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  はじめに  

 

 

 

  こんにちは。ヘアーランド髪結床の片山です。  

この小冊子の内容は、従来の髪の毛の手入れとは違う内容になっています。 

理由は日頃髪の毛のことで深い悩みをお持ちの方々のために作成しているからです。 

色々な髪の手入れ方法が飛び交う世の中になりました。 

そういった時代にもなっても相変わらず、昔から変わらない髪の悩みに「髪の傷み、ハリコシ

がなくなった、ツヤが出ない、抜け毛が多い･･･」などと言う事が上位にきているからです。 

 

様々な理由があるのですが、突き詰めていくと、意外とシンプルな答えが出ます。 

その答えを分かりやすく説明したのがこの小冊子になります。 

ですから、最後まで必ず読んでみてください。  

 

長い美容室の営業で、ようやくたどり着いた、99%の人はまだ知らない髪の手入れ法です。  

巷にあふれているような一般的な方法とは180度違っております。 

 

ですから、一般の美容師さんでも、この小冊子に書かれているような言葉は、ほとんど話さな

いと思います。私は今も美容室現場で、他店では難しいとされる超ダメージを受けた髪の毛も

サラサラツヤツヤに改善してきました。しかしながら、ここに至るまでは試行錯誤の連続でし

た。  

 

どんなにダメージを受けている髪の毛でも、正しい知識をつけ、効果の出る方法を使えば必ず

きれいになっていきます。その方法を全てお伝えします。 

  

今まで色々な事を、試してみても納得のいく結果が出ていないとしたら、  

それはやり方が間違っていたか、知らなかっただけです。 

又本当に効果が出るものが、美容界になかったとも言えます。決して、あなたの髪の毛が悪い

のではありません。 髪のプロである、私自身も試行錯誤を繰り返してきたわけですから、一般

の方達がわからないのも仕方ありません。 しかし時代は常に進化してきました。 

 

一人ひとりの持つ、髪の問題点は違いますが、必ずあなたの髪の手入れが劇的に変わっていく

内容になっています。美容室でどんなにきれいになっても、圧倒的にご自分で行なう髪の手入

れの方が時間的重要です。 髪の毛の「素材」がよくなると、手入れはすごく楽になることを体

感して欲しいと思います。一刻も早く今抱えている髪の毛の問題を解決できたらいいと心から

願っています。  

ヘアーランド髪結床  片山幸造 

 



      

 

非常識にサラサラ・ツヤツヤ髪になる方法  3 

素朴な疑問？「毎日トリートメントしているのになぜ？髪の毛がパサパサするの？ 

 

 

★何かいい方法ないのかしら!? 

美容院のトリートメントが効かない 

美容院に行った後、1週間もするとパサつく 

最近髪の毛が細くなった・・・少なくなった 

すぐペタンコになる 

以前のようなボリュームが出ない 

パーマやカラーをしたいけど髪が傷むから心配 

ツヤがなくなった 

美容院のトリートメントを自宅でも味わいたい 

 

私・・・最近髪のことで悩んでいます。 

そんな、あなたの為にこの小冊子を作りました。 

少しだけ私の話にお付き合いください。 

実は・・・私も美容師として悩んでいました。美容師を 25年以上続けてきて

サロンでトリートメントをすすめていましたが、一向に髪の毛は良くならず 

むしろ年齢と共に劣化して行くことがわかっていたからです。色々な美容メ

ーカーのトリートメント剤を試してきましたが、結果は自分が納得のいくも

のではありませんでした。 

今から約 8年前の 2007年に、これまでの美容法ではお客様の髪の毛は、歳を
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重ねるほど絶対に劣化して行くと感じ、髪の手入れを美容室が預かる 

業界では異例のシステムを独自開発し、お客様に提案し始めました。 

 

それが今現在でも当店では人気のシステムとして利用されています。 

後で少しそのお話はしますが、そのシステムの紹介の為にこの小冊子を書い

ているのではありません。 

 

髪の毛にダメージを受けていて、その髪の毛を改善して行くのは、美容室と

して、今までのやり方の延長上ではどうしても、無理がある事を伝えたかっ

たのです。 

 

この小冊子の内容は、今現在髪のケアの為に色々な物が出回っている事をプ

ロの美容師として、ある程度検証した結果として書いています。しかしすべ

て物を試してはいませんので、自分の責任が持てる話として伝えていきます。

美容室現場で確実に結果が出てきたことしか書いていません。 

かなり衝撃的な言葉が続くかと思われますが、日本中でも 

1%の美容室しか知りえない、世界最先端の美容情報と現場報告になります。 

 

 

なぜ今まで髪の毛の手入れをしても 

改善されなかったのか？ 
 

●間違いだらけの常識●  

多くの方が、髪に対して、間違った常識を抱えています。  

これはテレビや雑誌のＣＭなどによって間違った情報があまりにも多く流れ

ている事が原因です。 

 

たくさんのヘアケア情報があふれていて何がいいのか、わからなくなっている

方もいます。 

 

それは、言い換えれば、何を使ってもあまり変わり映えがしなかったと言うの

が本当かもしれません。 

 

実際、多くのお客様に聞いてみると、そのような答えが返ってきています。  

どうしてそのような事が起きているのかを説明します。  
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ＣＭなどでは、いろいろなシャンプーが、髪の内部まで補修だとか  

シャンプーでヘッドスパ（頭皮の手入れ）とか言っていますが  

 

残念ながら、安価な市販のシャンプーでは、ほとんどそのような事は出来ませ

ん。  

市販のシャンプーの多くは、合成洗剤と同じ成分で出来ています。  

お風呂洗剤や、トイレ洗剤、台所・洗濯洗剤と同じで、汚れも良く落ちますが  

落ちすぎて、頭皮に必要な油分や、髪に必要な水分、油分、栄養分など奪って

しまいます。  

 

それでは、シャンプーは売れませんので、シャンプーの中に「シリコン」とい

うものを 入れます。これでガサガサになるのをごまかします。 

さらにリンスやコンディショナー トリートメントなどにも、柔軟材のような

ものがはいっていて、ガサガサの髪をしっとりさせます。 

 

これにも、「シリコン」がたっぷり入っていて、髪の表面を覆います。  

ちなみに、「シリコン」とは石油から出来ている油の膜です。 

  

手触りは良くなったように思われますが、実は逆に悪くなるのです。  

なぜ？実は、髪の毛に最も大切な水分が髪の中に入らなくなるのです。  

 

どうして？髪の表面にある油のシリコンが水をはじくようになってくるので

す。 そうなるとどうなるか？髪の毛が痩せてきます。  

 

頭皮はどうなるのか？べったりと張り付いたシリコンが、皮膚呼吸を妨げ炎症

を起こします。毛根にも残り太い髪の毛も生えてこなくなります。  

と・・・危険な事ばかり書いていますが事実なのです。  

 

