
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。

2018 年 10 月遂に、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

（No.4）とトリートメント（No.5）が登場し、フルラインナップが出揃いました。

そこで、オラプレックスを愛用しているサロン、ARCHÉTYPE（群馬県伊勢崎市）、L’aube 

hair salon（新潟市江南区）、hair design space i・chi・e（千葉県浦安市）の 3 サロン

にご登場いただきます。そして、オラプレックスをどのように活用しているかを、ご紹

介していきます。

（群馬県伊勢崎市） （新潟市江南区） （千葉県浦安市）



お客様の理想の
ヘアスタイルを叶える。
それを裏切らない技術力と
探究心を持つサロン。

　群馬県伊勢崎市宮子町は、近くに
オートレース場があり、伊勢崎市と前
橋市をつなぐ駒形バイパスが通るなど、
比較的人と車の往来が激しくもあるが、
商業地と住宅地が混在しながら落ち着
いた雰囲気を感じさせる。そのような
立地で、ほとんど窓がないコンクリート
の建物で異彩を放っているのが、美容
室「ARCHÉTYPE（アルケティップ）」
だ。
　同店のオーナー、竹之内 俊さんは、
2009 年に創業し、現在、美容室を２
店舗、まつ毛エクステ専門店を１店舗、
合計３店舗を展開している。今回、取

材に応じてくださったのは、同店店長
の富田悦郎さん。

「絶対可愛く、キレイになるというイメー
ジを裏切らない技術力と探究心を持っ
ているのがアルケティップの強みだと
思っています。お客様には、初めて理
想の髪型になった！ と言っていただくこと
が多いです」
　同店の主な客層は 20 ～ 30 代半ば
ではあるものの、学生や主婦の方も多
く、幅広い年齢層のお客様に支持され
ていると言う。

「さりげない上質感や本物志向のデザ
インを求める方、そしてアルケティップ
の感性に共感していただける方に向け
て、お客様の期待を越えるサロンづくり
をしています」
　と富田さんは、同店のコンセプトにつ
いても語ってくれた。

髪の傷みを最小限にしながらも
ブリーチの効果は妨げない。
だから支持されるオラプレックス。

　最近のヘアカラーのニーズとオラプ
レックスについても聞いてみた。
「今は SNS が普及している時代ですか
ら、うちのお店でも、ハイトーンのブリー
チが必須な要望が多いです。そのよう
な中で、オラプレックスに出会い、今ま
で以上に僕たち、美容師が自身を持っ
て、ブリーチカラーを施術できるようにな
りました」
　同店では、オラプレックスを、ブリー
チカラーで髪のダメージを最小限にする
ためのケア剤として、活用することが大
半だと言う。それ以外で活用するのは
縮毛矯正の際か、ダメージがかなりひ
どい場合には、トリートメントの前に使い、

グローバル時代に必要不可欠なハイトーンカラーを、
自信を持って提案できるのが気に入っています。

（群馬県伊勢崎市）

1988 年 6 月 15 日 生 ま れ。 群 馬 県 出 身。
群 馬 県 美 容 専 門 学 校 卒 業。2010 年 に 現

「ARCHÉTYPE」(株 )3N に入社。現在は、同
店店長として、サロンワークに日々励んでいる。

富 田 悦 郎 Tomita Etsuro

スペシャルケアをしているとか。
「お客様からは、とても評判がいいで
す。特にバージン毛からブリーチする
時に、オラプレックスを活用すると傷み
が少ないので、まるでブリーチしていな
いみたい、とよく言われます。一度使う
と、次も使ってほしいと、必ずお客様
から言われます」
　オラプレックスを導入したことで、美
容師自身もヘアカラーの提案が広がり、
もっと明るい髪にしてほしいと言われて
も、自信をもって提供できるようになった
と言う。
「うちでは、ほかのメーカーの酸トリート
メントも多数試しました。オラプレックス
は、ブリーチでの傷みが少ない上に、
髪色が抜けるのを妨げない、という点
がよかったです」
　と言う富田さんの発言で、商品や技

術に対して探究心を持ったサロンである
と確信した。また、同店のホームページ
やスタイリストの SNS では、ハイトーンカ
ラーやハイコントラストのバレイヤージュな
どのヘアスタイル写真が並んでいる。
「来年は東京オリンピックもあり、海外の
方たちとの交流ももっと増えてくると、バ
イトーンカラーの需要も、今よりも増える
と言われています。だから、僕たち美
容師も、もっとクリエイティブかつ繊細な
技術を探究していきたいですね」
　と語る富田さんは、日本人だけでなく、
海外からのお客様にも向けて、オラプ
レックスを活用したハイトーンカラーを提
供していくことだろう。 サロン名：ARCHÉTYPE（アルケティップ）

