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補修剤を使い始めたあなた、 

思うように効果を出しきれないあなたへ。 

 

魔法のトリートメントなんて無いのです。 

有るのは当たり前の知識だけ。 

それを理解すると必ず、あなたの髪は綺麗になれますよ。 

まず初めにお断りしておきたい事は・・・、 

 髪の傷みで悩んでいる、どうにかしたい。お気持ちわかります。そん

なお悩みの方が沢山訪れます。髪風船のヘアケア剤なら、そんな髪も

簡単に綺麗になるのではないか？ 

もちろん、「そんなおいしい話はありません。」 

髪の状況を知り、そうなった原因を知り、剤の事を知り、的確な対処を

すれば、きれいに創る事は可能です。そしてそれをアドバイスしたい

のです。是非あなたもお付き合いください。 
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魔法のトリートメントなんて無いのですよ。有るのは当たり前の

知識だけです。 

「お手入れしても全然効果が出ない。バサバサする。艶

も全然でない」 

例えば癖毛、パーマヘアで乾かすとボサボサに広がる、そんな状況で

補修剤使えば綺麗なサラサラヘアーになれるか？ 

残念ですが、なりません。ベースが形状的に綺麗な状況でないと艶も

出ないし、サラサラになる事も無いでしょう。それは対処法が違うとい

う事です。（もし、べースの縮毛矯正が綺麗になっていたら、癖がない

状態なら、ツヤサラになる事保証します） 

その場合の補修剤の目的はスタイリングによって傷める事無く、よ

りしなやかにして創りやすくする為に使うのです。（広がらない状況に

創る、スタイリングする） 

また、補修剤使えば使うほどべた付く艶がなくなるなんて現象も、髪の

表面に余分なものが付いている状況です。やり方変えればビックリす

るくらい感触は変わってきます。 
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思うようにならない原因は 2 つあります。 
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【その 1】 

補修剤の残存させすぎ 

感触がうまく上がってこない。このようなお悩みの、ほとんどの場合は

心理的な事が強く関係しているように思われます。 髪がひどく傷んで

いる、だから毎日たくさん補修剤もつける！ 髪にもしっかり残った方

が効果も早いだろう？ 髪も乾燥させないようにアウトバスもタップリ、

さらにオイルも、、、お気持ちは分かります。 

付ければ付けるほどべったり、艶も出ない、場合によってはバサバサ

する。「どうして？ヘアケアしてかえって髪が傷んだ？？？」 

では、ここで、私たちサロンワークでのテクニックを簡単に

解説してみましょう。 

シャンプー前の乾いた髪に、フィルアップローションもメントバランサー

もタップリ塗布します。  加温機、で充分時間を置いて浸透吸着させ

ます。場合によっては低温アイロンプレスも・・・ 
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後はしっかりシャンプーで洗い流してしまいます。 

『えっ～だったら栄養分全部流れてしまうよ！』 

シャンプーで流れるような物は全て流しましょう。 それがプロ用なんで

す。高濃度高品質の証！しっかり浸透、しっかり内部重合、しっかり吸

着、そして余分なものは流してしまう。 

 

コレですっきり、サラサラ、ツヤ効果、感触 UP！変な感触の悪さ

が出た場合は、ほとんどが薬剤の残存させすぎ！ 

 

そんな感触の悪さがある場合は 1 度リセットしましょう。（補修剤を使う

のを 2～3 日お休みします）それから上記のように極力シャンプー前の

使用法を取る、シャンプー後に使う物は量の調整をする、または頻度

を落とす等工夫してください。 
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さて、そのアドバイス通り修正していただいた 

お客様の声も、 

  