でも、ご安心ください。そんな事ばかり書いていけば、この小冊子のページ数

が膨れ上がるのでもうやめます。 
 

 

きれいな髪の毛を維持する。または今ダメージがある髪の毛を健やかにしてい

きたいと、思う気持ちが強ければシンプルに次のことを知ってください。 

  

１・水分をたっぷりと髪に与える  

２・清潔に保つ  

この２つだけです。本当にシンプルです。  
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ただ、これは外的要因のことです。  

 

体の中からのことはここでははずしています。  

このシンプル極まりないのに、なぜか髪のダメージが後を絶たなかったのです。

それにはたくさんの要因が過去ありますが 

ほとんどは、「水」が髪内部に残っていない事に原因がありました。  

 

今までの美容技術は、「いかに有効成分を入れるか」と言う事に主眼を置いた

技術でした。  

 

痛んだ肌や髪に栄養分を入れるという発想です。  

世の中の美容技術すべてを試したわけではありませんが、有効成分をたっぷり

入れたところで髪の毛が劇的に変わっていくものに、私は今まで、出会ったこ

とはありませんでした。  

 

それなりに有効成分などはあるのでしょうが、はっきりしているのは、簡単に

は髪の内部に浸透したものは残らず、髪の表面に皮膜が形成されて手触りが良

くなったとしか言えないのです。  

 

髪の表面に皮膜が形成されたからといって「髪が本当にきれいになった」と言

えるでしょうか？「ファンデーションを肌に塗って、肌の状態が良くなった」

とは言えないのと同じ事です。 

 
 

●悪魔の水との出会い● 
 

当店は、どうしてもダメージ毛を改善したくて、 

それこそ世界中から、髪の毛に良いと言われる製品を取り寄せては、試して

いきました。 

 

しかしながら、パーマやヘアカラーなどを繰り返ししていくうちに年齢と共

に髪の強度が落ちていく事が、どうしても食い止められませんでした。 

 

探し求めていた期間は、１０年以上になっていました。 

理論は素晴らしくても、いざ髪の毛に施術してみると、あまり変わり映えの

しない物が多い事に気がつきはじめていきました。 

 

ひょっとしたら、決定的に根本から間違っているのかもしれない・・・ 
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私の頭の中にはそのような考えが芽生え始めていました。 

 

考えに考えた結果、原点に戻るシステムを、自分の店で作りだしました。 

 

その結果、髪の毛は２週間で変わり始め、１ケ月たつとほとんどの方の髪の

毛はお客様が納得いくツヤ髪に変わっていきました。 

さらに続けていきますと３ケ月たつ頃には若干ではありますが、髪の毛にハ

リとコシが出てきたと言う声を聞き始めました。 

この頃から、私は、美容室のメニューを変えていくことを考え始めていまし

た。 

 

ただ・・・このシステムは美容室に来店してもらわないと、できないシステ

ムでした。当然と言えば当然ですが。 

 

しかし、確実に今まで試してきた色々なものよりは、効果的に結果が出てい

ました。 

 

 

そして 2008年の 9月悪魔の水「電子トリートメント」に出会います。 

当時この製品は、まだあまり世に出回っていませんでした。 

 

しかし、試せば試すほどいろいろな不思議な結果が出てきました。 

特に、ツヤなどは、1度の施術で見違えるような結果でした。 

パーマがなぜこんなにプリプリとかかってしまうのか？いろいろと衝撃的な

日々が続きました。 

 

そしてその年の 11月にメニュー化してお客様に紹介し始めました。  

最初は戸惑っていたお客様も、徐々にその効果を実感して行きました。 

 

 

あなたが、電子トリートメントの効果を経験した事がないのは 

仕方がない事なのです。  

 

なぜなら、この薬液は、日本の美容室（22万件）の１％しか扱っていないか

らです。つまり全国に 2200件の美容室しか取扱をしていません。 
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今あなたの髪に対する不満は私には分かりません。 

でも・・・あなたの不満や要望は 

 

髪の毛が太くてひろがりやすいから、しっとりとした髪にしたい。 

髪のハリやコシがなくなってきたから、何とかしたい。 

髪の毛が抜けて困るから、止めたい。 

パーマのもちをよくしたい。 

似合う髪型をしておしゃれを楽しみたい。。 

髪のスタイリングを楽にしたい。 

毛先がもつれるのを何とかしたい。 

ヘアカラーの色の持ちをよくしたい。 

白髪が増えてツヤがなくなってきた。 

髪の毛の伸びが悪くなった気がする。 

家でのシャンプー法が知りたい。 

どんなシャンプーを選んでいいかわからない。 

いい美容師に出会えない。 

硬い髪の毛を柔らかくしたい。 

軟毛をどうにかしたい。 

髪の毛を増やしたい。 

クセ毛がイヤでいやでたまらない。 

髪の艶がどうしても出ない。 

手入れのいらない髪型にしたい。 

 

これ以外の事もおそらくあるでしょう。 

また、複雑に重なり合っている悩みもあると思います。 

 

そんな、悩みや不安を少しでも取り除くことができるのなら・・・ 

 

その前に、少しだけでもいいので 

私にあなたの抱えている、髪への不満や要望を教えて頂く事が出来るのなら 

もっとピンポイントにお話が出来るかもしれません。 

そんなサービスも無料で行っています。 

 

今まで、何をしても改善しなかったあなたの髪の毛は、電子トリートメント

をしていくことで、９９％は改善して行きます。 

 

納得のいく美容技術に出会えれば、きっと、1年後のあなたの髪の毛は今思

っている以上のことが、必ず可能になります。 
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●トリートメントは効かない！ 
 

美容室のトリートメントって効果がないような気がする・・・ 

過去、色んなトリートメントを試してきた方で 

そのように感じられた方も多いのではないでしょうか。 

 

また、トリートメントはしておかないと、まずいんじゃない？と思っている

方もいらっしゃると思います。 

 

ヘアーランド髪結床では、｢電子トリートメント｣と呼ばれるヘアケアを 

使用して、お客様の髪へのダメージ対策をしていますが、 

 

しかし、トリートメントといっても、何千何百種類もありますから、 

どれが自分に合っているか？という判別は、それこそ｢使ってみないとわから

ない｣ ですよね。 

 

色んなトリートメントを苦労して使われている方ほど、美容室のトリートメ

ントって効果あるの？という疑問をお持ちかと思います。 

 

では、なぜトリートメントを使っても髪が良くならない。ということがある

のかといいますと、これは市販されているトリートメントでも同じなのです

が、アミノ酸やコラーゲンを塗るタイプのトリートメントは 

 

成分の大きさからして、内部に浸透するということは 

科学的にみても、ありえないのです。 

 

