毛包幹細
胞研究を経て開発されたロレアル独自の成分で、
ヘアサイクルの休止期＊2を短縮し、毛包幹細胞の機能が
最適化される環境と同様のシグナルを幹細胞に与え、機
能をコントロールします。

クリック先にあるステモキシジンHPからは、全国
のサロン検索へ飛べるので、集客に直結。

頭皮トラブルに悩む一般消費者は、あいまいな
フレーズよりも、数字で効果を実証している
力強いフレーズを好む傾向に。

「3カ月で
＋1700本！＊1」

「髪でお悩み
  の方へ」

多くの人々の興味を引き付ける「3カ月で＋1700本！＊1」を、
サロン内で上手に有効活用することが店内活性化へのカギを握ります。

“ステモキシジン”とは？
本当なの！？デジタル広告で引きの強さを検証

つまり・・・「眠っている髪を呼び覚ます」
ということを、確認された結果を持ってお客様に
お伝えできる革新的な成分なのです！

＊1 男性型脱毛症の方における試験で確認。脱毛
部位の毛髪密度変化（＋4％）から頭部全体の毛
髪増加数を計算。　＊2 毛髪が抜け落ち、毛包が休ん
でいる状態。 

＊1 男性型脱毛症の方における試験で確認。脱毛部位の毛髪密度変化（＋4％）から頭部全体の毛髪増加数を計算。

＊3 2016年6月に2週間実施

（イメージ図）

デジタル広告 表示イメージ

クリック先は
ステモキシジン

HPへ

クリック数が段違い！

Facebookで最もクリックされた広告も
やっぱりステモキシジン×ロレアル研究所 
ブルーノ博士の画像！

A

B

その差、
なんと3.5 倍

DMやチラシにこのフレーズを載せ
て、サロンへの誘導を図ります。新
しい客層へのアプローチが可能に！

直接おすすめしにくい話題も、POPにおまかせ。
興味のあるお客様が自ら手に取り、コミュニ
ケーションもスムーズに！

集客
アプローチ

店内
アプローチ

ロレアルが開発した革新分子「ステモキシジン」
〈イメージ図〉

革新分子「ステモキシジン」
実証された結果

3カ月で+1700本の毛髪※1!!

ブルーノ・A・ベルナール博士
ロレアルフェロー（研究者）、
ロレアル毛髪生物学部部門責任者。
着任以降、数多くの 特許を取得。

開発を支えたのは
ロレアルの
長年の幹細胞研究。

※1 毛髪密度の変化：+4%の改善→
4%×脱毛部位の面積（全頭の約40
数％）×約100,000本（毛髪の総数）
＝約1,700本

その引きの強さはデジタル広告 テスト＊3
が証明済み！

もっと
詳しく知り
たい方は

ロレアル
だから
言える

教えて！

http://www.loreal-professionnel.jp/stemoxydine/

頭皮　抜け毛

すべて

3ヵ月で+1700本！

髪でお悩みの方へ

画像 動画

約 1,234,567 件

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

www.abcdefg.com/

もっと見る 検索ツールニュース ショッピング

広告

www.1234567.com/広告

A

B

気になる 　　　　　結果は…

ブルーノ・A ・ベルナール博士
ロレアルフェロー（研究者）、ロレアル毛髪
生物学部部門責任者。1983年より
フランスの皮膚科化学研究国際センター

（CIRD）にて、ウィルス学研究、分子薬
理学研究の責任者を歴任後ロレアル
に。毛髪生物学研究グループを立ち
上げ、2011年ロレアルフェローに着任。
以降、数多くの特許技術を取得。

http://www.loreal-professionnel.jp/stemoxydine/

検索ロレアルプロフェッショナル ステモキシジン
SNSでも
注目の的！

検索エンジンで「頭髪」「抜け毛」等のキーワードを打ち込むと、そのワードを検索した方に
おすすめする製品のデジタル広告が表示されます。表示された売り文句が魅力的だと、ついつい
リンク先のボタンを押してしまい、企業サイトへ誘導されたという経験は誰しもあるはず。

そんなデジタル広告に関して、ロレアルではある実験を行いました。ステモキシジンの最大
の特徴である、A.「3カ月で+1,700本＊1」というフレーズと、B.「髪でお悩みの方へ」という
フレーズでは、どちらがより閲覧者の心を掴み、クリックを促すのか…!?