所在地：群馬県伊勢崎市宮子町 3459-1
サロンの坪数：45 坪
セット面数：10 面
シャンプー台数：５台
その他：駐車場 12 台分
スタッフ数：7 名
客単価：約１万円

salon plofile

ARCHETYPE



ラクに素敵に決まるスタイルを
モットーに、ヘアデザインを提案。

　信越本線・亀田駅西口からまっすぐ
にのびる道路沿いに立地する「L’aube 
hair salon」は 2017 年にオープンした。
この亀田駅の乗車人員は、新潟県内
の駅で、新潟、長岡に次いで第 3 位
である。駅舎と駅周辺の再整備が行
なわれ完了したのが 2009 年。その後、
亀田駅乗車人員は確実に増えている。
この周辺には住宅地が広がることから
住民が増え、新潟市内中心地などに
通勤、通学する人たちが増えたのだろ
う。
「うちのサロンでは、入念なカウンセリン
グをもとに、ご自宅でのスタイリングが、
サロン帰りのように、素敵にラクに決まる
スタイルを提案しています。ヘアデザイ

ンはもちろん、地肌のケアも大切にする
ことを心がけています」
　と語るのは、オーナースタイリストの
一戸勇人さん。スタッフの一人は、スタ
イリストとスパリストを兼任し、ヘッドスパ
にも力を入れている。主な客層は、20
～ 40 代で、仕事をしている女性が多
いと言う。また、男性客も意外に多い
とか。
　同店では、完全個室のフェイシャル
ルームを完備。オールハンドのフェイシャ
ル、男女ともにできるシェービングのメ
ニューも展開するトータルビューティサロ
ンである。

オラプレックスは、施術工程が
簡単なのに、確実な効果を発揮する。

　同店では、オラプレックスをどのよう

に活用しているのだろうか？ 
「カラーやパーマ、ストレートなどの薬剤
とともに使用しています。中でも、ダメー
ジ毛が多いお客様には、薬剤を塗布
する前に、水で 6 倍希釈した No.1を
ダメージ部分に塗布する形で使用して
います。さらに、カットだけのお客様にも
トリートメントとして提案し、その仕上が
りの質感やツヤ感に、ご満足いただい
ています」
　ブリーチ施術が必要なハイトーンはも
ちろん、ナチュラルな色合いのヘアカ
ラー施術にも提案していると言う。そし
て、施術工程が簡単で、お客様に時
間の負担をかけないことも、オラプレック
スの魅力の一つだとも、一戸さんは語
る。
「髪のパサつきやダメージが軽減され
て、髪の質が変わるのがいいですよね。

9 割のお客様がリピートするオラプレックス。
最大の魅力は、柔らかい質感を実現できることです。

1980 年 11 月 6 日生まれ。青森県県出身。青
森県ビューティ＆メディカル専門学校卒業後、
神奈川県のサロンに勤務。2017 年 8 月、新潟
市江南区に「L’aube hair salon」をオープン。「お
客様が簡単に再現でき、毎日のスタイリングが
楽しくなる」をモットーに、お客様一人ひとり
のニーズに合わせたスタイルを提案している。

一 戸 勇 人 Ichinohe Yuto

（新潟市江南区）

しかもその効果が分かりやすいので、
お客様にも大変満足していただいてい
ます。だから、9 割近くの方がリピート
されています。続けていただけるので、
お客様の髪質が、どんどん良くなって
いくのを実感しています」
　9 割近くがリピートする。それはすご
い確率だ。即効性があるから、オラプ
レックスの施術後にお客様自身が確実
に、その効果を実感できているおかげ
だとも一戸さんは語っていた。また同
店では、その髪質を持続させるために
No.3、No.4、No.5 を店販商品として
積極的に販売している。その中でも、
No.3 は、週 1 回のスペシャルトリートメ
ントとして提案している。
「カラーやパーマ剤とともにオラプレック
スを使用することで、カラーやパーマ剤
の力を限界まで引き出すことができるん

ですよね。そして、オラプレックスを使
用すると、ツヤ感や手触りが全然違うと
いうことを、お客様のほうから言ってい
ただける。それが、ほかのトリートメント
と大きな違いです」
　施術工程が簡単なのに、確実にそ
の効果を発揮する。それが、オラプレッ
クスの大きな魅力と言えるだろう。