最近流行のナノテクノロジーで、アミノ酸をナノ化して、小さくしたとして

も同じです。 

 

小さくて入りやすい。ということは、小さいがゆえに、髪から出て行きやす

い。ということになります。 

 

特に、今まで美容室でトリートメントをしたことがある方は、経験済みだと

思いますが、髪に栄養を与えるトリートメントというのは、 

 

髪の表面に、かろうじてくっついているだけなので、３日くらいで剥がれ落

ちてしまいます。 
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美容室でトリートメントしても効果がせいぜい３日ほどしか 

感じられないのは、そのためです。 

 

カラーやパーマのときに、「栄養を与えながらトリートメント」するタイプは

どうかというと、これも意味がありません。 

 

あれは、パーマやカラーの薬剤を入りにくくしているだけの代物ですので、 

パーマや、カラーが浸透する時間がかかります。 

 

反応するまでにやたら時間がかかるので、逆に傷みます。 

ですから、これも、意味が無いです。 

 

 ｢オイル系のトリートメントはどう？｣ オイルもダメです。 

 

確かにツヤは出ますが、ドライヤーで熱を与えたり、時間が経つと、酸化し

て髪にこびりついたりします。剥がれる時にキューティクルまで剥がれてし

まいますので、時間が経つほどに髪の手触りがガサガサして、傷んでいきま

す。 

では、美容室でトリートメントをしないよりは、した方がいいのか、という

と、そもそも意味が無いのだから、しない方がいいです。 

じゃあ、どうすればいいか。といいますと、一日の間で、乾燥や、紫外線な

どで酸化して失った水分を還元力のある、水分を与えて元の状態に戻す。 

 

要するに、髪も、肌も、ちゃんと道理に適った、日々のケアが必要なのです。 

スキンケアでも同じことをしますね、水分を補給して、引きしめて、保湿。 

 

それを、可能にしたのが、唯一、電子トリートメントなのです。 

 

 

●老化は止められるのか 
 
年より、老けて見られたい。 

そんな女性はいないと思って美容師を続けてきました。 

 

例外としては思春期あたりの女の子が、早く、女性として見られたい。 

 

なんて、背伸びしたいのはあるかもしれませんが 
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それは女性というよりは、女子です。 

 

大体、女子会という名の集会を開くころになったら 

それはすでに「女子」ではなく、女性だと思います。 

 

女の美容願望は主に２つに分けられるでしょう。 

 

「いかに、若く見せるか。」と 

「いかに、生まれながらの姿かたちを忘れ、理想の形にもっていくか。」（ダ

イエットも含む） 

 

後半は、えてして整形の分野になってきますのでお医者の範疇になります。 

最近はやりアイチエイジング（老化対策）は、お医者以外の美容にたずさわ

るもの範疇だと思っています。 

 

そのアンチエイジングについて少し解りやすく書いてみます。 

 

人の体は、時間の経過とともに、何が変わるのか？ 

 

細胞が分裂できる回数が・・・とか、活性酸素によって遺伝子が・・・とか、 

言い出したらきりがないのですが、 

 

要は、ご飯を食べて、呼吸して、生体維持や運動の為のエネルギー取り出し

て、排泄している。 

 

つまり、大きくとらえると、酸化しています。 

 

酸化したら、 

 

シミが出来たり、 

癌になったり、 

老化が始まる。 

 

赤ちゃんは殆ど癌になりません。 

みなさん、中年になってから癌になる確率が高くなるのです。 

 

赤ちゃんで、シミ・・・とかあんまりないですよね。 
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化学物質だらけのものを大量にとっている人や 

煙草を吸っている人って大抵老けています。 

 

 

だから、栄養士は、還元するもの（抗酸化物質）を摂りましょう。 

なんて、言われるわけです。 

 

実は、体にいいもの。って、殆どが「還元するもの」なのです。 

 

ビタミンＣ  

ビタミンＥ 

アスタキサンチン 

アントシアニン 

コエンザイム 

αリポ酸 

 

数え上げたらきりがありません。全部そうですね。 

 

それが、体内に満たされていれば 

病気にならないし、体にいいことがいっぱいあるわけです。 

 

シミが消える。とか、コラーゲン生成を助けるとか、視力が回復する。とか。 

 

その為に、このサプリがいいですよ。とか 

この食べ物がいいですよ。とか、 

色々とやっていますけど、結局やっていることって、「還元」です。 

 

 

つまり、かんたんに言えば、電子を与えるという事。 

 

最近では、食べ物だけにとどまらず、活性酸素が問題視されてきた影響で 

「水素水」のブームもありました。 

 

水素水は、その場で作るのでなければ、ほとんど残らない為、注意して購入

しないと効果のないものを摂取するようになります。 

 

つまり、「還元」イコール「電子を与える事」さえやっていれば、 

その人の現在の一番いい状態は保てる。という事になります。 
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で、私達が提案するのは 

外側からは M3.5(電子トリートメント)を大量にスプレーするという事。 

 

どうなるか。 

 

肌が電子チャージされる。 

髪にも電子チャージされる。 

 

おそらくですが 

当店の M3を大量に使用されている方の肌は、周りの方に比べると若く見られ

ます。 

 

これは、M3が皮膚から最も吸収しやすい 水 を媒介として 

ミネラルに電子を持たせているからで、一般的にミネラルが身体にいいと言

われていますが、まちがいではないのですが、本当に皮膚や髪の毛に効果的

にするには、電子を持たせないといけないのです。 

 

 

表面はそれで効果的です。 

つまり、外側からの美容の８割はＭ３が解決してしまうという事なのです。 

 

 

とにかく電子をチャージしましょう。 

というのがＭ３を毎日習慣化するという事です。 

 

習慣化するということは、毎日電子をチャージして満タンにするイメージで

す。携帯電話を充電するイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

そして、それは毎日使われていきます。 

紫外線、呼吸、熱、煙草、ドライヤーなど、色んな酸化要因がありますから

電子は日々失われていきます。 
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老化によって、バッテリーにあたるもの（遺伝子など）は日々劣化していき

ますが毎日満タンにするというのが大事になってきます。 

 

この電子がなくなるとどうなるか？ 

朝鮮人参の畑をイメージすればわかりやすいと思います。 

 

 

 

 

 

朝鮮人参の畑って、長年にわたって、人参が根を張って地中の栄養素をごっ

そり取り込みます。 

 

だから、雑草すら生えません。それを抜き取って、人間が食べますね。 

土地はどうなります？ 

 

痩せますよね。 

 

で、肥料を与えます。何を与えますか？石灰とか、やっぱり還元剤なんです。 

これ、人間の手が入っていない森林とかだと、植物が枯れて、それが土に戻

ってという循環があるので栄養素（電子）はあんまり減らないんです。 

 

