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当レポートを読んで頂き感謝いたします。ヘアーランド髪結床の片山です。 

羅針盤という言葉は日頃あまり聞くことがないかもしれませんので最初に解説します。 

世界大百科事典 第２版の解説によると 
らしんばん【羅針盤 compass】 
羅針儀，コンパスとも呼ばれる。船や航空機などで方位を測定するために用いられる器具で，

原理から，磁石の指極性を利用して方位を知る磁気コンパスと，高速で回転するこまの運動を

利用するジャイロコンパスに分けられる。磁石の指極性を最初に発見したのは中国で，おそく

とも 11 世紀末には貿易船に備えられていた。当時の羅針盤は，円盤の周囲に 24 方位を刻み，

中央の円形のくぼみに水をたたえ，そこに適当に装置した磁針を浮かべたもので，一般に湿式

羅針盤と呼ばれる。と説明されています。 

 

さて、このレポートをどうして書いたのか。それは髪の毛をキレイにしていくのに今まであ

まり言われてないことを伝えたかったからです。 

 

 

それが、全く髪の毛とは関係ないような事なんですが 

一番大事な事になるかと思います。 

それは・・・マインドセット 

分かりやすく言いますと、考え方をリセットする。 

もっと砕けた言い方をすると、過去の考えを忘れて 

全く新しい考えをしましょう！ 

 

別に、洗脳しようとか言うのではありませんからね。 

このマインドセットが出来ると、 

髪の毛は必ずキレイになってしまいます。 

 

すぐには出来ないと思いますが、 

それは全然構いません。 

ただ・・・ 

本気でキレイになっていくっていう決意と覚悟みたいなものです。 

特に髪の毛が傷んでいたら、これくらいの想いを持っていた方が 

良いと思います。 

 

その為の、羅針盤でもあります。 

智恵でもありますし、スキルをつける事になるかと思います。 

そして、美髪になる為の考え方をしっかり身につけて頂きたいと思います。 

https://kotobank.jp/word/%E5%91%BC%E3%81%B0%E3%82%8C%E3%82%8B-654798
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%B9-75492
https://kotobank.jp/word/%E7%A3%81%E7%9F%B3-73268#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
https://kotobank.jp/word/%E7%BE%85%E9%87%9D%E7%9B%A4-656120
https://kotobank.jp/word/%E6%B9%BF%E5%BC%8F%E7%BE%85%E9%87%9D%E7%9B%A4-1331620
https://kotobank.jp/word/%E6%B9%BF%E5%BC%8F%E7%BE%85%E9%87%9D%E7%9B%A4-1331620
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はじめに 

今日は真面目くさった話をしてみます。 

もうこの言葉を見ただけで 

ページを去る人がおってもいいと思って 

カッコいい事書いていきまっせ！ 

 

美容師もこの歳になると、結構先がないのに気がつき、 

それなら最期にぱっと 

思い残すことがない美容師になろうと、ようやく最近思えるようになった片山です。 

 

それで、思い浮かんだのが、子供の頃から、 

よく海に出ていたので、羅針盤でした。 

簡単に言うと方位磁石です。 

オヤジといつも小さな船に乗って、魚釣りに出ていました。 

相当な時間がたつと、周りには島一つ何も見えなくなるんです。 

今のように魚群探知機なんかありません。当時は、潮の流れやなんかと、オヤジの勘の様な

もので釣り糸を垂らしていたのだと思いますが、 

必ず、私はしばらくすると、船酔いになって寝るんです。 

そんな事を、小学校が休みの日のほとんどは繰り返しておりました。 

 

いつも不思議に思っていたことが一つありました。 

何もない広い海なのに、必ず港に帰ってくる、オヤジの感覚でした。 

子供心に、なんでわかるんやろうか？って思っていました。 

聞きもしませんが、とにかく迷ったりしないのです。 

 

あるとき、オヤジがこんな話をしてくれました。 

 

俺が、若いころ船が流されのぉ～、あの頃は船外機もなく、櫓でこぎよった。日が暮れて、

周りが真っ暗になった。連れの男は、恐ろしがって、震えとった。 

俺はもう少し待ったら、星が上がってくるけぇ、辛抱せえって言うたんや。 

 

周りは真っ暗になってのぉ、北極星が上がってきた。 

夜の海は星さえあれば、帰り道がわかるんど・・・ 

 

？？？当時の私はこの言葉の意味すらわからずただ・・・そうなんや！ 

そう思っただけでした。 

 

しかし、今はよくわかります。 



美髪への羅針盤 

5 

 

 

オヤジは、きっちり自然の摂理を熟知していたんだと。  

漁師としての、最低限知っておかないといけない事それは、いつも危険と背中合わせという

事。 

 

だから、方向を間違うと、とんでもない事になる。 

まして不意に色々なことが起こりうる自然界ですから・・・ 

 

子供の頃から、そんな環境で育ったんで、「危ない」っという動物的な感なのか、なんかそ

ういったものは、よくわからないけどあるのかなって思ったりします。 

 

そんな私が、海の底深くから採取した、海洋水をベースに植物ミネラルを配合した電子トリ

ートメントを、自分の美容人生の最期として、 

出会ったのは、これまた何か不思議な縁なのかなって思います。 

 

まあ勝手なこじつけのような話ですがね。 

 

ただ、どうなんでしょう？ 

色々なものが出回った、今の世の中に、 

生粋に一つのことをベースに製品作りをしていく事は、 

すごく厳しくなってきていると思います。 

でもやはり本物は、「生粋」なものだけ残っていきます。 

 

今は宇宙にドンドン飛び立つ時代ですが、どんなに時代が進んでも、「いいものを作らない

限り人は満足しない」 

貪欲なのが人ですからね。 

 

そんな中、美容師として、180 度違う美容法に出会えた私は、 

超ラッキーっと思っています。 

 

 

髪の毛は、方向性さえ間違わなければ、きっちり、綺麗になります。 

今の状態が、良いと思っている人はそれ以上になります。 

 

今の状態が最悪の人は、「大丈夫です」 

もう一回いいます！「本当に大丈夫です」 

 

真っ暗闇の、海の上にいても、私がきっちり、 
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美髪、ツヤ髪の港までご案内いたします。 

 

今、きっちり方位磁石のように進む方向を示してくれるものは 

美容界には少ないと思います。 

 

そっちの方向に行けば確実です・・・といえるものです。 

 

私は、電子トリートメントにそれを感じた美容師です。 

ただそれだけなんですね。 

 

髪は再生して行きます。でも傷んでしまった髪の毛は修正不可能です。 

 

嘘はつきたくありません。 

 

でも本当に、髪の毛は素髪となって変わっていきます。 

 

本当に、そうなんです！ 

 

 

 

後・・・40 年ぐらい美容師やろうかと思っております。 

 

 

 

 

■髪の毛が本当によみがえるスキル伝授していきます 

 

どうも片山です。 

最近つくづく思う事があります。 

それは、 

『ダメージを受けた髪の毛を改善していく土台は 

正しい美容法スキルを身に付ける事』です。 

もう９年も前の話になりますが、 

私は 45 歳の時に、今のままでは 

美容師として先がないと思いました。 

カットなどの技術は気いってくれている顧客はいました。 

しかし、その方達の髪の毛が年齢を重ねていくほど 
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ハリやコシ、薄毛、パサツキなどの悪条件を 

