
もうダメージは怖くない。
デザインの可能性を広げる

アメリカ・カリフォルニアにある美容専売メーカーより発売された処理剤「オラプレッ

クス」は、Dr. エリック・プレスリーとDr. クレイグ・ホーカーという科学界でドリー

ムチームと呼ぶべき世界を代表する科学者によって開発されました。

ケミカル施術によって引き起こされる毛髪結合のダメージを、独自のボンドサイエンス

テクノロジーによってケアすることに成功した新しいサロンシステム。日本初の新成分、

ジマレイン酸ビスアミノプロピルジグリコール（以下、ジマレイン酸と省略）を配合す

ることで、毛髪の切れてしまった結合を再結合し、サロンスタイルの再現性と持続性に

アプローチします。

そしてついに、この秋、新アイテムが登場。究極のダメージケアを実現するホームケア

アイテムのシャンプーとトリートメントを新発売します。

そこで、オラプレックスを愛用しているサロン、tricca、GRADUATEの 2店舗にご登

場いただき、それぞれのサロンでどのように活用し、提案しているかを、ヘアデザイン

とインタビューを通して、ご紹介していきます。



肌をキレイに見せる
ピンクブラウンで、艶やかな髪に。

一番気になるファーストグレイのモデルさん。グレ
イ用のカラーも使用し、肌の色がキレイに見える自
然なピンクブラウンに仕上げて。オラプレックスな
らではのツヤ感や柔らかさを演出しやすいように、
ワンレングスで毛先に軽さをつけて、あえてハネ感
が出るようにスタイリング。

Hair Color：小田尚也（tricca）

Hair ＆ Make-up：折居 卓（tricca）



一つに結ぶ位置と
崩し方がポイント。
絶妙なバランスで
ラフさを演出。

髪全体を32ミリのアイロンで巻いて、顔まわりは
おくれ毛として残し、やや低めの位置で一つに結ぶ。
ゴムを隠すように毛束を巻きつけピンで留め、きれ
いな面を出すのではなく、毛を出すところと出さな
いところのメリハリをつけながら、ラフさを出した
アレンジスタイルに。

Hair Arrange：折居 卓（tricca）



ツヤ感がありながらも、
神秘的なモーブシルバーに。

ヘアカラーは、ホワイトシルバーまでブリーチで
抜き、ブル―バイオレット系のカラーをかぶせた、
13レベルのモーブシルバー。目元にかかる長めの
バングで、重ためのウルフスタイルを、マットな質
感でナチュラルにスタイリング。

Hair Design：池田充聴（GRADUATE）

Make-up：MOMOKO（GRADUATE）



パンキッシュなイメージを、
リーゼントスタイルで表現。

パンキッシュなイメージを求めて、ウルフスタイル
をややウエットにして、サイドをタイトにし、ハチ
の部分にボリュームを持たせ、スパイキーなリーゼ
ントスタイルにアレンジ。

Hair Arrange：池田充聴（GRADUATE）



美に対して投資を惜しまない、
グレイカラー世代が主な客層。

　tricca（トリッカ）は、東京・代官山
アドレスの2階にあり、おしゃれで開放
的な空間が広がる。ヘアとネイルを同
時施術できる専用スペースを設けたトー
タルビューティサロン。主な客層は30
代～ 50 代。立地柄、仕事にプライベー
トに、アクティブに活躍している女性た
ちが多い。ファーストグレイから徐々に
白髪が増えてくると、サロンに通うサイ
クルが縮まり、月1回のペースで来店
されるお客様たちも多いと言う。
「美に対して投資される方が多いです。
ですから、美容師側から提案をするこ
とを大事にしています。白髪染めの方
の場合、年齢とともに変化する髪の状
態に敏感なので、できる限り前の髪の
状態に近づけることを意識して、より効
果を感じていただけるものを提案し続け
ています」
　と語るのは、同サロンのカラーディレ
クター、小田尚也さん。代表の毛利
俊英さんとともに、17 年前にオープニン
グスタッフとして参加。オープン当初か
ら、「お客様にとって、人生のビューティ
パートナーでありたい」というサロンコン
セプトのもと、営業をしてきたから、長
年通うお客様が非常に多いと言う。そ
れも、小田さんたちが、お客様との信