このような自然界にあるシステムを、簡単に 単純化して言うと、このよう

事になります。 
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●最速でダメージ毛を 

サラサラ・ツヤツヤに変えていった方法 

ここからは事例を挙げてお伝えします。 

■ハリガネの様な髪の毛に悩んでいた２０代 Aさん 

■毎月ヘアカラーを繰り返しパサパサな髪になってしまった４０代 Nさん 

■縮毛矯正とヘアカラーそしてパーマでボロボロになっていた２０代 Fさん 

 

★ハリガネの様な髪の毛に悩んでいた２０代 Aさんの場合 

              

 

 

 
 

 

 

 

Aさんの髪の毛には、多くのシリコンなどがこびりついている状態でした。

これは、髪の毛を良くしていきたいと思い、色々な物を試してきた結果、 

本来髪の毛には不必要な物がどんどん固まって髪表面についてしまったので

す。ですから、「ハリガネ」みたいな手触りの髪の毛になってしまったのでし

た。 

 

まず、髪表面にこびりついている不純物（コーティング剤）を、特殊な除去

剤を使いヒビを入れる作業を施しました。髪表面についている不純物を無理

やり剥がしてしまうとキューティクルも一緒にはがれてしまうので、まずは

ヒビをいれました。 

 

 

 

初めてご来店した時の Aさんの髪の毛は、毛先まで手が

通らない典型的なガサガサした乾燥毛でした。くせ毛も

あり本人は今までいろいろなことをしてきたが、針金の

ような髪の毛はどうにもならないと言われていました。 

色々なトリートメントなども試し、美容室も転々と変え

ていたようです。 
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1回目でかなりの効果を感じてくれた Aさんは、 

10日に 1度、電子トリートメントの施術を１ヶ月繰り返しました。 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

施術後の髪の毛の状態ですが、カットで毛量も調整して

いますが、ずいぶんコンパクトに治まっています。 

電子トリートメントとヘアカラーを施していますが、 

髪の毛のツヤと手触りが今までにないと、施術後に言わ

れていました。 

 

 

大量に電子を帯びたイオン水と、泡パックを施していく

のが特徴の電子トリートメントは、とても気持ちのいい

時間を過ごせます。 

とにかく水分不足髪の毛には、大量のイオン水と保湿成

分を直接送り込むことで、どんどん髪の毛が改善して行

きます。 

 

 

 

初来店から約 30日後の Aさんの髪の毛の状態です。 

自宅でのシャンプーなどもすべて切り替えていますので 

ずいぶん髪表面についていたコーティング剤などもなく

なってきて柔らかさが出てきました。 

自宅では一切今までのトリートメントをやめて頂きまし

た。 

今までのトリートメントをやめる事は勇気のいる事だと

は思いますが、「電子トリートメント」を自宅でも使いま

すと、不安なく今までのトリートメントをやめられるよう

になります。 

 

その後、定期的に Aさんは御来店頂き、1年が過ぎた頃

の髪の毛です。すっかり初来店時の「ハリガネ状態」の

髪の毛ではなく、しっとり柔らかい潤いのあるツヤ髪と

変わってしまいました。 

http://ameblo.jp/kkatayama/image-12048000556-13359976062.html
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私は自分の髪は硬くて、太くて剛毛のチリ毛ボンバーだと思っていました。 

 

アルマダの製品に出会うまでは、 

絹のようなツヤのある、やわらかい髪になりたくて、 

 

美容院デビュー。 

 

しかし、ずっと満足な仕上がりにならず、 

歴代の担当さんの腕のせいにしながら、 

美容院ジプシーを繰り返すこと十数年・・・。 

 

それはもう、使い古したハリガネのような 

かわいそうな状態になった髪をなでながら、 

 

「生えてくる髪の質が悪いんだろう・・・しかたがないか。」と 

自分に言い聞かせ、ヘアケアはあきらめかけていました。 

 

ところがひょんな事から、電子トリートメントを体験することになり、1回

目で手ごたえの様なものを感じました。 

 

“ここまで来たのだし（ハリガネ）どうにでもなれ”って感じで、 

自宅でもアルマダ M3.3と果汁シャンプーを使うことに。 

するとどうでしょう、日々使えば使うほどに、 

 

電子トリートメントに出会って 3年後の Aさんの

髪の毛です。ヘアカラーも続けていますが、とて

も艶やかな状態を継続できています。 

A さんは、「今髪の毛のストレスが全くない」と

言われています。 

そんな Aさんからの手紙があるとき届きました。 

紹介したいと思います。 

 

http://ameblo.jp/kkatayama/image-12048000556-13359975790.html
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柔らかさと艶が生まれるのです。 

 

今では私の髪は劇的な変化を遂げ、 

セットしなくても、まとまり、艶を放っています。  

髪を触るたび、鏡を見るたび、うれしくなります。 

 

これからも毎日のホームケアと美容院での 

電子トリートメントで髪を生き返らせてあげようと思います。 

髪は女の命ですしね! 

ここまで 

 

 

本当によかったと思います。Aさんは往復 3時間かけて当店にご来店頂いて

います。心から感謝いたします。これからもツヤ髪で素敵な女性でいてほし

いと心から思いますね。 
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★ヘアカラーを繰り返しパサパサな髪になってしまった４０代 Nさんの場合 

 

  

 

初来店した時の Nさんの髪の毛の状態です。白髪が多く 

毎月ヘアカラーを美容室でやってもらっていました。 

髪の毛は細くなり、乾燥がひどくパサパサの状態で、カ

ラーの色落ちも早く、自分の髪の毛が悪いからだと思い

こんでいました。 

N さんは、ヘアカラーをした後も必ず美容室でトリート

メントをしてもらっていたようで、それでも、髪の毛の

パサツキは全く変わっていかないのに、あきらめの気持

ちをお持ちでした。 

 

実際ここまで乾燥が表面化していますと、1 日の施術で

は完全には回復して行きませんが、それでも髪の毛内部

に水分をたっぷり補給して行きますと、全く違った髪の

毛の表情が出てきます。 

 

 

カットはしないで染めてほしいというオーダ通りに施

術をしました。電子トリートメントをたっぷりヘアカラ

ーをする前に処理をして毛染めした結果です。 

簡単に乾かす程度で、ツヤがかなり出ていますが、一番

N さんが感じたのは手触りが、今まで染めた時とは違っ

ていた！という言葉でした。ヘアカラーをした直後とい

うのは髪の毛がパサつくため、美容室などはトリートメ

ントを勧めたりしますが、それは一時しのぎにすぎませ

ん。また、N さんに今までヘアカラーをする前に全処理

などはしてもらっていましたか？と聞いたところ、 

そんな事はしてもらった事がない！と 

 