改善しきれていなかったからです。 

「いろんなものを取り寄せて試してきたにもかかわらず 

一向に納得のいく物には出会っていませんでした」 

「このままでは、美容師として、ただのカットマンに終わる」 

「このままでは、当店に来るお客様も衰退していく」 

これは、自分自身を根本から何か変えていかないといけない 

本気でそう感じていました。 

それには、自分を取り巻く環境などを一新する必要もありました。 

私生活もそうですが、仕事内容も変える必要があったのです。 

とにかく今までのやり方では、この先通用しない！ 

なので、今までの美容のやり方を捨てるという事に恐怖や不安はありましたが、 

何をしてもダメなのなら、一番髪の毛に影響を与える 

日々のシャンプーを髪のプロである美容師がしたら 

どうなっていくのか、検証してみたくなりました。 

そして・・・ 

「これをきっかけに自分の店を変えて 

来てくれているお客様に、何度も行ってみたい店にする」 

と言う想いで、「シャンプー会員システム」を作りました。 

全く新しい形の美容法を作っていきたかったのです。 

しかし・・・ 

現実は厳しく開始当初は本当に苦労しました。 

会員は数名集まっていましたが、 

スムーズにお客様が流れていかないのです。 

美容室内でシャンプー会員も通常のお客様の待ち時間が 
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長くなって行ったのです。 

予約をしてきているのにすぐ案内してもらえない 

他のお客様にも迷惑がかかっていきました。 

そんな事が日常茶飯事でした。 

そんな事をしているうちにシャンプー会員ではない方達が 

店から離れていきました。 

新しい美容法を確立したい。そんな想いもほんの数ヵ月で、 

『お客様が逃げていく』という事態になってしまいました。 

それでも、シャンプー会員さんの髪の毛は日々改善していっていました。 

それだけが、唯一の救いでした。 

「やはり、髪の毛には水分が必要なんだ」 

おかしなものを、べたべたつけなくても、 

シャンプーを良質なものに変えて、すすぎをしっかりしていけば 

髪の毛は変わっていく。 

その結果が本当に私の支えでした。 

そんな私ですが、 

ある事がきっかけで 

一気に髪の毛を改善できる物に出会ったのでした。 

そのある物とは、 

『電子トリートメントでした』 

シャンプー会員のやり方で 90 日かかって出来る事を 

たった 1 回の施術で、それ以上の結果を出してくれました。 

私は、愕然としたのと、 

何とも言えない喜びを感じた事を今も忘れていません。 

それが、 

『ダメージを受けた髪の毛を改善していく土台は 
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正しい美容法スキルを身に付ける事』という事と言う事につながっていきました。 

当時、たった数ヵ月でお客様が逃げていく事に追い込まれた私は、 

「唯一、髪の改善が可能になってきてる」 

「今までの美容法では解決できない。新しい何かが必要だ」 

と考えたことが、 

「電子トリートメント」との出会いで 

本当に髪の毛に悩んでいる方達に、無理なく簡単に髪の毛を改善していく為に 

美容師としての必要なスキルを身に付けていきました。 

その時、私が学んだ事は、とても我流では到達する事ができない 

とても画期的で、現実的に髪の毛を改善していく為に 

何をしたらいいのかが分かる具体的なスキルばかりでした。 

そのようにして、私はどんどん 

『ほとんどの美容師が知らない髪の毛再生の本物のスキル』を身に付けていったのです。 

その結果、当店に来られているお客様の 

髪の状態はどんどん変わっていきました。 

これまで何をしてもダメだった、髪の毛はどんどん良くなっていったのです。 

一番難しいと思われていた、ご年配のハリ・コシのない髪の毛にハリ・コシが 

甦る事も経験しました。 

これまでまったく改善が見られなかった髪の毛が簡単な手入れで変わっていく事に 

お客様も感動してくれました。 

また、常にほとんど使ってくれなかったお店に置いている 

電子トリートメント関連のシャンプーなども 

多くの顧客が使うようになって行きました。 

まさに大逆転の非常識な美容法を収めた瞬間でした。 
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このような経験もあり、まずは美容師本人が 

「本気で髪の毛の改善に取り組む」姿勢が必要だと 

思いました。 

そして、その結果を、髪の毛のことで悩んでいる人たちに、 

教えていく事だと感じました。 

それが、 

『ダメージを受けた髪の毛を改善していく土台は、正しい美容法スキルを身に付ける事』な

んです。 

「それには電子トリートメントが一番手っとり早い」 

「そしてそれは、誰にでも簡単に出来る」 

と心底思っているのです。 

しかし・・・ 

間違った美容情報に惑わされて髪の毛に悩む人たちの現実 

今現在も、当時の経験を活かして 

ほんの少しだけステップアップして 

多くの髪の毛で悩む方々に髪の手入れ法を教える 

立場になりました。 

色んな方々のお話を聞いていて 

とても強く違和感を感じる事があるのです。 

それは・・・ 

『間違った美容情報に惑わされて髪の毛に悩む人たちが多すぎる』という事です。 

みんな私に相談をしに来る人達は色々な悩みを抱えています。 

 

「髪のパサツキが治りません」 

「何を使っても髪の毛が言う事を聞いてくれません」 
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「どんなシャンプーが自分に合っているのかわかりません」 

「針金のような髪はもう治らないと思いますが、どうにかなりますか」 

など、色々な事を言います。 

もちろんこれらの問題を解決する方法は 

非常にシンプルな方法で解決していきます。 

でも、それ以前に強く伝えたい事は、 

『髪の毛で困っている人ほど間違った美容法を、長年やってきている』 

という事なのです。 

少し考えてみてください。 

例えば、あなたの髪の毛が、太くて少しクセがあり 

雨の日などは広がっていくような髪の毛だったとします。 

そして、そんなあなたは、手入れの楽なサラサラな髪の毛を 

目指しているとします。 

通常でしたら、当たり前ですが、あなたは 

美容室に通って、そこで髪の毛の量を調整してもらい 

時には、縮毛矯正などもするかもしれません。 

そして、トリートメントなどの施術を受けると思います。 

美容室を出た時は、何とか状態もいいでしょう。 

トリートメント効果でしっとりしているかもしれません。 

しかし、3 日もたてばその効果がなくなっているのに気がつきます。 

その後はオイルなどを髪の毛に塗って、パサツキなどを抑えているかもしれません。 

そしてそれは、数年の間続いている。 

また、別のあなたは、髪の毛が細くて、ヘアカラーなどをしていて 

毛先の乾燥がひどく、伸ばしたいけどいつも途中であきらめてしまう 

でも、艶やかなロングヘアーにあこがれている人かもしれません。 

美容室で毛先の保護のためのトリートメントは欠かさず 

やってもらっているにもかかわらず、毛先はもっと細っていく 

色々な優しいシャンプーを使ってきても、 
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やはり髪の毛はあまり伸びていかない。 

伸びたとしても、もつれる、切れる 

そしてそれは、数年の間続いている 

何にせよ、 

「いろいろやってきたけど、結果が出てくれていない」 

「自分の髪の毛をおかしくする為に手入れをする」 

という人はまずいないと思います。 

もっときれいになりたいという大切な想いが 

あるからだと思います。 

私はその想いを大切にしたいと思います。 

経験した人は分かっていると思いますが 

今までの美容法の延長線場には、私の言っている美容法はありません。 

しかし、結果は出してきました。 

逆を言えば、 

『電子トリートメントを知って正しい美容法スキルを身に付ける事』 

によって、劇的に状態は変化していくのです。 

実際に私の顧客やレポートを読んで正しいスキルを身に付けた方は 

「髪の毛ってこんなに簡単に変わっていくんですね」 

と実感している人がたくさんいます。 

ですので、あなたも『正しい美容法スキルを身に付ける』 

という事がキレイになるの土台であると認識して、 

実際に正しいスキルを身に付けて欲しいと 

思っています。 

それが最も効率良く、今の髪の毛の状態を 

良くしていく方法だと思います。 
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■常識に惑わされ誤ったヘアケアを続けています 