サロン名：L’aube hair salon
所在地：新潟県新潟市江南区旭 2-1-11
サロンの坪数：24 坪
セット面数：3 面
シャンプー台数：2 台
その他：個室フェイシャルルーム１部屋、
　　　　駐車場３台分
スタッフ数：1 名
客単価：7500 円前後

salon plofile

L’aube hair salon



お客様とは「一期一会」。
それを、一人ひとりと
積み重ねていきたい。

　千葉県浦安市にサロンを構え、今
年で 10 周 年を迎える「hair design 
space i・chi・e」は、どの駅からもアク
セスが良くない住宅街に立地している。
とは言っても、市内を運行するバスの停
留所がサロンの目の前にある。

「オープン当初は、お客様に認知して
いただけるか不安もありました。しかし、
お客様の声として興味深かったのは、

『どの駅からもアクセスが良くない住宅
地だからこそ、駅前までわざわざ行かな
くてもいい』というのが、うちのサロンの
立地の魅力だと言われたことです」
　とオーナースタイリストの伊藤 護さん
は語りながら、同店のある周辺地域は、

浦安市内の中でも、地元に根差してい
る人が多く住んでいることから、クチコミ
や紹介などが比較的期待できる環境だ
とも話していた。
　同店のサロンコンセプトは、「ひとつひ
とつの出会い『一期一会』を大切に」
である。

「またお会いできる約束があるようで、な
いような美容師とお客様との関係を思う
時、今日ご提案させていただくヘアスタ
イルが、その方に受け取っていただけ
る最後の機会になるかもしれない。そん
なマインドで美容師として日々、お客様
との時間を積み重ねていきたい」
　と伊藤さんが語るように、その思いを
感じとってくれているお客様が多く、年
齢 層は 25 ～ 55 歳と幅 広い。 女 性
75％、男性が 25％と、意外にも男性比
率が高い。そして女性客は、ナチュラ

ル＆エレガンスなイメージを求める方が
多いと言う。

オラプレックスを
薬剤施術にプラスすることで、
その仕上がりに、お客様は大満足。

　ヘアデザイン面について大切にして
いることは、「素髪感と上質なデザイン」
である。

「継続的な関係性を築く上で、お客様
の髪にかかる負担を最小限にすること
が、もっとも大切なお約束。その上で、
お客様が周囲の方から、『その素敵な
ヘアスタイルはどこでつくってもらっている
の？』と尋ねてもらえるような、上質なデ
ザインをお届けしてあげること。やり方よ
りもあり方を大切に考えているサロンで
す」

エイジング毛にも効果が期待できる。
それも、オラプレックスの魅力の一つです。

1978 年 11 月 23 日生まれ。千葉県出身。慶
応義塾大学在学中に美容師を志し、卒業後、ハ
リウッド美容専門学校へ進学。 都内、千葉県
内４店舗のサロンを経て、2009 年 5 月、千
葉県浦安市に「hair design space i・chi・e 」
をオープン。現在、サロンオーナーとしての職
務に合わせて、「会いにきてくれる美容師」と
してのスタンスを追求したく、京都、東京・代
官山でのポップアップサロンワークを行なって
いる。

伊 藤 護 Ito Mamoru

（千葉県浦安市）

　と語る伊藤さんに、オラプレックスを導
入した理由についても聞いてみた。

「まず、海外での評判の高さがあります。
お客様の情報収集のアンテナは、より早
く、より広く、海外に向いたものに対し
ても、反応しています。それと、特許を
取得している商品、ということも導入し
た理由の一つです」
　ネット社会の今、お客様の情報収集
は非常に早い。美容師はその先をいか
なければならない。それもあって、同店
では、オラプレックスが日本に上陸した
時期に、いち早く導入した。

「ヘアカラーの施術の際に、前・中間処
理として活用し、去年の 10 月からは、
No.4、No.5を後処理として加えることで、
毛先のツヤ感や手触りのすべすべ感を
お客様に喜んでいただいています。ま
た、色持ちが良くなるというのも、リピー

トされるお客様の理由です」
　オラプレックスを活用したメニューは、
お客様からの評判も上々だと言う。また、
同店ではパーマやストレ―トパーマの際
にも、お客様の髪の状態に応じて提案
している。
「年長者のエイジング毛にも効果が期待
できる点がいいですよね。タンパク質同
士の結合や S-S 結合の強化という独自
性もまた、大きな魅力です」
　必ずしもオラプレックスは、ダメージヘ
アやハイトーンのカラーだけに向いた商
品ではない、ということを改めて感じた。

サロン名：hair design space i・chi・e
所在地：千葉県浦安市堀江 5-1-7
サロンの坪数：18.5 坪
セット面数：3 面
シャンプー台数：2 台
その他：駐車場 2 台分を完備
スタッフ数：3 名
客単価：9,000 ～ 9,500 円

salon plofile

hair design space i .chi.e



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　https://www.olaplex.jp/

¥2,800（税抜）¥2,800（税抜）