通常美容室では、ヘアカラーやパーマの前に薬液から髪

の毛を守るために全処理などを行いますが、それすらし

てもらっていなかったらしく 

いずれにしても、今までの全処理剤も薬の効用を弱める

ためだけの様なものですから、あまり効果がありませ

ん。いずれにしても、N さんはここから劇的に髪の毛が

変化して行きます。 

 

 

 

 

 

http://kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2013/06/P6201455.jpg
http://kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2013/06/P6201462.jpg
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Nさんにインタビューした動画あります。 

時間がございましたら、ご覧になって下さい 

5分程度でまとめています。 

https://youtu.be/Vv5NLi3UMFg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当店に御来店して 1年後、Nさんの髪の毛の状態はどうなったか？ 

 

 

 

 

 

カットとヘアカラーは継続して行っていきました。電子トリートメントも同様に施術

しています。  日々のお手入れも続けてくれた結果、髪の毛内部が砂漠化していた

N        Nさんの髪の毛はキレイなツヤ髪に変化しています。 

         彼女は、以前の髪の毛の写真を見せると非常に嫌がります。 

         それほど毎日鏡に映る自分の髪の毛を見るのが嫌だったと言って    

         いました。今は鏡を見るのが嬉しくてしょうがないそうです。 

 

https://youtu.be/Vv5NLi3UMFg
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★縮毛矯正･ヘアカラー･パーマでボロボロになっていた 20代 Fさんの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このような超ダメージ毛でも改善していけるのが電子トリートメントです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fさんはご自分の髪の毛を「史上最高に傷んでいます」と 

言って当店に駆け込んできました。確かに彼女の髪の毛は

まれにみるひどい状態でした。中間から毛先は髪の毛表面

のキューティクルが浮立ち全くジャンボコームも通らない

ガシガシ状態。 

 

数日前にはパーマをかけて、全くウエーブすら出ていない。

縮毛矯正を半年前にやっていて、髪を明るくしたり黒染め

を繰り返していたり、時には美容室で染めたり自分で染め

たり。矯正は年 2 回ほど、最近はオイルを髪の毛につけて

も、もつれる状態。 

そんな状態で数日前パーマを 3 時間ぐらいかけても、全く

残存ウエーブなしの髪の毛。過度な熱によって髪の毛の内

部のたんぱく質も変質してしまって、毛先のチリつき、断

毛、髪の広がりを抑えるために、いろいろなものをつけて

きた不純物が残った髪表面をしていました。 

 

今までのやってきた髪の毛の歴史をお伺いすれば、対処法が

わかります。彼女の様になった髪の毛には、従来の処方では

効果が薄いので、特別に時間をかけて数回強アルカリイオン

水を髪の毛内部に導入して行きました。 

ひたすら、水分を補給して行く工程を繰り返していきます。

数時間後の仕上がりは、左の写真になりますが、 

Fさんは「信じられない！」を連呼していましたが、まだ 

髪の毛改善の入り口に入った程度で、彼女にはどうしてもや

ってみたい髪の毛がありましたので、この後数回通って頂く

ようになりました。 

 

Fさんがやりたい髪の毛は、通常の美容室ではほとんど断られ

る施術でした。事実お願いした美容室では、すべて断られて

きたと言っていました。 

当店もやらない方がいいと説明しましたが、 

彼女の強い思いを実現してあげたくなりました。 

それには、どうしてもその施術に耐えられる、強い髪質に変

えていかなければなりませんでした。 
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Fさんの髪の毛の改善は動画にしています。 

60秒ぐらいに編集しております。ご覧ください。 

https://youtu.be/kdadqkoWaDc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動画の中の様な施術を 10日に一度のペースで繰り返しました。 

そしていよいよ、ハイトーンカラーとハイブリーチと毛染めを同時にする 

ヘアカラーに挑戦しました。 

通常このヘアカラーは、Fさんのようなハイダメージの髪の毛は施術に耐え

られません。髪の毛がトロトロ状態になって切れてしまうのです。 

 

数回にわたり、電子トリートメントを短期間で集中的に施し、かなり強度を

取り戻した Fさんの髪の毛は、このような髪色とツヤを手に入れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/kdadqkoWaDc
http://kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2015/12/PC172671.jpg
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ここまで、実例を含めておよそ、一般的には言われていないヘアケアの話を

続けてきていますが、たびたび出てくる電子トリートメントはどのような物

なのか紹介させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

髪と肌に全く悪影響を及ぼさない 

天然由来の原料で出来ています。 

M3.5と呼ばれ、M3.5の原料は「海洋深層水」と「野生植物」

から採った天然ミネラルです。それに電荷を持たせイオン

化しています。アミノ酸よりもっともっと小さい電子レベ

ルで作用することによって髪と肌（角質層）の内部にしっ

かり浸透し、みずみずしくなります。 

P4 と呼ばれ、P4 の原料は「海洋深層水」から採った天然

ミネラル。それに電荷を持たせイオン化しています P4.3

は肌を引き締めたり、髪や肌にハリ・コシを与えます。M3.5

と併用する事によって髪 1本 1本がしっかりしてきます。

また抗菌作用も優れております。 

果汁シャンプーと呼ばれ、天然由来の界面活性剤にこだわ

ってつくられております。本当にシャンプーに必要とされ

るものだけを厳選し配合しています。 

特に水分量が高い果実にこだわりを持ち、オレンジ果汁・

レモン果汁・ライム果汁をセレクトしています。  

またその他にも、紅茶エキス、リンゴエキスなども配合し、

毛髪の保湿性を高くすると共に、キューティクルを引き締

める効果があります。頭皮と髪の毛に優しいシャンプーで

す。M3.5と混ぜて使用します。 
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実は、M3.5と P4はお肌にも使えます。 

 

 電子トリートメントは髪の毛専用に思われがちですが、実はお肌にも使え

ます。見た目はずいぶん違いますが、髪の毛も、肌も、同じたんぱく質の塊

でしかありません。髪の毛が酸化して傷んでいくように、お肌も同じように

酸化して老化して行きます。酸化を止めていくのは電子を与えていく事なの

です。 

 

 一番 M3.5や P4を使っているのは、実は美容師の私達です。日々電子を手

に浴びていますので、手荒れが全くなくなってしまいました。 

 

【もっとも効果的な使用法】 

 

お顔を水洗い後、軽くふきとり、M3.5を顔にスプレー。すると皮脂が溶け

だしてくるのが実感できると思います。その証拠に流れてくる M3.5を手に取

ると白く濁っています。皮脂を一瞬で乳化してしまうのです。その後、石鹸

や洗顔フォームで汚れを落として下さい。 

アトピー、乾燥肌の人は、それ専用の石鹸などもありますが、そのまま流し

て頂いて大丈夫です。さっぱりしたら、顔を拭きとって、M3.5を再度スプレ

ーします。今度は保湿の為です。 

最期に P4をお肌にスプレーします。お肌を引き締め、きめを整えます。 

 

