
TOP Beauty NEWS 2016年

3月トップ広告社がお届けする美容・ファッションのトレンドニュース♪

新規入客の春♪新たにつかんだ『オトナ女性』を読み解く！
「サロンで不快に思うこと」 「言われて嬉しいこと」

オトナ女性の心をつかんで、リピーター＆優良顧客へSTEPアップ♪

○○だよね～！ うっそー！
※突然のタメ口。

なんで年下のアナタがいきなりタメ
口！？私、客ですけど！？

この後、どうするんですか～？
休みの日は何してますか～？

・アナタに関係あります！？
・休みの日にやることなんて、普通
決まってない。
・美容室来たのが今日の予定です
けど何か？

結婚されてますか？
彼氏とかいるんですか？

聞いてどうするの？当てはまらな
かった時のリアクションが面倒。

わ～結構髪、傷んでますね～！

・知ってるよ…
・だから来てるんですけど…
・他に言い方ないですか？
・トリートメントとか営業されちゃう？

オトナ女性に限らずかも？
「サロンで不快に思うこと」

オトナ女性特有かも？
「言われて嬉しいこと」

「お肌キレイですね☆」
オトナ女性なら誰しもお肌のケア
には気を遣っています。
努力が認められて褒められるのは
嬉しいもの♪

「オシャレですよね☆」
オシャレだと思う職業No.1の
美容師さんにファッションを褒め
られるのは単純に嬉しい！

「そんなに大きいお子さん
いらっしゃるんですか！？」
＝若々しく見えるってこと！
“驚く”というのが、褒められてい
る気持ちよさを加速します。

「○○さんと話すの、
すごく楽しい！」
内面を褒められるのも嬉し
いようです。
若いお客様にはない、色々
な気づきやお話が聞けるの
では？上手く引き出して！

「お仕事頑張ってますね。
私も頑張らないと♪」
人に良い影響を与えられることは、
とても嬉しいことですね♪

他にも…
「○○さんっていつもオシャレだよねって、○○（スタッフ）も言っ
てましたよ～☆」など、人から伝え聞く褒め言葉も、リアリティが
あって嬉しいようです。10代20代の若い女性は直接的に「カワイイ」
「キレイ」と言われるのが嬉しいようですが、オトナ女性はちょっと
褒めポイントが違います。
この春、新規の“オトナ女性のお客様”、難しい女心をぎゅぎゅっと
掴んで、リピーター・優良顧客へつながるようにしたいですね！

ヘアアレンジが可愛い!!インスタでフォローすべき人気美容師さんまとめ
アレンジの参考になる役立つ写真がいっぱい!!!

アレンジのセミナーも大人気！
9ステップで解説するヘアアレン

ジのやり方が、初心者でもわか
りやすいと圧倒的人気★

10万人近いフォロワーがいる
のも納得です！！

【大阪STUDIO DIFFUSE】

ヘアアレンジ本も出版している
ほどの人気で、デイリーから
とっておきのお出かけまで
幅広いアレンジを紹介★

金子さんのハイセンスのファッ
ションも人気の秘密！

【ACQUA青山店】

1つのアレンジをいろんな角度
からの写真を載せているので

わかりやすい！動画でのアレン
ジの仕方を説明してくれるので
何度もチェックしたくなる★
ブログも毎日のように更新！

【TAXI】

インスタ始めて間もないですが
出張依頼も受け付けてくれるの
で今人気沸騰中★ブライダル
セットがかわいい！シルエットや

艶感を大事に似合わせ
アレンジが得意！

【kagoshima hairmake artis】



編集後記 HOTPEPPER Beauty 4月号
発行日： 3/24（木）

申込〆切：3/3（木）原稿〆切：3/10（木）

HOTPEPPER Beauty 5月号
発行日： 4/28（木）

申込〆切：3/31（木）原稿〆切：4/7（木）

（株）トップ広告社 ☎03-5641-0661/✉contact@top-ad.co.jp発行人

♥歯磨きの常識が変わります♥

歯磨きタブレットとは？
固形の歯磨き粉の事★
持ち運びに便利なのが魅力!!