髪の毛の手入れで大切になるのは、長い間その効果が髪の毛に好結果を及ぼすことです。し

かしながらそういったものに出会えることは稀で、多くの方は不正確な“常識”に惑わされて、

誤ったヘアケアを続けています。 

美容師ですら根拠のない、昔から言われている”髪の常識”に戸惑いをもってお店に立ってい

る方々もいます。もちろんその中には先人の知恵もありますから、すべてを否定しているの

ではありません。しかしながら技術の進化によって合わなくなった知識や技術もあります。 

一般的な美容情報の中には、あからさまに言えない部分がどうしてもありますから、肝心な

部分がぼかされてしまって情報として世に出てきていますし、それは経済活動している社会

では仕方がないことだと思いますが、私がここで伝えていくことは、そのような事も踏まえ

て、確実に結果が出てきていることと、今まで常識だと思っていたことは、すでに時代が変

わってきているということを知ってもらいたいと思い書いています。 

その過程で、昔からある大切な部分も書くこともあると思いますが、いずれにしても何かし

ら「髪の手入れ」に疑問を持たれている方達にはヒントになっていくかもしれません。 

【美髪への王道】 

出来る事なら、王道を進んでもらいたいと思います。それは誰でも可能だと考えていますが、

やはり一人では長く続かないと思います。そこにやはり良きアドバイザーの美容師が必要に

なってきます。 

私がすべての人を導くことは不可能ですから、正しい知識と美髪スキルを身につけて、あわ

てず美髪の王道を突き進んで欲しいと心から思っている美容師の一人です。 

髪の悩みは千差万別です。年代によってもそれぞれ違ってきています。私の手元にある調査

票がありますが、それを紹介してみます。 

20代の抱えている髪の悩み 

 食生活や生活習慣の乱れにに起因する枝毛や切れ毛 
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 誤ったダイエットに起因した栄養不足による脱毛 

 不適切なヘアケア方法（髪を乾かさない、トリートメントを頭皮につける等） 

 パーマカラーの使い過ぎ 

  

30代の抱えている髪の悩み 

 職場での人間関係や家庭の問題によるストレス性脱毛 

 多忙理由にした洗髪不足による、フケ・カユミ・ニオイ 

 洗いすぎによる髪質悪化 

 ストレス・加齢などによる若白髪の発生 

 

40代が抱えている髪の悩み 

 職場での人間関係や家庭の問題によるストレス性脱毛 

 加齢による髪のやせ、薄毛 

 ホルモンバランスの変化による髪質の変化 

 

50代が抱えている髪の悩み 

 ヘアカラーの長期使用によるアレルギー症状（アナフィラキシー） 

 加齢による白髪の急増、ホルモンバランスの変化による髪質の変化 

 地肌が見えるほどのボリューム感の低下 

 長年使ってきたシャンプー・トリートメントなどが肌に合わなくなってきた 

あなたの悩みがこの中にあるでしょうか？それとも、ほかに深刻な悩みがあるかもしれませ

んね。常識を信じてやってきたヘアケアの限界なのかもしれません。 

 

■本当に大事な事が言われていない情報誌 

どうも片山です。 

今私の手元には数冊の髪の毛の手入れを解説している美容家が書いた著書があります。 
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世の中には、おびただしい髪の毛をきれいにするための特集記事を組んだ月刊誌も多数出て

います。 

その内容をとやかく言うつもりはありません。それぞれ第一線で活躍されている方々の言う

ことですから実績に基づいた内容だと思うからです。 

また、いろいろな美容室のホームページなどを調べていって思うことがあります。ほとんど

デザイン重視のヘアースタイルなどはあっても、傷んだ髪の毛に対しては、あまりにも情報

が少ないような気もします。 

お客様の髪の毛の悩みのトップに来るのは、髪型の内容ではなく、髪の広がりや、ハリ・コ

シがなくなったということが、トップに来ているのに、どうしてなのでしょうか？ 

私は、髪の毛の素材が一番大切だと考えている美容師ですが、多くの美容師さんはそう思っ

ていないのかもしれませんね。また、髪の毛にいろいろなスタイリング剤を使い、デザイン

を作る美容師さんもいますが、多くの女性はそれを嫌っている方がいますし、出来ればあま

り使いたくないという声も実際よく聞きます。しかしながら、スタイリング剤をつけないと

まともに仕上がらない髪の状態になってしまっているという事実もあります。 

本当はそんな髪の毛にならなくてもいいのに、なってしまっていると考えられます。 

これは何を意味しているかと言いますと、現状では多くの美容室では傷んだ髪の毛にトリー

トメントを施術していっていますが、思ったほど効果が上がっていないという事実が浮かび

上がってきます。実際美容室のトリートメントは一時的には手触りがいいですが、ほとんど

効果は長続きしませんし、逆に髪の毛を傷める原因にもなってきています。 

これから私が言うことは、あくまでも自分の主観ですから、気に召さない方はこのサイトか

ら出て行ってもかまいません。 

まず、素晴らしい理論やヘアケア製品を取り扱っているのに、ビフォー、アフターの事例が

非常に少ない。動画などの情報も少なく言葉ばかりが先走っている感じがします。 

このサイトを読んでいる方々は、本気で髪の毛をきれいにしていきたい方が読んでいると思

いますので、私も真剣にお伝えしていきます。 
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髪の毛は、正しいスキルを身につけて、実践することでかなり回復していきます。本当に大

切なのは、髪の毛に水分保持力をつけていくことです。もうすぐ髪に悩んでいる方達のため

のレポート集を紹介できそうです。美髪へのスキルアップとしてそばに置いてほしいと思い

ます。 

■髪の毛に付いている不純物 

 

もし、今髪の毛に付いている目に見えていない物に色をつけたら・・・ 

どうも片山です。 

上のアイキャッチ画像とっても衝撃的ですよね。まさか髪の毛に、顔に、体中にこんなに不

純物がくっつくとは思えないでしょうが、結構シャンプー後はここまでひどくはないですが、

いろいろな不純物が付いている場合があります。 

特に市販シャンプーには髪や肌には余分な化学成分や香料、ダメージヘアーを即効でツルツ

ルにするコーティング剤など、本来人体には不要な添加物ばかりです。このような事は長い

間叫び続けて来ているんです。 
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最近では、子供の髪の毛にまで影響が及んできています。 

増える子供の薄毛 

無理もないと思います。生まれながら不純物が残ってしまうようなシャンプーの方法を続け

て来ているわけですから・・・ 

どうにかしてよ！と大声を出して子供言うと思いますか？ 

 

まずほとんど言わないと思います。 

だって知らないのですからね。もうそろそろ、そんな悪循環を断ち切る時期だと思います。 

それには、まず大人である、あなたが正しいヘアケアの知識を身につける事だと思います。

皮膚などが弱くて反応しやすい方などは、身を守るためにいろいろ情報を集めていきますが、

反応が出ない人の方がある意味危ない事を忘れないでください。 

http://kamiyui-style.com/kamiyuidoko/今！とても気になる！子供たちの薄毛/
http://i0.wp.com/kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2016/06/extension-tools-for-bloggers_ins1-628x379.jpg
http://i2.wp.com/kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2016/06/extension-tools-for-bloggers_ins2-628x384.jpg
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反応が出る時は、突然現れてきます。そのような反応が出る前に、ご自分のヘアケア剤を見

直すのもいいと思います。 

 