SUCCESS POINT

ロレアルの革新分子ステモキシジン
の特徴「3カ月で+1,700本＊1」は、多く
の人を引き寄せる強力なフレーズで
あることが、デジタル広告のテストから
明らかになっています。この結果を、
サロンでの集客や店販アップのための
コミュニケーションに応用すれば、より
いっそう効果的。「3カ月で+1,700本＊1」
をキャッチフレーズに、ステモキシジンの
強味を活かしたアプローチを、ぜひ
サロンからお客様へ!

ロレアル先進研究の賜物

2017年
ステモキシジン
キャンペーン
告知

というマジックフレーズを活かして、ロレアル プロフェッショナルは、2017年も

デジタル広告を中心にサロン様への送客に注力していきます。詳しくは担当営業

までお問合せください。

「3カ月で+1,700本＊1」



卒 業 式

ID Artist 
2017 Member

サロン業界の未来を拓く人財育成

受講者 COMMENT

Jour/SUNROAD
EvoLuty

店長 今嶋崇視

大阪

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。

【 期 間 】 全10日間
① 4/17（月） ② 18（火）　③ 5/15（月） ④ 16（火）　⑤ 6/19（月） ⑥ 20（火）
⑦ 7/10（月） ⑧ 11（火）　⑨ 8/21（月） ⑩ 22（火）　　

【 会 場 】 ロレアル東京アカデミー
【 時 間 】 10：00〜17：00　
【 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。

※順不同

【テクニカルテスト(180分間）】カット、パーマ、カラー、スタイリング
【ペーパーテスト(90分間）】パーマ、カラー、ヘアケア
【プレゼンテーション(10 -15分間）】自身が作成したスタイルについて、
志望動機、合格後どのような活躍をしたいか

【レポート作成】ロレアル教育理念について

認定試験（通年2回春秋開催）

 What’s ID Artist ?

 助成金

ヘアショー
海外セミナー

撮影

ロレアル 
アカデミー
トレンド
セミナー

コンテスト
審査

エージェント
サロン臨店
セミナー

 活動

 基本的活動理念

ロレアル プロフェッショナル IDアーティストとは、ロレ

アル プロフェッショナル（LP）教育理念に沿った

知識と技術とを正確に伝え、サロンビジネスを育成

することを通して、LPのブランディングの普及のため

に主力LP製品全般を取り扱い、LP事業部教育

本部と契約をされた方のことです。

IDアーティストは、所属エージェントに限らず、美容

室及びエージェントでLP教育システムに沿った活動

を行っていただきます。IDアーティストは、全員が同じ

「誇り」や「志」を共有し、常に向上心とホスピタリ

ティの精神をもち、理想の芸術家を目指す方々です。

活動を通して「共育」の考えのもと、LPと共に成功を

めざし活動していただきます。また、LPはそうしたID

アーティストの方々が任期満了後、一層飛躍される

ことをめざし、任期中にIDアーティスト活動を通して、

将来の糧となる機会を創出するよう努めます。

LP製品全般の講習プレゼンテーション

活動を年間10回以上行う。

なお、1回の講習は90分以上とします。

当事業部が承認した講習活動、プレゼンテー

ションに対し、下記の助成金（交通費含むただし

エリアによっては別途支給）を支払います。

♦￥50,000（ 6時間以上の活動）

♦￥20,000（ 6時間に満たない活動）

なお講習にかかる費用(モデルなど)は、

基本、各自(依頼先含む)負担となります。

下記3者の推薦を受けた方がノミネートできます。

 Ideal （理想の）Artist （芸術家）

【対象】40歳以下（任期は4年）

取引
エージェント

サロン
オーナー

当事業部
担当セールス

3/6（月）＠東京アカデミー … 5月合否連絡 当年7月より4年間活動
10/23（月）＠東京アカデミー …12月合否連絡 翌年1月より4年間活動2017 認定試験開催日程

2016年8月23日（火）。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。参加者17名の卒業
証書の授与、2016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5カ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Ｍ．ＳＬＡＳＨ 新百合ヶ丘　杉山 祥吾さんが選ばれました。