 

ニキビのひどい方、毛穴が詰まって黒ずんでしまった方、脂性にな山去られ

ている人、日やけしてしまった人・・・M3.5の使用をおすすめします。 

 

また、アトピーの悩みは、赤み 痒み、ですが P4なら大丈夫です（個人差有） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

非常識にサラサラ・ツヤツヤ髪になる方法  25 

髪の毛をサラサラ・ツヤツヤにする方法は 

他のヘアケアとどこが違うか？ 

 

■  今のあなたの髪の毛がどんな状態でも対応できます。 
電子トリートメントの髪の毛改善法は、あなたが本来持っていた髪の毛に戻していきま

す。これを素髪になると表現しています。今までこの改善方法を提案し、正しく実行され

た方で、髪の毛が改善しなかった方は一人もいません。 

ですから、今真剣に髪の毛を改善して行こうと思っているのであれば、安心して、まず

相談して下さい。 

 

 

■  あらゆる施術に、電子トリートメントを使って 
薬害から髪の毛を守ります。 

 あなたが、髪の毛を改善して行く過程で、パーマ、カラー、縮毛矯正、シャンプー、ト

リートメント、カット、育毛・・・などが必要になってくる場合もあります。当店では、

あらゆる施術に、すべて M3と P3を組み込んで対応しています。 

これは、この 2種類で全ての髪の毛に対応できてしまうからです。これはイオンを理論の

中心に据えているからです。イオンには、プラスとマイナスしかないので、髪の毛を根本

から守るには、2種類で十分なのです。 

 

 

■  難しくてややこしい手入れ方法を勧めません。 
ダメージを受けた髪の毛の改善やには、美容室の施術だけでは不十分ですので、ご自宅

でのヘアケア剤も最初お渡ししています。これは病院でもらう処方箋の様なものです。 

お使いになって納得して継続して頂く方が多くいます。 

今までとは 180度違った、簡単な手入れ法をお伝えしています。通常多くの方は、ヘアケ

ア剤などをたくさん使っていますが、電子トリートメントの手入れ法は、そのほとんどが

不要になってしまいます。「鏡の前がスッキリなった」「超簡単ですね」とお喜びを頂いて

います。 

 

 

■  電子トリートメントは高い安全性を誇ります。 

電子トリートメントには、本当に髪に必要な成分しか入っておりません。ですから、

一時的に手触りが良くなるための成分や、髪に付着するだけの成分は入っていません。 

ですから電子トリートメントは非常に高い安全性を持っています。原料に関しては厚

生省が定めた PL法検査機関でもある生活科学研究所に依頼し、急性経口毒性試験(原料)、
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皮膚一次刺激試験で、毒性のない事を確認しております。安心して髪の毛の改善に取り組

めます。 

 

■ 多くの事例があります。机上の空論ではありません。 
あなたの髪の毛をサラサラ・ツヤツヤな髪に導く事に、真剣に
取り組みます。 
●｢電子トリートメントレポート｣ 

 過去の施術事例をレポート化しております。これは、8年前、電子トリートメン

トに出会い、美容室現場でやってきた事を、私が日々ブログなどに書きためてきま

した。「十人十色」の髪質の中に、あなたの髪質に似通った内容に出会うかもしれ

ません。いずれにしても、あなたの髪の毛がサラサラ・ツヤツヤになって頂かない

と、「嘘ツキ」になりますから、机上の空論ではなく、実績情報としてお届けいた

します。PDFファイルでお届けいたします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ●30日間で結果を出す方法をお伝えしています。 

    現状の髪の毛を改善して日数が長くかかっては、モチベーションも下がってしま

います。美容室現場での施術を含め、ご自宅での手入れを合わせ、30日で手触りや

髪の毛のツヤなどの変化を感じてもらうリミットを 30日後としております。 

   30日と言っていますが、早い人では翌日の朝から変わっていくのがわかる人もいま

すし、多くの方は 10日もすれば髪の毛の変化に気がついてくれるようです。 

   また、髪の毛のダメージに合わせた集中メニューなども用意しており、髪質改善に

全力で取り組んでおります。 
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お客様から頂いた声をご紹介します。 

現在も継続してご自宅でホームケア―を使用している方達の声を
集めております。 

 

一日中パサつかない!!驚きの連続です 

 
「この髪どうにかして下さい！」と、髪結床へ駆け込んだのが電子トリートメントとのお

付き合いの始まりでした。市販のシャンプー、リンス、トリートメント＋髪染め…普通に

使っていたはずなのに、何をしてもお手上げ状態で私の髪は悲鳴をあげていました。 

 

藁にもすがる思いで、以前より気になっていた電子トリートメントにチャレンジする事に

しました。詳しく聞くと、とてもシンブル。必要なのはシャンプーと M3.3だけ！エェッ 

「大丈夫？」と思いながらも、今の状態から脱出出来るなら…と、髪結床さんを信じ、迷

いがおきないように今まで使用していた物は全て捨て、電子トリートメントのみにして早

数ヵ月…一番の悩みのパサつきはだいぶん落ち着きだし、しかも整髪料は使用していない

のに一日中パサつかない!!驚きの連続です。 

 

お手入れは面倒臭がりの私にぴったりで、シャンプーと M3.3を合わせて作った泡シャン

プー(専用容器有り)でシャンプーするだけ。季節によって乾燥が気になるときは M3.3を

スプレーしたり片山さんに相談してアドバイスをもらったりしてます。 

 

私のお薦めは、乾いた髪にＭ３．３をたっぷりかけてシャワーキャップをかぶり待つこと

２０分…驚くほどしっとり艶々髪の出来上がり。 おうちで簡単に電子トリートメント出

来て Happyになれますよ。シャンプーも思った以上に長持ちするので大満足。これからも

続けて艶髪目指して頑張ります。 

＜40代 大辻様＞ 

 

 

くせ毛で多くてバサバサ髪でした 

 

私の髪は、くせ毛で多くて艶などなくどうしようもない髪でした。 先生にシャンプーと

M3を勧められ、半信半疑で使い始めました。 

 

最初はトリートメント（市販）をしないなんて考えられないと思い、こっそりしていまし

た。 そのせいか、あまり効果が出なくてしばらく使ったり使わなかったりしていました。 

ある時、ストレートにしてきれいな髪になった時に、このまま、この髪が続けばと思い、
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まじめにシャンプーだけをするようになりました。 

 

1か月ぐらいたった時から、髪がきれいになっていくのが自分でもわかって行きました。 

姉からも「最近髪がきれいになったネ」と云われ嬉しく思っています。 

今となったら、根気強く、シャンプーを勧めてくれた先生と福田さんに感謝です。 あり

がとうございました。 

＜40代 藤村様＞ 

 