本当にたくさんの美容情報があふれておりますので、迷ったら「いろいろな物を使わないで

髪の毛の手入れを始める」事を覚えておいてください。 

ただ、一般的にはこのような事は言いません。 

私がここで書いていることは、美容業界では通説ではありません。 

はっきり言いますと、「非常識な髪の手入れ」になります。 

当美容室は、電子トリートメントの理論ですべてのお客様の髪の毛を預かっていますから、

一般的に言われています髪の手入れとは180度違っています。今は非常識ですがきっと100

年ぐらいたつと当たり前になるのかもしれません。そんな事を感じながら美容室現場で仕事

をさせていただいています。 

「ご自分の髪の毛を大切にしてほしい」と心から思いますし、そのスキルを身につけること

で、未来の大人となる子供たちにも、本物の美容を伝えられると思います。 

机上で語られる、「美髪への道」の夢とか希望とか書くことはないサイトです。無駄な物は

髪の毛に必要ないのです。それが今、多くの方がシャンプー後に行っている、トリートメン

トにも言えるのです。 

http://wp.me/p3u8bD-2P
http://i0.wp.com/kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2016/06/extension-tools-for-bloggers_ins3-628x413.jpg
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■ワンパターンでサラサラ髪に 

 

どうも片山です。 

今から話す事は書こうか書くまいか数日間迷っておりました。 

しかし、やはり伝えておいた方がいいと思いここに書き残します。 

少し信じられないと言いますか、美容師の言うことではない内容になるかと思いますが、一

般的な美容法を伝えていない美容師ですから、興味の無い方はスルーしていただいてかまい

ません。 

いきなりですが、少し仏教の話をさせていただきます。 

最初にお断りしておきますが、私はどちらかと言うと無宗教です。ですから、たくさんある

教えのいいところは自分の知識として蓄えたいと思っております。 

さて、仏教やヒンドゥー教など東洋の宗教の教えの中に、「輪廻転生」というのがあるのを、

聞いたことがある方は少なくないと思います。 

本当に生まれ変われるのかどうかを、信じる信じないのは個人の自由だと思いますが、 
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もしそうだとしたら・・・髪の毛を扱うプロとして、少し面白い話が出来るのかなと思いま

す。 

傷んだ髪の毛は再生しません 

傷んだ髪の毛を再生していくのが得意だと、このブログでも書いてきていますが、実際は一

度傷んだ髪の毛は元には戻ってくれません。ではなぜ「傷んだ髪の毛」を再生できると言い

きっているのか？また「美髪の王道のスキル」を身につけて欲しいなどと、偉そうなことを

書いてきているのか。 

髪の毛が生まれ変わることができるという過程を多く見てきたからです！ 

正確に言いますと、今現在ある髪の毛の劣化・老化を防ぎながら、新しく伸びる髪の毛をし

っかりとした艶やかな髪の毛として育てていった！ということになります。 

今の状態をゼロとすれば、１、２、１０、３０と数字を数えれば上がっていくように、髪の

毛は生まれ変わっていけます。 

ただし、髪の毛で悩んでいる方で、本当にゼロ状態の髪の毛をお持ちの方はほぼいません。

ほとんど方は乾燥がひどいか、髪表面にこびりついている不純物を取り除いて、しっかり髪

の毛内部に水分を補給していけば、大抵の髪の毛はツヤツヤに変わっていきます。 

しかしこのような簡単な事が、信じられない・・・または知らない・・・方が多くいます。 

人は生まれ変わるという「輪廻転生」は何度も何度もそれが繰り返されると言います。何度

も生まれ変わってきたことにより、今のような高度な社会を作り上げてきたわけですね。 

ただ・・・生まれ変わるには、一つ厄介なハードルを越えないといけません。それが一度死

なないといけないということです。でも、そんな厄介な事をしなくても、髪の毛は生まれ変

われる事を、知ってほしいのです。 

頭皮から生えている髪の毛は、死活細胞と呼ばれています。ですから一度傷んでしまうと、

再生していく力は持っていません。少し考えてみればわかりますが、よく美容師さん達が、

専門用語のような物質の名前を言って、それが浸透して内部で再結合して修復するようなこ

とを言いますが、それが本当なら、なぜ 3 日も経たずに手触りが元に戻るのでしょうか？ 

髪を修復する、髪を治すって、言うからには、回数を重ねれば健康な髪の状態にだんだん近

づいてなければおかしいんです。被膜を作って、一時的に手触りは良くなったけれど、それ
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が何回かシャンプーしたら剥がれた。 

だから、傷んだ髪の毛の状態に戻った。（もしくはひどくなった）そう、考えるのが普通だ

と思いませんか？ 

髪の状態が何をしても数日間で元に戻ってしまうことが続いている方は、元々が死活細胞で

すから、従来の表面をコーティングするだけの手入れでは、髪内部に水分は届かず表面では

じかれ、いつまでたっても悩みはなくならないと思います。それどころか、不必要な物が頭

皮に髪の毛にどんどん蓄積されていきます。 

 

長く生きていれば、どうしても身体は老化をしていきます。これは 20 代の方でもそうなの

です。年齢が上がっていけばなおさらです。老化を遅らせるのには還元物質を多くとること

なのですが、老化の一番の要因は電子量が減るということがわかっております。 

髪の毛も一緒で、電子を水分と一緒に与えていくと髪の毛が、内部から変わっていきます。 

毎日、簡単な事を続けさえすれば、髪の毛はまさに生まれ変わっていきます。 

「過去最高に傷んでいます。私の髪の毛死んでいます」といった、クシも全く通らなかった、

女性の髪の毛でも、30 日間で生まれ変わることができたのです。 

http://i2.wp.com/kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2016/06/8153515614_7fbb12168f_b.jpg
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「輪廻転生」などと言う言葉を、髪の毛の生まれ変わりとして引用しましたが、ダメージを

受けている髪の毛や、その一歩手前の髪の毛も、元のサラサラした髪の毛に戻していくのに、

厄介なハードルなど本来ありません。 

ただ、今までワンパターンのような髪の毛の手入れを、少しだけ勇気を出して、 

新しいワンパターンに変えてしまえばいいだけです。 

新しいワンパターンは、非常にシンプルな方法です。 

電子トリートメントと言います。 

高感度や第一印象を左右してしまう物とは？ 

 

 

http://wp.me/p3u8bD-2P
http://i2.wp.com/kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2016/01/t02200293_0800106713468965366.jpg
http://i0.wp.com/kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2016/02/15.jpg
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あなたの好感度を上げてしまう大事な要素 

どうも片山です。 

女性の髪の毛と長く付き合っておりますが、美容室ですから、当たり前といえば当たり前で

すが、髪型や髪の毛を今よりさらに良くしていきたい、可愛くなりたい・・・キレイになり

たい、そう思ってご美容室に通っていると思います。 

ご自分の事を悪く見せようと思って美容室には行かないですよね。 

美容師の仕事は感覚的な部分を強調されやすいので、このような記事を書いていても、片山

自身の考え方ばかり前面に出てもいけないので、本日は少しデータなどを付け加えながら、

話をします。 

印象を高めていくツール。 

ちょっと話はそれますが、子供のころ学校に行くのに、筆箱などの学習用品を揃えたと思い

ます。 

道具の中には、自分の好みの鉛筆などあったでしょうし、そうではない物もあったでしょう。

http://i2.wp.com/kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2016/06/dougu.png
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いずれにしても道具がないと学校で困ってしまいますから、いろんなものを揃えていきまし

たよね。 

これと一緒で、何かをする時には、大抵道具が必要になります。髪の手入れも同様に道具(ツ

ール）が必要になってきます。それが・・・ 

 シャンプーや 

 トリートメント 

 スタイリング剤 

 その他 

であったりしたわけです 

成長していく過程で、たくさんのヘアケア剤などを使ってきたと思います。 

ここにある人気雑誌のアンケート調査の資料があります。 

「見た目の印象」に関する調査です。 

その結果は、約 80%の人が印象を判断する際に顔だけでなく「髪の毛」を見ていることが

わかりました。その一方で、髪の悩みは年齢とともに増えていくことが資料から分かります。

しかし髪の毛相当重要ですね。 

 

http://i1.wp.com/kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2016/06/siryou.png
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ちょっとびっくり 

