
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♪

TOP Beauty NEWS 2018年

♦今どきの学生の美容事情＆意識と実態♦

太ったなど変化があったら、す
ぐに対処！童顔の輪郭を見せる
ため、触覚ヘアを伸ばす。

日々、スマホで自分
の顔の観察・研究、
わずかな変化も
見逃さない。

憧れのタレントと同
じ角度から自分の写
真を撮って比較する。 友達からだらしなく

見られたくない！

盛りすぎはNG。
飾らずに肌や髪の綺
麗さを大事にしたい。

肌が汚いと可愛く見
えない…。肌から
可愛くなりたい！

友人にほめられた
肌の白さを
強調したい。 メイクが濃すぎると

男子にひかれる。
やらないと女子から
地味に思われる。

濃いメイクは制服に
合わないし、先生に
怒られるのは面倒。

憧れの人に体型が似
ているのでメイクや
ファッションも
まねしやすい。

朝は入念にスタイリング。
前髪はコテで丁寧に伸ばす。
日々髪の潤いを保つようトリー
トメントはマメに行う。

より肌を白くするために、
白くなる効果のある
保湿クリームを使う。
スケンケアを怠らない。

学生らしいナチュラルメイクが
基本！ファンデーションで粉っ

ぽくならないように、
すっぴん風にする。

服は自分と感じが似ている
タレントやモデルのコーディ
ネートを参考にする。

スマホでチェック自分の良い
ところを把握し活かしたい！
「自分の良さを最大限活かしたい」と考えて
美容に向き合っている傾向。かつてのアム
ラーとは異なり、自分の顔や雰囲気が似てい
る人を理想とし、その憧れている人に似てい
る部分を“自分の強み”と考え、憧れの人の情
報を基に活かそうと工夫している。

学生らしさを活かし、誰から
も評価を得たい！
学校生活などリアルな日常生活でもSNSでの
つながりでも、男女を問わず評価され、親や
教師からも受け入れられるような、誰からも
否定されない見た目を目指している。周りに
不快な思いをさせていないか、「清楚な見た
目」を心がけている。

盛りすぎず、自分の素材
そのものを大切に！
肌、髪ともに痛めないよう、素材の美しさを
大切にすることも今どきの学生の特徴。肌や
髪そのものを、自分なりに美しく保つ手入れ
を習慣化している。それはスマホの加工写真
アプリで自分とのギャップを埋めておきたい
という意識も高い。

◆まとめ◆
実現可能なことや自分にとって必要な情報を効率的に取捨選択
して美容に取り入れる。「パーツを研究し、自分の強みを発見
する」、「誰からも否定されない見た目を目指す」、「髪や肌
を傷めない」で整え、リスクを最小限にする」など、美容への
こだわりは、濃いメイクやヘアで

こと。
写真の画像加工などが簡単にできるようになっている中で、意
外にも自分自身の素を研こうとする、美容に対する学生なりの
姿勢あることがわかった。

HAIRに関しては、
意外にもパーマが3位、
リラク・エステは「敷居
が高い」ということで
未経験がほとんどという

結果になった。

2018s/sのファッション流行色はpink＆yellow♡髪色は何が流行る？
インナーカラーがトレンドから定番になり、新たなトレンドは『塩基性カラー』

髪色を大胆に
変えなくても､
トレンド色を
楽しんだり､
ヘアアレンジ
にも変化を
つけられたり。簡単にオシャレに見える為
人気の“インナーカラー”♪
インスタでも「＃インナーカラー」でのpost

が40万件を超え、
今やトレンドから
定番カラーに！
インナーカラーに
使用する色味も
どんどんVividに
なっています☆
インナーカラーで
満足できなくなっ
たユーザーは､次
にどんなカラーを
求めるのか…？

塩基性カラーで既に業界では有名だったのが
・マニックパニック
・ANAPカラー
・ヘアマニキュアやヘアバター
・ロコル（ルベル） でしたが、そこに

シュワルツコフが登場！
その名も“colorworx”
とにかく発色がスゴイ！
①モーヴ
②フューシャ
③コーラル
④ターコイズ
⑤ホワイト の5色展開｡

しかもこのカラーワークスで染めた後、褪色した髪に、
アルカリカラーで染めてもそこまで弊害が無いとか…？
本当だったらスゴイですよね！グラデーションカラーや
ダブルカラーが当たり前のサロン様はメーカーへの問い
合わせ必須です！今年の流行はVividカラー｡ファッション
アイテムにもたくさん登場しています｡洋服だけでなく、
髪色にも華やかでインパクトのある発色が求められる
かもしれません！！

インスタでの「＃colorworx」または
「＃colorworx💛💛」でのpostはまだまだ

海外からのものばかり！
日本人の投稿は数えるほどなので、
今から取り入れて注目されてみては｡
カラーワークが
好きな美容師さん
や､そもそもカラー
が大好きなオシャ
レさんは見ている
だけでも楽しい
ハッシュタグに
なっています。
カラーの可能性
をさらに広げる
一手となり得る
か！？
これからの業界
内での評判から
目が離せません
ね♪



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

編集後記
勝負の春がやってきましたね！暖かくなり始めて､
街を行く人々も春のﾌｧｯｼｮﾝを見かけるようになり

ました｡今年はﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞな色味は流行の兆し！ｶﾗｰは？ﾊﾟｰﾏは？貴方
のｻﾛﾝではどんなﾃｰﾏでこの春を攻めますかっ？新規客も一気に増
える3･4月､お客様がどんなことを期待して､どんなｽﾀｲﾙになりたく
て貴方のｻﾛﾝを選んでくれたのか…しっかりﾋｱﾘﾝｸﾞしてﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝup
やｻﾛﾝのｳﾘのﾋﾝﾄに活かしてくださいね☆この春､ｻﾛﾝ史上最高の盛
り上がりを感じられますように♪
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同窓会や卒業パーティーに！
★トレンドのパーティースタイル★