コシのないぺちゃんこの髪の毛が・・・ 

 

私はもともと髪の毛の量も少なく一本も細いためカットだけでは、ぺしゃんこ。常にパーマ

をあてないとみすぼらしい感じでした。 

 

また二人目を産んでからは、特に抜け毛も目立ち、てっぺんからハゲてしまうような不安で

いっぱいでした。そこで、そんな私にすすめられて行った電子トリートメント、何回かして

いるうちに(と言っても 2?3か月に一回なのですが）まるで子供のころのような、ツヤ、ハ

リ、コシが現れたではありませんか！施術の後はもうルンルンな気分です。おまけに、カラ

ーの持ちもよく、とても経済的で助かります。 

 

以前は 1か月もすると次第にプリン状態になりましたが、今では 3か月程度は大丈夫なので

す。それはきっと自宅での果汁シャンプーと M3のお陰もあります。 子供（5歳・10歳）二

人も使っていますが、シャンプーのみでも柔らかい手触りで全くごわつきません。 

 

たとえ、すすぎ残しがあったとしても安心という言葉通り、かゆみもありません。 長女は

ごわごわの硬い髪質でしたが今ではずいぶん改善されました。過剰な香りもありません。 

 

私も今ではパーマをかけなくても、ある程度の、ハリとコシがあるので、以前のようなみす

ぼらしい貧相な感じはなくなりました。 

 

今はストレートなボブに挑戦したいなと思っています。 面倒くさがり屋の私にとっては、

果汁シャンプーと M3で毎日の洗髪も手間いらず！おまけに電トリのお陰で、大変助かって

おります。 

＜40代 内村様＞ 

ボロボロだった私の髪の毛が・・・ 

 

1年以上も前に、ある日来店して髪の毛を染めようとしたら「電子トリートメントをしてみ

ませんか？」と言われました。 
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「髪質が変わるし仕上がりがとてもよくなりますよ」と言われて、最初は「本当に？そんな

簡単にぼろぼろの髪が良くなるわけがない」と思いましたが、まずは試しで電子トリートメ

ントをしてみました。 

 

仕上がった時に、以前の時と違い大げさに言うと天使の輪が、ボロボロだった私の髪の毛に

出来ていました。 

 

とても、信じられなくて、それから何回か施術をしてもらうようになってからウソみたいに

髪の毛がつるつるになるし、まとまりも良くなるし、なんて表現したら良いかわからないく

らいに髪の毛の質が変わりました。 

 

それから、私は電子トリートメントがやみつきになり、お店に行きカットやカラーをする度

に必ずと言っていいほど電子トリートメントをしてもらいます。 

 

皆さんも、だまされたと思って 1回、トリートメントを施術してみてください！本当に髪の

毛が変わります！ 

 

今、アルマダシャンプーを使用しています。私はずっと L○Xのシャンプーを愛用していて、

最初にすすめられた時は「え!?そんな話あるの？ただ洗い流すだけ？リンスとかいらない

の？」と思って、店員さんの言うことが信じられなくてアルマダシャンプーを使ってみよ

う！なんて気持ちにはなりませんでした。 

 

何回かシャンプーの話を聞くたびに、ただ洗うだけ！後は何もしなくていい！という事がだ

んだん、魅力的に感じはじめて、いつも私が思っていたことが「仕事で疲れて帰って風呂入

ってシャンプーしてリンスして何度もすすいで・・・めんどうくさいな」でした。 

 

なので、半信半疑で店員さんの言うみたいに、楽に洗えて、しかも髪の毛が変わってくるな

ら使ってみようかな？と考えて、昨年の年末に購入して愛用していたシャンプーから切り替

えるのは勇気がいりましたが、使用を開始しました。 

 

使用し始めて、最初に感じたことが、本当に髪の毛を洗うのが楽なこと！これにはズボラな

私にピッタリでした。 

 

そして、何ヶ月か使用したらカラーの色持ちもなんとなく良くなったような感じもするし、

髪の毛もすごくまとまるようになりました。今では、アルマダシャンプーが残り少なくなる

と不安になるくらいにアルマダシャンプー大好きです。 

私の中での 1番の魅力は洗うのは簡単なのに髪の毛の質が良くなること！なんです。 

＜30代 山根様＞ 



      

 

非常識にサラサラ・ツヤツヤ髪になる方法  30 

 

違いがわかりました！ 

 

高いシャンプーと安いシャンプー、正直、安いシャンプーを使っていました。アルマダの

果汁シャンプーを使ってみるまでは。 

 

アルマダの果汁シャンプーに出会うまで上質な、いわゆる高いシャンプーを使ってみた事

はありますが、その効果を感じたことはありませんでした。 

 

ですが果汁シャンプーは違ったんです。髪の落ち着きと艶が出ます。そしてなんといって

も、トリートメントもしなくて良いし、すすぎもしっかりしなくてもいいんです!! 楽チ

ンできれいな髪になれるなんて最高です。 

 

シャンプーの前と後には M3をたっぷり使います。これにより、水分がしっかり髪に入り

ます。そしてきれいな髪が維持できます。迷いのない本物の良い商品に出会えてよかった

♪と思います。 

＜30代 岡村 様 ＞ 

 

クセが出ていた髪もまっすぐ伸びている・・・驚きでした！ 

 

若い頃、あんなにふさふさだった髪の毛がいつの間にか「あれっ何だかこの頃髪の毛細く

なった？抜け毛もなんだか多いような・・・頭のてっぺん地肌が透けて見えてる(泣） も

しかしてこれからはげるのでは・・・」とおびえるようになりました。発毛促進剤などを

つけたりマッサージしたりと、いろいろ試してみましたが、あまり効果のないまま加齢の

せいだから・・・と半分あきらめムードで過ごしていました。 

 

昨年の１月、コシのない髪が嫌でストレートパーマを髪結床さんでかけてもらうことにな

り、勧められるままに電子トリートメントなるものをしていただきました。「シリコンシ

ャンプーが頭皮をふさぎ、髪に栄養がいかないんだよ。ノンシリコンシャンプーに変えて、

M3.3で髪に栄養を与えてあげて。髪質が絶対変わるから」と言われ、半信半疑で使ってみ

ました。トリートメントつけなかったら髪の毛キシキシするはず。でも髪は手触り良くサ

ラサラでした。 

 

ふと一年が過ぎ、気付いてみると、あんなに気にしていた髪が抜けなくなっている。てっ

ぺんの地肌も見えなくなっている。必ず伸びてくるとクセが出ていた髪もまっすぐ伸びて

いる・・・驚きでした。髪結床は頭髪のドクターです。 

＜40代 大田様＞ 
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薄毛で悩む事もなくなりました 

 