 

約９割の人自分の髪の毛に満足していない・・・ 

たぶん 10 年前も同じような結果だとは思いますが・・・ 

そして極めつけのデーター 

 

3つの資料は『美的』読者の女性（n=271／平均年齢 36.9歳）から引用しました■調査期間：2015年 12月 9日～12月 14日 

 

http://i0.wp.com/kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2016/06/siryou1.png
http://i0.wp.com/kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2016/06/siryou2.png
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パサパサした髪の毛にオイルケア・トリートメントをする。 

でも・・9 割の人は自分の髪の毛に満足していない！という事実。 

ヘアケアの歴史が長い人は 

そろそろ気がついてもいいのでないかと思います。 

オイルの前は流さなくてもいいトリートメントではなかったですか？ 

その前は、ヘアクリームや手触りのよくなるムースではなかったですか？ 

これからもずっと変わりません 

残念ですが、一般的に言われているヘアケアでは、限界だと思います。トランプで言います

と最後のカードを出しつくした感じです。それがオイルケアです。油です！人の体は 60%

以上水分でできています。髪の毛にも一番必要なのは水分です。それを真反対の油をヘアケ

アとして使う！少し考えたらわかると思うのですが、水をはじくし、油は温度変化に敏感で

変質しやすく、髪の毛に残留していきます。 

ただでさえ髪の毛が水分不足だからパサついているのです。根本的なところを改善できるも

のを使っていないから、9 割の人は自分の髪の毛に満足していないのだと思います 

  

チェンジしてみるという考え 

このブログにたどりついたということは、美容師関係以外の方なら、真剣に髪を大切にして

いきたい方か、とてもご自分の髪の毛で悩んでいる方だと思います。今までヘアケアをチェ

ンジすることも考えてみてはいかがでしょうか!?私が「美髪への王道」として最初に使って

いただくのは、多くても 3 つです。2 つでヘアケアを続けている方も多く存在しています。

電子トリートメントって言います 

http://wp.me/p3u8bD-2P
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電子トリートメントは全国の美容室の１％しか扱えません 

どうして髪の毛は傷んでいくのでしょう。なぜ・・・自分の髪の毛に満足できない人が多い

のでしょう。ヘアケアの根本が間違っていると思っています。 

髪が傷んでしまうのには理由があります。パーマをかけたから、カラーを繰り返したから、

縮毛矯正を繰り返したから･･･そんな風に思っている人がほとんでしょう。 

あなたは、髪が傷んでいるせいで我慢している事はありませんか？パーマがかかりにくい。

カラーの色が抜けやすい。クセ毛だけど、矯正は不自然なストレートになるから嫌い・・・

そんな風に諦めていませんか？ 

実はそうではないのです。パーマやカラーで傷んでしまったのではないのです。傷んでいる

からパーマがかかりにくいのでも、カラーの色が抜けやすいのでもないのです。あなたの髪

の、今の環境が傷みやすく、かかりにくく、色褪せやすいのであって、髪の環境を変えてあ

げれば、あなたが思っているよりも髪って意外に傷まないのです。 

いろいろな美容室で、どんな素晴らしいトリートメントで有効成分をたっぷり与えても、一

向に髪がキレイにならないのはどうしてなんだろう？って思っていませんか？ 

http://wp.me/p3u8bD-2P
http://i2.wp.com/kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2016/06/torai.png
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毎日頑張って一生懸命ケアをしていても、何故私の髪はキレイにならないんだろう。・・・

そう悩んでいませんか？ 

どうか、悩んであれこれ頑張る前に、一度自分の髪の環境を変えてみませんか？今の髪の環

境を変える事が出来れば。必ず誰でもキレイな髪を手に入れる事が出来るのです。 

そして・・・好感度や第一印象を今よりもっとアップさせてください。 

でも・・・ 

最初の一歩を踏み出すのには勇気がいりますよね。そんな方の為にレポートを用意していま

す。 

なぜ？どうして？あの人の髪はいつもキレイなのか？ 
どうも片山です。 

格差社会って言葉を聞いたことがあるでしょうか？ 

耳にすると嫌な言葉ですよね。 

しかし、日頃、お店なんかしていますと、切実に感じたりすることもあったりします。 

でもマスコミが言う言葉には流されない方がいいと思いますね。 

とはいっても、これから話す事は、実際髪の毛の、又お肌の・・・まさに「格差」の時代が

やってきている！ 

そう断言しても過言ではないと思って書きます。 

その一 なぜ？歳をとっていくと髪の毛をショートにして行くのか？ 

今まで、この定義をした美容師はあまりいません。 

まぁ私が知らないだけかもしれません。しかしながら周りを見渡せば一目瞭然！50 代半ば

を過ぎますと多くの女性は 
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ショートヘアに 7 割方変わっていきます。少し少なめに言ってますが、もっと割合は多い

かもしれません。 

50 代半ばと言っていますが、早い人は 30 代後半からそのような状況に追い込まれていき

ます。 

そのような状況とは一体何か？ 

髪の毛が伸ばせなくなってしまう・・・ 

ショートカットをしないといけなくなる・・・ 

簡単にいえば、髪の毛が多くて太い人は、ロングにしたくても、髪の毛がバサバサで落ち着

かなくなってしまうんですね。 

逆に細くて少ない人は、ボリュームがでなくなって、貧相になりロングにするのをあきらめ

てしまいます。 

又くせ毛の方などは、それこそうねりがひどくなり、自分で扱えなくなって、それで縮毛矯

正などをしても、だんだん雰囲気が違ってきて伸ばせなくなります。 

これだけではないですが、大まかに言うとこのような感じです。 

年齢を重ねると、ロングヘアー出来なくなってしまう・・・ 

本当にそうでしょうか？ 

あなたは本当は歳を重ねても出来るだけロングヘアーでいたくないですか？ 

よほどのお歳になれば、確かにロングヘアーが似合わなくなる方も実際いますが、 

60 代半ばでも十分ロングヘアーは似合っていきます。70 代になっても似合う方も実際存在

します。 
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何が違うのか？ですが、大まかに 3 つ言います。 

 髪にハリ･コシがある！ 

 髪に艶がある 

 考え方が若々しい 

では、若くしてロングにできなくなる方は、この 3 つなのかと言えばそうでもありません。 

もっと複雑だと思います。 

だから・・・髪の悩みが尽きないのだと、私は思っています。 

どうしてそんなに差が出てしまうのか 

その人が本来持っている素材でしょうか？ 

髪の毛がもともと強いからでしょうか？ 

確かにその要素は５％ぐらいはあるでしょう！ 

しかしながら、はっきり言えるのは、日頃の手入れ法です。 

昨今はたくさんのヘアケア製品が出回っていますから、何を使ってもそれなりの手触りは感

じられます。 

理由は、髪の毛を覆うコーティング技術が飛躍的に伸びてきたからです。 

しかし少し気がついていませんか？ 

以前自分の髪の毛はこんなんじゃなかったと・・・ 

最近私は、“『ダメージを受けた髪の毛を改善していく土台は正しい美容法スキルを身に付

ける事』” 

だと、繰り返し言っていますが、先日も電子トリートメントに初めて出会い 

施術をして帰った、女性からこのようなメールが届きました。 

-------Original Message-------- 



美髪への羅針盤 

31 

 