頼関係を大事にしているからだろう。

即効性があって、
効果を実感しやすい。
それがオラプレックスの魅力。

　オラプレックスを導入して、その使用
感を小田さんに聞いてみた。
「今までにない即効性があって、お客
様も実感できるのがいいですね。うち
では、髪の内部補修をする保護剤とし
て、シングルカラー+2000 円（ロング
は3000 円）で『オラプレックスカラー』
として、お客様に提案しています。一
回やったら、次からは『この間のカラー
をしてほしい』とお客様から言われるぐ
らい。染料でもトリートメントでも、ボンド
的にくっついて持続もするので、うちで
は、トリートメントも併せて提案していま
す」
　保護剤として活用できるのは、接着
効果のあるジマレイン酸を配合している
オラプレックスだから。お客様にも、保
護剤とトリートメントの役割の違いを、図
解なども用いながら説明をしていると言
う。その甲斐もあって、カット+オラプ
レックスカラーにトリートメントを加えると
２万円前後の料金になるが、お客様か
ら「高いわね」という声が、出たこと
はないと語る。むしろ効果があるので、
お客様が求めているとも。

「大人の女性たちは、『髪のツヤ感がほ
しい』と言う方が多いですね。だから、
シングルカラーにオラプレックスを活用す
ると、均一なツヤ感を演出できるのがい
いんです。根元の新生部と毛先の既
染部での質感の違いが、整うことも一
つの価値になっています」
今回、新発売したホームケア用のシャン
プーとコンディショナーの使用感は、ど
のように感じたのだろうか。
「毛髪補修という意味で、この人には
絶対必要だというお客様に対して、美
容師が提案することが大切です。たと
えば、海外に行った後など、髪がパ
サつくことがあるので、集中ケアとして
も提案できるかなと。どちらかというと、
髪が膨らみやすいとか広がりやすい人
たちに提案するのをおススメします。効
果をすぐ実感できると思います」
　さらに、ボトルがおしゃれで、気分が
大事なバスタイムにもぴったりだとも、小
田さんは語っていた。

オラプレックスを保護剤として活用し、
トリートメントもさらに加えることで、
持続性のある艶やかな質感を提案しています。

カラーディレクター。北海道出身。資生堂
美容専門学校卒業。kakimoto arms を経て、
2001 年サロン「tricca」をオープン。代表
の毛利俊英氏とともに、オープニングスタッ
フとして参加。現在、代官山店に勤務。確か
な技術で多くの女性たちに支持されている。
代官山、葉山に続き、３店舗目となる銀座店
が来年オープン予定。

スタイリスト。tricca の技術やメイクを統括
しており、サロンワークのほかに、外部のヘ
アメイクの仕事や雑誌撮影など幅広く活躍。 
ファッショントレンドやトータルコーディ
ネートを踏まえた雰囲気のあるスタイルを得
意とする。また、男性からの支持も多く受け
ている。

小田 尚也 Naoya Oda 折居 卓 Taku Orii



集客はSNSを活用。だから、
伝わりやすいカラーデザインを発信。

　東京・原宿の千駄ヶ谷寄りのキャット
ストリート沿いに位置するGRADUATE
（グラジュエイト）。まさに東京の 10～
20 代のファッショントレンドを発信してい
るエリアである。同サロンのオーナー、
池田充聴さんは弱冠 26 歳。サロンを
持ったのは2014 年、22 歳の時だ。イ
ギリス・ロンドンにあるサスーンアカデミー
に半年間留学した後、同アカデミーの
バックアップを受けて、東京にサロンを
オープンした。
　現在、ビルの半地下の約 35 坪、セッ
ト面 11 面、シャンプー台 4 台というス
ペースで、スタッフ8名で営業している。
お客様の平均年齢は20～ 22 歳と若
い。学生を中心としたファッションに敏
感で、ハイトーンカラーを求めてくるお
客様が多いと言う。
「僕が前からホワイト系カラーをSNSで
発信していたからだと思います。それと、
100万人のフォロワーがいる有名なユー
チューバーの『よきき』が来店されて
いて、うちのサロンを紹介してくれたこ
ともあって、『よききのユーチューブを見
てきました』というお客様もいます。集
客はSNSを活用しているので、カラー
が一番伝わりやすいです。だから、カ
ラーだけで来店される方も50％ぐらいい

ます。逆に、高校生や社会人でカラー
ができない方は、カットだけで来店され
るお客様もいます」

ハイトーンカラーの実現に、
必要不可欠なオラプレックス。

　今回披露していただいた作品のヘア
カラーは、もともとモデルさんが真っ赤な
カラーにしていたこともあり、約半年を
かけてモーブシルバーへと変化させた。
その間、10 数回のブリーチを繰り返し、
ようやくカラーチェンジが実現。その際
に、オラプレックスがなかったら、こんな
にツヤ感を出しながらの実現は、難し
かったと池田さんは語る。
「うちでは、オラプレックスのNo.1をシャ
ンプー台で全頭に塗布して、10 分放
置してからブリーチを塗布します。そう
することで髪が強くなるような気がしま
す。そしてブリーチした後、No.2を塗
布して流します。日本人の髪質で白っ
ぽい寒色系をするためには、ブリーチ
を３～４回しないと入らないので、ブリー
チを重ねづけしています。オラプレック
スを活用することで、ちぎれていた髪が
ちぎれないようになるので、お客様が求
める色を実現しやすくなりました。でも、
5回までが限界ですけどね」
　何回もブリーチする際に気になるの
が頭皮だが、同サロンでは、根元にブ