LUSHの
最新歯磨きアイテムをご紹介♥
歯磨きタブレット

★タブレットタイプ全７種
¥900 ～1100/50g（税込）

歯磨きパウダーとは？
パウダー状の歯磨き粉の事★
さらさらのパウダーの中には
キラキラなラメがたっぷり♥

キレイな息で新しい季節の準備を♪

★パウダータイプ全3種
¥900/35g （税込）

歯磨きパウダー

★使い方★粒を砕いて水で濡らした歯ブラシで磨き、ゆすぐだけ★
歯ブラシがない場合は、タブレットをくだき歯全体になじませることで、
マウスウォッシュとしても使える♪急なデートにもお役立ちのアイテム♥

★使い方★濡らした歯ブラシに適量を
振りかけて磨いてゆすぐだけ★
ツルツルの磨き心地にきっとヤミツキ
に♪普通の歯磨き粉と違い、使いきれ
るのも嬉しい◎

ついにきた！春の商戦期です。コートを脱いで、
ファッションを楽しみたくなる季節ですね。

女性のライフステージにおいて、美容意識があがるタイミングの
第一位は「大学・短大・専門学校などへ入学した時」なんです！
第二位は「就職」…そう、まさに“今”がそのタイミングです☆
『一番キレイになりたいタイミングで、私の魅力を引き出してく
れた』と思われるサロンが勝ち！今こそ腕の見せどころです☆
私たちも皆さまからの「春の嬉しいご報告」お待ちしています！

グリッターメイク
『2016年、大流行の兆し』と言われているほど
大注目のグリッターメイク。使い方はさまざまです❤

海外セレブや、モデルさんも大注目！

★HAIR
イギリスの雑誌「VOGUE」が
プリン状態の根元に、大きめの
グリッターをのせる斬新なテク
ニックを紹介。『グリッター
ルーツ』と呼ばれているそう！
インスタで話題沸騰中！！

★MAKE
いつものアイシャドウにプラスす
るだけで、キラキラの目元になれ
る☆クリームタイプのものや、ワ
セリンを仕込んでおくと粉落ちの
心配もナシ！！日射しに当たると
キラキラしてすごくカワイイ❤❤

M・A・C グリッター ¥3,300
顔・ボディ・ネイル マルチに使えて
携帯しやすい❤
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世界中で話題沸騰‼新感覚
『3Dレイヤー』って知ってる？

ボリューム派のマツエクファンがこぞって装着しているエクステ☆

左：3Dレイヤー80本
(通常のエクステ480本相当)

右：通常のエクステ80本

『3Dレイヤー』はVOL良し！
持続力良し！軽い！負担が少ない！BUT

同じ本数でこの違い‼

How to make this ?? 

重さ・太さ・
堆積の理論 装着理論 テクニック理論

今までのエクステは
細いものでも0.10㎜
でしたが、最新技法
3Dレイヤーに使用す
る人工毛は0.15㎜の
約9分の1の体積で、
太さ0.05㎜という世
界最細の人工毛です。
0.05㎜×9本＝0.15㎜
となります。ですの
で数本装着してもこ
れまでの0.15㎜より
もはるかに軽く柔ら
く自然です。違和感
もなく、負担も非常
に少なく持続性も高
い傾向にあります。

装着方法は様々な
方法があります。
どれが正しいとい
うよりも、どの施
術方法が、どんな
利点と難点がある
かを考えます。

これだけのVOLが実現‼

HTBでも全国で
94件しかhit件数無し!

春はふわふわ
「わたあめヘア」注目

ショート

ミディアム

ロング

アンニュイな感じがかわいい＆色っぽ
い♪空気感を出して柔らかさをプラス
この春イメチェンにとってもオススメ
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従来のフレアエクステは、VOLUPはするけれど
自マツゲに負担が大きいのが悩み…BUT

今年はレイヤーを入れて
軽くしたスタイルがトレンドで、
軽めのふわふわパーマ=
わたあめヘアに注目！！
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