片山さん、先日はありがとうございました。 

手触りがずっとよくて気持ちがいいです。 

針金のような自分の髪のが、こんなに柔らかく感じられるのが 

凄くうれしいです。 

片山さんが言っていたように、髪の毛にシリコンは邪魔だったんですね。 

すぐ友達にも言ってみたんです。 

そしたら友達は、 

「私はシリコンがないとカラーの持ちも悪いし、手触りが悪くなるから、嫌なんよ」 

と言われたんです。 

実際はどうなのですか？ 

本当にカラーの持ちが悪くなるのですか？ 

教えてください。 

-------End of message--------- 

と言うようなメールが届いたんですね。 

わたしはこのメールを読んだ時 

実はメールをくれた彼女の友達と同じような考えの方は 

結構多いのではないか？ 

と思いました。 

「シリコンがないと手触り悪くなる」 

確かにそうです。 

一時期はやった、市販ベースのノンシリコンシャンプーなどは 

ほとんどの人は、洗っていてバサバサになるから 

や～めたと言う方がほとんですし、シャンプーはノンシリコンでも 
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コンディショナーにはたっぷりコーティング剤などが入っていて 

ツルンとした洗い上がりになっていきます。 

手触り・・・確かに大切です！ 

よくわかります。髪のプロですから。 

ただ・・・偽物の手触りやツヤは長く続いてはいきません。 

私は、彼女に、このように返信しました。 

お友達がそう考えているのなら、その気持ちを大事にしてあげてください。 

無理に、こっちの考えが正しいと押し付けない方がいいですよ。 

その人その人の価値観って違いますからね。 

○○さんの気持ちはすごくうれしかったです。 

これからも、大切な髪の毛を電子トリートメントで守っていきましょう。 

質問の件ですが、ヘアカラーは逆に長持ちをしませんし、色もしっかり入っていきません。

理由はシリコンが邪魔をするんですよ。美容室ではまずコーティング剤などを除去する作業

を行いますよ。 

私達美容師は、お客さんに喜ばれるためには、 

良い商品やサービスを提供してこそだと思いますが、 

良い商品を紹介し続け、それをさらに改良して 

もっとお客さんに喜んでもらおうという 

努力を怠ってはいけません。 

これは、私自身もそうですし、 

もちろんあなたもそうだと思います。 

美髪を維持する、または美髪になっていくのには 

一方通行ではまず無理なのです。 
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だから、私は美容師さんではなく、一般の方に 

“『ダメージを受けた髪の毛を改善していく土台は正しい美容法スキルを身に付ける事』”

だと言っているんですね。 

「シリコンなどのコーティング剤に頼った手触り、艶」には必ず限界がきます。 

世の中はどんどん進化して行っていますが、まだ髪の毛を本当に内部から改善していける理

論と施術技術は世界中を探しても「電子トリートメント」を置いて他にないのです。 

美髪になって気持ちいい毎日を送るのには 

どちらかの選択だと思っていいです 

そして、「もうひとつ重大な事実」も知っておいてください。 

この日本中の美容室の１％の美容室にしか、「電子トリートメント」は扱っていないのです。 

私どもが、扱い始めた時は、22 万件の１％ですから、2200 件ぐらいでしょう。 

それ以外の 21 万 7800 件にお勤めの美容師さん達は、まずもって従来のヘアケアをすすめ

ていきます。 

若干違う理論を言われる美容師さんもいますでしょうが、それも少数です。 

もうお分かりかと思いますが、本当に髪の毛を大切にされている方達の希望に答える為に、

少数の美容師さん達が今現在日本中に広がっていますが、あまり多くありません。 

いくら良い商品や良いサービスだと思ってやっていても 

お客様の髪の毛が年齢とともにおかしくなって行っては、美容師として辛い・・・ 

私はそう思っていたタイプですが、他の美容師さんはもっと愛情が深いかもしれません。 

いずれにしても、電子トリートメントを使わずして髪の毛本来の”美しさ”は出せません。 
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実際自分の髪の毛の本当の美しさを未だに知らない人がたくさんいます。 

本来なら、もっとキレイになれる髪をしているのに・・・ 

 

「何をしてもだめ・・・」 

「あ～艶がほしい・・・」 

「トップがぺしゃんこ・・・」 

「もう髪の毛切ってしまおう・・・」 

という最悪の事態に陥ってしまうのです。 

特に 39 歳を超えたあたりから、増えていっているようです。 

そのあたりもレポートを読んでいくとわかると思います。 

■多種多様のヘアケアの中で 

http://kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2016/06/gf01a201502180500.jpg
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美髪にする方法についてですが 

あなたが今使っているもので、満足しているのであれば 

私の言ってきている事はもう無視していいです。 

この世の中には私の知らないヘアケアの方法や製品もたくさんある事ですし・・・ 

ただ、今のところ私が知りうる美容法では、 

シャンプー後のトリートメントは必要ないと言う事を 

ずっと言ってきています。。 

シャンプー剤で汚れや汗などを落とす事も大事なのですが、 

キレイになる為のトリートメントが逆に髪の毛を傷めている事が多いのです。 

キレイになりたい人は、 

とかく真面目に手入れをしがちです。、 

仕事を持っている人、若々しく見せたい方・・・ 

、 

多種多様にタイプがいらっしゃると思います。 

情報が物凄くあふれていますので、今は簡単に 

取り寄せも出来ます。 

ノンシリコンタイプのヘアケアの製品を買う傾向にあるようですし 

価格なども手ごろに設定されていますから、つい試してみようかなと言う 

気持ちにもなるでしょう。 

そのような環境の中で、美容室とのお付き合いもすごく大事になってくると思います。 

初めてのお店で失敗することもあるでしょうし、出会っている美容師さんのアドバイス通り

で 

髪の毛に不満があれば 

今から話すことはあなたにとって何かヒントになればいいと思います。 
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内部資料的になりますが紹介させていただきます。このブログを見てメール相談してきたあ

る女性との会話です。 

メッセージ本文: 

こんにちは。 

初めてご相談させていただきます。 

9/●の●曜日に美容院でパーマとオーガニックカラーの施術をしていただきましたが、美容

師さんが毛先を見て｢毛先の傷みがひどいからパーマをかけたらチリチリになるかもしれな

い｣、｢それとかからないかもしれないから毛先だけコテで巻きます｣と言われ、液？を着け

てコテで巻かれました。 

 

そしてシャンプーして乾かしてもらいましたが、もちろんパーマが出る訳もなく、もとのた

だのくせ毛に戻ってしまいました。 

その後ロットを巻いたりなどもせず、ドライヤーで乾かしながら一生懸命指でクルクルして

らっしゃいました。 

 

そこでこれから巻いていくんですか？と訪ねたところ、これで終わりですと言われました。 

伸ばしていきたいから、長さは変えたくないと最初に言ったにも関わらず、毛先だけと言わ

れ３センチくらい切られてしまいました。 

 

カットされてる最中にあまりのカットの下手さに｢もう切らないでもらえませんか？｣とお

願いすると、バツが悪そうにすみませんと言われました。 

挙句の果てにはコテで巻いてチリチリになったところを見ながら｢これを全部切ればかかる

かもしれません｣と言われましたが怖くなり、カラーの料金一万円だけ払い逃げるように帰

ってしまいました。 

家に帰り家族にそのことを話してカラーを見てもらいましたが、前と変わってないよと言わ

れ、友人などにも自分で切ったの？と言われる始末でとても悲しく情けなくなりました。 

昔からストレートのロングヘアーに憧れており、縮毛矯正やアイロン、デジタルパーマなど

もしていたので、髪の毛がうねっていて、外に出るのも恥ずかしいときがあります。 

このような状態でも施術はしていただけますか？ 
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太い, くせ毛が強い, 毛量は多い 