パーティーなど、ドレスアップをする機会が増えるこれからのシーズン。
パーティーや高級レストランでドレスコードを指定されたものの
どんな格好をすればよいのか困ってしまった経験はありませんか？

数年前までドレススタイルといえばノースリーブドレスにボレロorストールが定番でしたが
最近では袖ありのドレスやパンツスタイルのオシャレなドレスも増えています！

◆定番のブラックドレスはデザインで差をつけて◆

着る人を選ばず、しかも大人っぽくみえるとあって人気のブラックドレス。
しかし、定番ゆえ人と被ることもしばしば。

そのため、凝ったデザインのドレスで他の人と差をつけましょう♪
シースルーやレースが部分的にデザインされたドレスや、

定番のシルエットでも胸元やバックスタイルに
デザイン性のあるドレスを選ぶのがおすすめです。

アクセサリーやバッグなどの小物は、赤やゴールドなどの
カラーと合わせれば華やかになります！

◆カラードレスはデザインを主役に◆

カラードレスは、なりたいイメージに合わせて選びましょう。
清楚で可愛らしいイメージになりたい方は、水色やピンクなどの

パステルカラーのドレスがおすすめ♪定番のレースやシフォンタイプのドレスに
シルエットはフワッと広がるスカートが特徴のAラインのドレスを選べば

よりキュートな印象になります！トレンド感のあるドレスコーデを楽しみたい方は
ボルドーやグリーンなどの鮮やかなカラードレスがおすすめ☆

ジャガード織りなど、ハリのある生地のドレスに
胸の下やお腹の上でキュッと絞られたXラインのデザインを選べば

大人っぽさだけでなくスタイルアップも叶います☆

◆パンツスタイルは身長に合わせバランスを重視◆

隠したい箇所がカバーできるので
スタイルに自信がない方にもおすすめです。

ただし低身長さんは、一歩間違えると普段着にみえてしまうので
重心を上にもってくるのが着こなしのコツ。
さらにミモレ丈のパンツならスッキリみえつつ

ふくらはぎなどの隠したい箇所はカバーできますよ。
ウエストにリボンがあるデザインなら、メリハリがつき寸胴に

見えてしまうお悩みが解消できます。
また、ヘアスタイルはアップヘアがおすすめ。

パンツスタイルのときは、ピンクなどのカラーを使い
女性らしいメイクを意識しましょう。

花粉に負けないメイクのコツ♪ ・化粧品の塗り過ぎは崩れのもと
・なるべく少なめの量を心がける

●アイシャドウ

・花粉の吸着を防ぐためパウダー
タイプを選ぶ

・色味は崩れが目立ちにくい
ベージュやゴールなど

●チーク

・マスクで顔が隠れるので少し上
まで色味を入れ血色良くみせる。

●マスカラ

・濡れても落ちにくい
ウォータープルーフ
タイプを根元にしっかり
塗る
・つけまつげもおすすめ
※花粉時期のマツエク
目を傷つけてしまう恐れが
あるため要注意！

●ベース
・下地やコンシーラーで
肌色をしっかり補整
・ファンデーションの量は
極力少なく！

●ヘアケア

・静電気は花粉を寄せつけるため
静電気が起きないように気をつける
・外出から帰ってきた後はお風呂に
すぐ入り、シャンプー・トリートメントを
しっかりする
※おすすめはアミノ酸系シャンプー

●肌荒れ防止

・花粉症になりやすい肌質は【乾燥肌】

・気になる乾燥肌には、ローションタイプ
の化粧水や弱酸性、無香料の
ものがおすすめ

●マスク
・昔ながらのガーゼマスクは化粧崩れ
がしにくく、保湿もあるため肌荒れを
起こしにくいのでおすすめ
※ガーゼマスクは１日使うと雑菌が
付きますので毎日洗濯をしましょう。

街への転入出が増える春！
新しいお客様を迎え入れるために知っておきたい
美容室を になる理由や心理！

思い通りの髪型にならない。高い。（男性25歳）

美容師というファッショナブルな人たちと
世界が違いすぎて何を話したら良いのか…。（女性29歳）

とにかく時間がかかって疲れる！（女性29歳）

美容師って「おしゃべりだな」と思う…。
喋りに来ているわけではないし、会話したくないのに、
沈黙が嫌だからなのか気を遣ってか、話しかけてこら
れると聞き役をしなければいけない。（男性49歳）

料金があいまいで、行くまで分からず不安。
カラーの後にトリートメントしないと傷みますよと言われれば
やるしかない。だったら最初からトリートメント付って書いて
おいて欲しい！（女性35歳）

同じ会話をしなければいけないストレス。
カット・カラー・シャンプー・ドライと、担当が変わる
度に「お休みなんですか？」という会話からのループ。

（女性26歳）

なんとなく身ぎれいにしていかなければいけない抵抗感。
いっそスッピンで全身しまむらの美容師さんがいればいいのに！

（女性19歳）

カラーやパーマ中、鏡に映る“疲れた自分の顔”をずっと見て
いるのが苦痛…（男性34歳）

良かれと思ったｻｰﾋﾞｽが裏目に出ることも｡この春の新人さんは特に注意を！

2018年
桜の開花
満開予想

2018年の開花は
平年並みか3～7日
早くなる予想。お花見
の企画はお早目に♪

この図を見ると、
東京近郊では3月
中のお花見がベス
トかも？日差しがな
い日や夜桜見物
はまだまだ冷える時
期なのでご注意！
３首(首･手首･足
首)を寒さから守る
ことが、一番効率
が良いそうです♪
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