COLOR SPECIALIST 
DEGREE 2017 開催日程

COLOR 
SPECIALIST 
DEGREE 
2016

5 HUMANITY / 人間力を磨く

スタッフへの落とし込み方を学べ

たこと。様々な地域からの教育

担当者の参加も多く、たくさんの

考え方などお話ができました。多

くの仲間にも出会えて参加して

本当に良かったです。

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。4 COUNSELING / カウンセリング力

カラー提案型美容師になるた

めに、話し方、聞き方がとても重

要でお客様の悩みを知るための

ポイントを学べました。

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。

受講者 COMMENT

PRESENTATION
/ 伝える技術

カラーの技術はもちろんですが、プレゼンテーション

の重要性をとても感じました。私でもできるよう

になる！きっかけをつくっていただきました。

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。

3

発想するのがとても苦手でしたが、色、形、質感を

組み合わせて一つのデザインを作っていく考え方

を学べたのでお客様へのデザイン構成の幅が

広がりました。

受講者 COMMENT 受講者 COMMENT 受講者 COMMENT

EXPRESSION
/ 表現力

INSPIRATION
/ 発想力1 2

色のミックスの考え方や理論に基づいたホイル

ワークを学ぶことができました。お店でもスタッフ

に落とし込みやすかったです。

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。

ロレアル100年の歴史の中で生まれた知識・技術・薬剤を使いこなしつつ、
自らの個性・感性を日本全国の次世代美容師達に共育できます。

市場の理解や提案力の向上、外部講師による実践的なスタイルカラー実習を通して、
カラースペシャリストとしてのスキルアップを叶えます。

IDアーティストに挑戦してみませんか？ カラースペシャリストを目指す充実の10日間!

（有）ステージワン
ディレクター 太田正道

宮城

kazak BEAUTY &
LIFE DESIGN
店長 稲本智史

愛知
㈱イメージサロン
カッツ元町店
店長 大迫博昭

広島 B-THREE by SHINJU 
INTERNATIONAL
店長 新井大徳

長崎

VISAGE CREATION
エリアマネージャー 西山周作

千葉 KYARA
オーナー 山下寛樹

東京
Fareラゾーナ川崎
店長 松川朋恵

神奈川 ASCH滝の水店
店長 水越 敦史

愛知



“

“

“

“

ロレアル プロフェッショナル ビジネスフォーラム2016  in リスボン

ロレアル プロフェッショナル最大のイベント『ビジネスフォーラム』。
世界50か国から約2,500人の美容師を迎え、
ポルトガルのリスボンで開催されました。
日本からは67名が参加し、3日間に亘る
有意義な時間を過ごしていただきました。

 “Personalise your Colour”をテーマ
に、kakimoto armsの岩上晴美さんがプレ
ゼンテーション。世界に誇るトップクオリティ
の細かなホイルワークを、6名のモデルを
使って解説し、拍手喝采で見事に大役を
やり遂げました。

 3日間に渡るイベントのスタートを飾った
のは、開催国ポルトガルチームによるヘア
ショー。「トレンド」をテーマとした見るものを
魅了する圧倒的なパフォーマンスを披露し、
オーディエンスのスタンディングオベーション
が巨大アリーナに響き渡りました。

8月に日本のビジネスフォーラム内で開催
されるスタイル＆カラートロフィー チャン
ピオンは、このセビリアでの世界大会に
出場する権利を獲得します。ぜひ、皆様の
エントリーをお待ちしています!

  はじめての世界大会となったスタイル
＆カラートロフィー インターナショナル グランド
ファイナル。各国のモデルがステージに登場
するたび、日本チームも撮影に大忙しでした。
記念すべき初のインターナショナル グランド
ファイナル優勝はアイルランドチーム!!

 ロレアル プロフェッショナルのスケールの
大きさを、あらためて感じていただけたのはもち
ろん、セミナーの内容もサロンで使えるテクニック
が多かったと、日本から参加した方々にも好評で
した。2017年はスペインのセビリアにて、10月
2・3・4日に開催決定!!

BUSINESS FORUM 2016

イベントレポート
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