— 

このメールは 下関市 美容院 電子トリートメント 超本気で目指す サラサラ髪への一本道 

http://kamiyui-style.com/kamiyuidoko のお問い合わせフォームから送信されました 

●●さん、はじめまして。 

ヘアーランド髪結床の片山です。 

この度は相談ありがとうございます。 

メールの内容からして深刻な状況が目に浮かびます。 

一つ一つ答えていきますね。 

まず、 

＞パーマとオーガニックカラーの施術をしていただきましたが、美容師さんが毛先を見て

｢毛先の傷みがひどいからパーマをかけたらチリチリになるかもしれない｣、｢それとかから

ないかもしれないから毛先だけコテで巻きます｣と言われ、液？を着けてコテで巻かれまし

た。 

そしてシャンプーして乾かしてもらいましたが、もちろんパーマが出る訳もなく、もとのた

だのくせ毛に戻ってしまいました。 

これは、パーマをかけたのではなくセットのような感じなのかなと思いました。 

確かにアイロンを使ったパーマ技術はありますが、シャンプーして乾かして変わっていなけ

れば 

かかってないのと同じですから、辛いですよね。 

それが 

＞その後ロットを巻いたりなどもせず、ドライヤーで乾かしながら一生懸命指でクルクルし

てらっしゃいました。 

そこでこれから巻いていくんですか？と訪ねたところ、これで終わりですと言われました。 

といっていますように、仕上げで何とかしようとしていたのかもしれません。 

いずれにしても、パーマはかかっていなかったという事になりますね。 

次に 

＞伸ばしていきたいから、長さは変えたくないと最初に言ったにも関わらず、毛先だけと言

われ３センチくらい切られてしまいました。 

http://wp.me/p3u8bD-2P
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カットされてる最中にあまりのカットの下手さに｢もう切らないでもらえませんか？｣とお

願いすると、バツが悪そうにすみませんと言われました 

これも辛いですね。確かに傷んだ髪の毛は切りたくなるのが、一般美容師さんです。 

でも、今は長さを変えなくても傷んだ部分を狙い撃ちするカット技法を私はしています。 

全く長さを変えずに、もつれたりする原因を取り除くことは可能です。 

創作カットメニューで行っています。 

次に 

＞昔からストレートのロングヘアーに憧れており、縮毛矯正やアイロン、デジタルパーマな

どもしていたので、 

髪の毛がうねっていて、外に出るのも恥ずかしいときがあります。 

このような状態でも施術はしていただけますか？ 

施術はどのような髪の毛の状態でも、やってきていますから安心して下さい。 

電子トリートメント 超本気で目指す サラサラ髪への一本道のサイト内でも 

多くの事例を書いていますが、一人ひとり現状の髪の毛の状態が違っています。 

ただ、ほとんどの人に共通しているのが、髪の毛内部が水分不足なのと、 

髪表面に不純物がこびりついています。 

この二つが多くの人の悩みに直接関係してきますから、その部分が改善していきますと 

●●さんのような髪質でも多少の時間はかかるかと思いますが、 

かなり髪の毛は改善していきます。 

強い癖は縮毛矯正をすれば真っ直ぐになりますが 

ここで大事になってくるのは、従来の矯正技術では 

高温により髪の毛内部のたんぱくが変質して、髪の毛がごわごわになっていきます。 

デジタルパーマも一緒です。 

さて、通常のパーマやヘアカラーなども 

当店が扱っている電子トリートメントによる 

施術を繰り返しながら、自宅での手入れ法を 

根本から変えることで、髪の毛は確実に変化していきます。 

決してあきらめないでくださいね。 

http://wp.me/p3u8bD-2P
http://wp.me/p3u8bD-2P
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最期に、●●さんはパーマやヘアカラーをする前に、髪の毛をその薬剤からしっかり守れる

ように 

強い髪の毛の状態にした方がいいのかもしれません。 

その方法は従来のトリートメントなどを髪の毛につけても無駄です。 

傷んでいく髪の毛にはそれなりの理由があります。 

その原因を取り除くことがわかれば、後は良い状態を継続していくだけです。 

もし御来店が可能でしたら、気軽にご来店ください。 

実際髪の毛を見ればもっとわかりやすく解決法を提案できると思います。 

相談だけでもいいですよ。時間は 30 分もあれば大丈夫です。 

もちろん相談は無料ですから安心して下さい。 

●●さんはこの後ご来店いただきました。 

このような髪の毛でした。2 枚目までは来た時の状況です。3 枚目からは彼女の髪の毛の 

変化を順に紹介しています。 

 

 

http://i0.wp.com/kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2016/10/2016%E5%B9%B49%E6%9C%8815%E6%97%A5%E6%96%BD%E8%A1%93%E5%89%8D%EF%BC%91.jpg
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来店 3 回目 

 

来店 3 回目 

http://i1.wp.com/kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2016/10/2016%E5%B9%B49%E6%9C%8815%E6%97%A5%E6%96%BD%E8%A1%93%E5%89%8D1-2.jpg
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来店 4 回目 

 

http://i1.wp.com/kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2016/10/10%E6%9C%886%E6%97%A53%E5%9B%9E%E7%9B%AE%E7%B5%82%E4%BA%862-6.jpg
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来店 4 回目 

 

彼女から相談を受けて 1 ヶ月後の状態です。 

カットだけは途中調整をしておりますが、ガシガシ状態の髪の毛の変化は写真では分かりに

くいのですが、ご本人は相当髪の毛が柔らかくなったと言っておりますから、これからが楽

しみです。 

http://i0.wp.com/kamiyui-style.com/kamiyuidoko/wp-content/uploads/2016/10/10%E6%9C%8813%E6%97%A54%E5%9B%9E%E7%9B%AE%E7%B5%82%E4%BA%86-3.jpg
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くせ毛で悩んでいる方は沢山いると思います。 

今は縮毛矯正の技術も飛躍的に進化してきた美容界です。 

ただ・・・そのような美容業界でも、過去に受けた心の傷という不信感というものはすぐに

は消えていきません。 

当店はメールセミナーなどで、そのような方も「あきらめないで」とはいってきていますが、

やはりどんなに言葉で説明していっても「百聞は一見に如かず」で、勇気を持って当店の相

談電話をしてこられました。 

 

くせ毛でボリュームが抑えられない 40 代子育て中女性の場合 

O さんは、当店のメールセミナーの読者でもありましたから、ある程度の知識は身について

はいましたが、やはり疑心暗擬だったと思います。 

典型的なくせ毛が混在していました。 
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お任せしますで始まった髪の毛改善でした。 

今まで、どのような髪の手入れや美容室の利用の仕方、今一番気になる部分、これからどう

なりたいかなどを、お話していただき、O さんが、気持ちよく改善に取り組めるシナリオを

作りました。 

髪質改善や、似合う髪形、また日頃自分で再現可能な髪型を作っていくのには、美容技術も

大切ですが、もっとも大切になってくるのは、「お客様も髪の毛の素材」だと思っています

ので、その部分は、私たちプロの力というか、お客様も理解がないと、シナリオ通り髪の毛

は改善していきません。 

http://i0.wp.com/kamiyui-style.com/wp-content/uploads/2016/10/2016%E5%B9%B49%E6%9C%8811%E6%97%A5-1-%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC.jpg
http://i1.wp.com/kamiyui-style.com/wp-content/uploads/2016/10/2016%E5%B9%B49%E6%9C%8811%E6%97%A5-2-%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC.jpg
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理解をしていただけるように、一人ひとりに合わせた、改善工程を提案できるまで、日々研

究を続けてはきましたので、今は相当にダメージを受けた髪の毛でも、相談を頂きますと、

最短コースでご本人が納得できるまで髪質を持ち上げていくことが可能になってきていま

す。 

さて O さんですが、この日にどうしても白いものが気になるということで、「白髪」をカ

バーして、カットを施しました。 

 

そして、自宅での今までのヘアケアーをすべて変えていただき、1 ヶ月してご来店いただきました。 

その時の彼女の髪の毛の状態です。 

 