リーチ剤を塗布するのは最後の1回の
み。これなら、毛を何回もブリーチしても、
頭皮への負担は軽減できそうだ。とこ
ろで、オラプレックスをどのようにメニュー
化しているのだろうか。
「オラプレックス+ブリーチの１回目は1
万円で、２回目からは9000 円。たとえ
ば、ブリーチを５回やると4万 6000 円、
その上にカラーをのせて5万 3000 円、
さらにシャンプーブローをするので5万
5000 円 +消費税。これだけの料金が
かかっても、お客様は求める色を実現
するまでやりたいんです。でも、髪を傷
めたくない。だから、オラプレックス+
ブリーチを導入してから、95% 以上の
人が選択しています」
　憧れのハイトーンカラーを追い求めな
がらも、髪のダメージは軽減させたいと
お客様は思っている。だから、オラプレッ
クスは必要不可欠なアイテムなのだ。

ブリーチを回数重ねるとちぎれていた髪も、
オラプレックスの活用でちぎれなくなり、
1度にブリーチできる回数が増えました。

1992 年 8 月 21 日生まれ。北海道出身。美容
専門学校卒業後、美容室で１年間勤務し、イギ
リス・ロンドンに半年間留学。サスーンアカデ
ミー・ディプロマコースを卒業。帰国後、サスー
ンアカデミーのバックアップを受け、2014 年、
22 歳で東京にサロン「GRADUATE」をオー
プン。2年後、自らが経営者となり、現在、ス
タッフ 8名とともに原宿でサロンを展開。サ
ロンワークを中心としながら、セミナーやコン
テストの審査員などでも活躍している。

池田充聴 Atsutoshi Ikeda



世界特許である日本初の独自技術が、
ヘアケアに革命を起こす次世代型サロンシステム。

OLAPLEXのラインナップ

ジマレイン酸を採用すること
で、日常生活で受ける外部ダ
メージから髪を守り、毛髪の結
合レベルへのアプローチによ
り、栄養をしっかり髪の奥まで
浸透させつつも、重さを残さず、
なめらかでまとまりやすい毛髪
へと導く。また、シャンプーと
同様、ザクロエキスやローズ葉
エキスなど 13種類の植物成分
により、頭皮を健やかに整える。

環境にも頭皮にもやさしいココ
ナッツ由来のアミノ酸系の界面
活性剤を使用。ジマレイン酸を
採用することで、ボンドサイエ
ンス（結合技術）が、シャンプー
を使うたびに、毛髪ダメージを
補修し、枝毛、うねりから髪を
保護する。同時に、保湿するこ
とでツヤを与え、カラーケア効
果もありながら、扱いやすい髪
質へと導いていく。

ボンドメンテナンス
コンディショナー　

250ml

ボンドメンテナンス
シャンプー　
250ml

No.5 No.4 

・容量：100ml/525ml
・主要成分：ジマレイン酸
・pH：3.5
・髪の内側へ作用
・サロンケア

【使用方法】
No.1：水＝ 1:6 で「No.1 ミクス
チャー」をつくり、根元から毛先
にまんべんなく塗布し、良くもみ
込み、コーミングし、５分以上放
置する。

ボンドマルチプライヤー
No.1 

・容量：100ml/525ml
（2000ml もある）
・主要成分：ジマレイン酸
・pH：4.5
・髪の内側と外側へ作用
・サロンケア

【使用方法】
薬剤を浸透しやすくするため、水
気をしっかり取り、No.2 を根元
から毛先まで塗布し、５分以上放
置する（放置時間の延長や加温す
ることで効果の向上が見込める）。

ボンドパーフェクター
No.2 

・容量：100ml
・定価：¥2,800（税抜）
・主要成分：ジマレイン酸
・pH：4.5
・髪の内側と外側へ作用
・ホームケア

【使用方法】
シャンプー前の乾いた髪に、適量
を手にとり、根元から毛先まで塗
布してよく揉み込み、5分放置す
る。その後、軽く流し、シャンプー
＆コンディショナーで洗い流す。

ヘアパーフェクター
No.3 

●問い合わせ先：株式会社プロジエ　TEL.03-6690-8599　http://www.olaplex.jp/

¥2,800（税抜）¥2,800（税抜）