艶もなくなり、すっかり元気のない髪の毛に、髪も年齢が出てくるものだ・・・と落ち込

んでいました。そんな時、髪結床でシャンプー会員を募集していると知り、しばらくは夕

方の忙しい時に時間がとれるか悩みましたが、髪の毛の事を考えると、やるしかないと思

って行かせていただくようになりました。 

 

途中から、M3.3や果汁シャンプーになったのですが、香りがとてもよくて、家に帰ると

娘から「今日シャンプー行ってきたでしょう」と言われるようになりました。もちろんシ

ャンプーに行かない日もあります。そんな日は髪の毛がまとまらず、嫌な 1日でした。又

娘の髪質が変わり、ツヤのない髪の毛が気になり家でも M3.3や果汁シャンプーを使うよ

うになりました。 

 

だんだんと娘の髪質が変わっていき、私もシャンプーに行かない日でも何とかまとまるよ

うになってきました。私の場合使い始めの頃は、電子トリートメントの後やシャンプーの

後だけきれいだったのですが、長く続けていると自分でシャンプーしても、しっとり感が

ありツヤが出てきました。髪の毛も太くなり気付くと薄毛で悩む事もなくなりました。 

 

家族全員で使っていますが、果汁シャンプーはすすぎ残したくらいが良いらしく、息子や

娘にも安心して使え、泡で出てくるのもお気に入りで、えらくシャンプーの減りようが激

しいと思っていたら、息子が大量に使っている事が発覚！「こら～」っと言いつつ、笑っ

てしまいました。 

 

やはり女性にとって髪の毛は命。歳をとっても・・・これからも少しでも若くいられるよ

うに頑張っていきたいと思います。 

これからも、いろいろなアドバイスをお願いします。末永くよろしくお願いします。 

＜40代 福田様＞ 

 

面倒くさがり屋の私にピッタリ。 

 

私の髪の悩みは、髪の毛の量が少なく、少しクセがある事でした。歳と共に髪の毛が細く、

初めて、電子トリートメントをしていただいた時は「何か少し違うのかな・・・」と思う

だけで、正直はっきりとした違いがわかりませんでした。 電子トリートメントの回数を

何度か重ねたころ、やっぱり違う！髪のツヤと柔らかくなっているのを実感しました。

M3.3って、ただの水ではなかった、髪の中にしっかり入って、お仕事してくれてるのだ

なとわかってきました。 

 

それから、家でも M3.3と果汁シャンプーを使うようになりましたが、シャンプーがとて
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も楽になりました。髪を濡らして、シャンプーしてあとは洗い流すだけ。そして、乾かす

前にも M3.3をちょっとスプレー。（化粧水をするのがすごく面倒な時は、そのまま顔にも

スプレーしてます。 

 

なるべく髪にはいろいろなものをつけたくない私にとっては、とても楽で、うれしい M3.3

と果汁シャンプーです。 私の髪は、太く硬い。朝の寝癖も、水道水で濡らしたり、時に

は寝ぐせ直しスプレーを使ったりもしましたがなかなか直しにくい。 湿度の高い日はた

くさんのアホ毛は目立ち、髪が落ち着かない感じでした。 

 

しかし、今では手で触った時も柔らかい感じがあり、髪が落ち着いています。寝癖も M3.3

をたっぷりスプレーして乾かすだけで直せます。あと、カラーの色持ちもいいように思い

ます。 

 

M3.3 や果汁シャンプーをたまたま切らした時は、髪がパサついたようだったり寝癖が直

しにくかったりと全然違います。 M3.3 と果汁シャンプーにはまり、手放せないものにな

っていますが、何度か試したり他のものと比べたりしないとわからないかもしれません。

でも、ただものではない事は確かです。 

＜30代 梅本様＞ 

 

「おっ！簡単！まとまりやすいし、からまない」 

 

仕事で疲れて帰ってきて、M3.3と果汁シャンプーだけで OKというのが助かります。おま

けにしっかり流さなくていいし、香りもお気に入りです。 

 

さほどトラブルもない方でしたが、それでも、髪の手触り、ツヤは以前より良くなってい

ると思うし、ちょっと自慢です。最初は、お店での電子トリートメントのみでしたが、「ツ

ヤが出てる～」しばらくして、家でも M3.3と果汁シャンプーを使い始めました。 

 

「おっ！簡単！まとまりやすいし、からまない」手触りも良くなってきて、嬉しくて何度

も触ったり、友人に触らせていました。そのうち母(70代）も使うようになり、我が家か

らリンス、トリートメントが消えました。 

 

アルマダの良い所は、誰でもできるし（シャンプーして M3.3をスプレーするだけ） 変

化が確認できるところですね。朝も M3.3をスプレーしてドライヤーでさっさとスタイリ

ングするだけで OK。「髪は女の命」ですからきれいになっていくのは、とてもうれしく気

分が上がります。 

 

M3.3は顔にスプレーすると化粧水が浸透するような気がするので、髪のついでに「シュ
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ッ」と顔にも吹きかけたりします。 

 

シンプルで、髪にも肌にも負担がかからず、効果が出るアルマダを知る事が出来てラッキ

ーです。髪結床さん、ありがとうございます。 

＜40代 安成様＞ 

 

 

 

ヘアーランド髪結床は約束します！ 
 

■  無理な施術を強要するような事は絶対しません。 

髪の毛の状態に合わせて、改善方法を提案して行きます。その際にかかる日程など

も無理のないように予定を組みますし、あらかじめかかる費用などもお知らせいた

します。必ず納得して頂いてからの施術を行います。 

 

■  ホームケアを押し売りするような行為は絶対しません。 

 ご自宅でのホームケアを切り替えて頂く事がありますが、まずは使って頂くことが

大切なので、最初はトライアルセットを渡しております。いきなりお買い上げくだ

さいと言うような行為は一切致しません。 

 

■  わからない事は迅速に対応して行きます。 

最初はわからない事や不安などもあるかもしれません。そんな時はメールか、電話

で連絡して下さい。メールなら 24時間以内に返信致します。 

 

■  結果が出ない場合は完全返金保証です。 

  髪の毛改善メニューには自信がありますが、もし結果に納得いかない場合は、無条

件で、かかった費用は全額お返しいたしますので、安心して髪の毛の改善に取り組

んで下さい。 
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非常識に髪の毛をサラサラ・ツヤツヤ髪になる方法について 
質問などございましたら、気軽にご連絡下さい。 
 
 
 
ヘアーランド髪結床 
 
 

 

〒759-6312 
山口県下関市豊浦町黒井２２４０－４ 
 
 
TEL:083-772-4836 
 
URL:http://kamiyui-style.com 
 
Mail:info@kamiyui-style.com 
 
 
 
 
代表者：片山 幸造 
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