ぼさぼさだった髪の毛に、くせ毛がはっきり出てくれるようになっていましたが、彼女はこ

の癖が嫌なわけです。嫌だけど、どうしても「縮毛矯正」をする気にはなれないと言われま

した。 

理由をお聞きしますと、「怖いんです」「髪の毛が傷むのが」・・・ 

http://i2.wp.com/kamiyui-style.com/wp-content/uploads/2016/10/2016%E5%B9%B49%E6%9C%8811%E6%97%A5%E6%96%BD%E8%A1%93%E5%BE%8C-5-%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC.jpg
http://i0.wp.com/kamiyui-style.com/wp-content/uploads/2016/10/2016%E5%B9%B410%E6%9C%886%E6%97%A5%E6%96%BD%E8%A1%93%E5%89%8D-3-%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC.jpg
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O さんは 5 年以上前にそうと嫌な思いをされていました。まっすぐにすればするほど髪の

毛がボロボロになってしまって、もう二度としたくない気持ちまでなったと語ってくれまし

た。 

そのような方が、この日シナリオ通りではございますが、施術を終えました。 

 

施術後、何度も何度も髪の毛を触って「嘘みたいな手触り」と言っておられましたが、彼女

の髪の毛は、まだまだ改善の途中です。これからもっときれいになっていきます。 

ツヤだけではなく、髪の根元とか毛先までしっかり水分が残ったもっちりとしてふわっと心

地よい髪の毛に変化していきます。 

それは、彼女は美髪再生のシナリオに取り組むのに、私達を選んでくれたからです。 

選ばれたからには、その期待に全身全霊でサポートするのは美容師としても美容室としても

当然ですし、それが私たちが目指している仕事でもあります。 

電子のチカラは、使用した方でないと理解できないものだと、沢山の髪質にいろいろな施術

を通して感じます。 

一つだけ確実に答えとして私たちが持っているのは、「継続」のチカラに嘘はない！です。 

  

http://i0.wp.com/kamiyui-style.com/wp-content/uploads/2016/10/2016%E5%B9%B410%E6%9C%886%E6%97%A5%E6%96%BD%E8%A1%93%E5%BE%8C-3-%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC.jpg
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あなたの髪の悩みを私に聞かせてください。 

本当に些細な悩みでも結構です。 

たとえば、どんなシャンプーを使ったらいいの？とか 

髪の毛は乾かして寝たほうがいいの？とか 

電子トリートメントってなに？ 

とか、とにかく悩みはきだしてみてください。 

片山が直接、相談に乗ります。気軽にどうぞ。 

 

無料レポート 無料音声配布中 

非常識に髪の毛をサラサラ･ツヤツヤにする方法とは、今無料でダウンロードできます 

 

 

http://kamiyui-style.com/kamiyuidoko/トップ/e-book/
http://kamiyui-style.com/kamiyuidoko/トップ/e-book/
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8年間を 50分に集約してみました 
 

音声サービスの第 1 段でした。 

その 8 本のテープアップが終わりました。 

 

当店のホームページでまとめています。 

 

http://urx.blue/xYz4 

 

 

内容はこんな感じです。 

この 8 年間取り組んできた電子トリートメントを 50 分ぐらいの話としてまとめました。 

ユーチューブに直接つながりますのでそのまま聴くことが可能です。 

 

①現場でやってきた美容師の音声になります 

 

②電子トリートメントを使って髪の毛をきれいにして行く話のその 2 

 

③髪の毛をきれいにして行くには水分が絶対必要！ 

 

④髪の毛にオイルをつける限り老化促進です 

http://stat.ameba.jp/user_images/20160822/17/kkatayama/79/ba/j/o0800050013729736775.jpg
http://stat.ameba.jp/user_images/20160822/17/kkatayama/79/ba/j/o0800050013729736775.jpg
http://urx.blue/xYz4
https://youtu.be/9auMv5f84ns
https://youtu.be/xDrq4lMGv0Q
https://youtu.be/dhBVlwDKOjY
https://youtu.be/ZEBh6HMZQvA
http://stat.ameba.jp/user_images/20160822/17/kkatayama/79/ba/j/o0800050013729736775.jpg
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⑤人の体は電子で充電が可能!? 

 

⑥9 割以上の美容室が絶対言わないこと 

 

⑦電子トリートメントは何を使うのか 

 

⑧素材が良くなると髪型も手入れも楽に・・・ 

 

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。最後に私の本心を書いて終わりたいと思い

ます。 

 

美容師としての時間 
 
長い事田舎で美容師をしていますと、周りに流されやすくなります。 

 

向上心というものも次第に薄れてしまったりするようですが、 

 

幸い、私はそうではないタイプの様です。 

このように言うとかっこいいですが、このような考えになるまで時間はかかりました。 

 

そんな思いにさせてくれたのは、今扱っている「電子トリートメント」との出会いです。 

美容師として究極に近いものに出会えたと感じています。 

 

それと、次のような話に出会ったのも正直あります。 

 

 

「良い生徒ならば良い先生、悪い生徒ならば悪い先生」 

 

アメリカフロリダのハーブの権威者の言葉です。 

 

このハーブの先生は、エイズやガンまでを 

ハーブを使い治してしまう方です。 

 

通常は治らない病気を治すので、何も宣伝しなくても 

この先生に病気を治してもらいたい人が 1 年間予約待ち状態です。 

 

https://youtu.be/S8-2LjSWx2c
https://youtu.be/KkNb4izy1fo
https://youtu.be/V0UhKjWaXKE
https://youtu.be/7lbmtAvLHIs
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しかし、あまりにも効果的な治療であるため 

法律に引っかかってしまいます。 

 

というのは、先生が付かっているハーブがどうしても 

法律に引っ掛かってしまうのです。 

 

檻に入る事もありますが、 

檻から出たとしても、患者が溢れています。 

 

そんな彼のエピソードを少し紹介すると、 

 

生徒「先生ガンを治療してください。」 

 

先生「よし、この 30 万円のジューサを購入しなさい。ミキサーじゃだめだ」 

 

生徒「そんな、高いですよ・・・」 

 

先生「じゃあ、死ねよ」 

 

生徒「え！そんなひどいです。お金もないし死ねなんてあなたは詐欺師ですか？」 

 

先生「あなたはガンを治療したいんですよね。どうしてあなたは自分の事を大事にしないの

でしょうか？ 

あなたが自分の事を大事にしないならば、死ぬしかない。だからジューサを今すぐに買いな

さい。」 

 

生徒「・・・」 

 

先生「良いですか、私は良い先生ではありません。あなたが良い生徒であれば私は良い先生

なんです。 

先生はあくまでもあなたが治る方法を全力で教えるけど、あなたがやる気がないならば私に

は無理だ、 

あなたが治るのか治らないのはあなたが決めることだ。私の言う事を聞けないならば帰りた

まえ」 

 

 

私はこの話を聞いて、非常に共感したことを覚えております。 

実際、わたしもこの先生と同じように、あなたが良い生徒でしたら、良い先生になる自信が
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あります。 

 

しかし、あなたが本気で髪の毛を、どうにかしたいと思ってくれなければ、 

あなたを救うことが出来ません。 

 

あなたにとって、わたしは悪い先生になってしまうので、それはなりたくないのです。 

 

本心で言うならお断りしたい。そう思っています。 

 

しかしそれでも、あなたが本気であり、今のあなたの髪の悩みに真剣に向かいたい！ 

そう思っています。 

 

あなたが、真剣なら、わたしはあなたのような人を待っております。 

 

 

本当にここまで来るのに、美容師として時間がかかりました。 

 

 

私自身まだまだ美容師としての器量が足らないのかもしれませんが、 

 

「本気」でこれからも美容の仕事を続けてまいります。 

 

出会えた人たちに感謝しています。 

 

2016 年 10 月吉日 

ヘアーランド髪結床 片山 幸造 

 