＞ アドバイス通り、べた付き感を無くす為、 メントバランサーの順番

を変えて、クリアコートも今までと全く違った方法で使用してみました。 

すると・・・ 目からうろこって感じでした！   使用法を変えるだけで、

こんなに効果が違ってくるなんて。 本当に驚きと感動でした。 

デジタルパーマが、こんなに艶やかに、しなやかに、仕上がったのは

初めてでしたし、 べた付きも無くなり、サラサラになったんです。 こん

なに嬉しかったのは本当に初めてでした。 いつも的確なアドバイスを

いただけるので本当に感謝しています。  
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【その 2】 

これを理解できれば、綺麗な髪になれます。 

髪を健康に創っていく補修ケアと、ビビリ、ボワボワなど

毛髪変形を修正する事は別物 
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●2―1 

『髪がビビリになりました、フィルアップローションが良さそうなので購

入しました。使用して１週間ですが効果を感じません、朝からまだチリ

チリがひどいです』 

髪を基本的に丈夫にしていき健全な状態を作っていく事、これは補修

剤の仕事です。ヘアケアの基本でしょう。しかし、傷んだ髪を改善す

る事と、ビビリ毛などの毛髪変形の修正は別物。 

 

でも、初めての方は、、、 

ビビリ毛になった、すぐにビビリを修正したい、初めて当店の記事を読

み補修剤は良さそう、まずはフィルアップローションを買おう！お気持

ち分かります。 しかし、補修剤はビビリ毛を直す物ではありません。

毛髪強度を上げ健全な髪に近づけるためのものです。 

それとビビリ（毛髪変形）修正する※テクニックは別物です。この両方

を的確にやる事で髪を傷める事無くビビリ修正をしやすくして良いコン

ディションに保つ。 剤に頼り切ってはだめです。理解して使いこなした
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時、必ず効果は出ます。 

※テクニックとは、保湿コントロールをして、しなやかな髪に創り保護

剤で滑りを良くするようにします。そこでブローなりでスタイリングする

事を言います。CMC プロ、リッチシルキージェルなどがその役割で

す。 

ここに証拠があります。 

お客様の声： 

 先日、CMC プロ、フィルアップローションインナー、リードオイルＫ、リ

ッチシルキージェルを購入しました。市販のものでは何をやっても治ら

なくなりました。そんな時、ネットで御社の存在を知り、藁をもすがる思

いで購入しました。使用方法の通り使って、1 週間が経ちましたが、手

触りや感触、うねり、パサつき、全てが改善されて、やっと髪も呼吸し

てる感じがします。本当にありがとうございました。 

 

さて、ここまではビビリ毛に対しての考え方ですが、次の問題も同じよ

うな考え方になります。 



上手に効果出していますか？実はこうすると上手く行くのです  

   

さらに、効果を出し切れないと、相談が多いのが次の現象 

●２―２ 

それは・・・縮毛矯正が綺麗に効いていないボワボワ現象、広がるな

どです（不足現象）または癖が出てきているなどスタイリングが必要な

状態です。さらに最後には別の方の実践編も報告されています。すご

く参考になりますよ。 

まずは質問から・・・ 

 

>いまいち効果が得られません。湿度の多い日はお手上げなくらい髪

の毛が広がりますし、髪の毛の表面がモアモア、クルクルです。 

>縮毛矯正しても、いつも伸びておらず、アイロンが手放せません。毎

回矯正に満足出来ず。湿気の多い雨の日は外に出たくないくらい広

がります。 

 

回答： 

癖毛または縮毛矯正で伸びきれない。こうなると乾かせば、ぼさぼさう
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ねうねになる現象です。補修効果を感じきれない状況です。少しでも、

しなやかになるようにしましょう。その上で、しっかりアイロンなりでスタ

イリングすると良いですよ。 

その為には特にリードオイル K をシャンプー前、フィルアップローショ

ンの後、馴染ませて、さらにトリートメントする前ほんの少しだけリード

オイル K を付けてみてください。これで保湿コントロールが出来ます。 

 

さらにシャンプー後 CMC プロ、それを乾かしてすぐにリッチシルキ－

ジェルを少量擦り込みます。これで髪はかなりしなやかにまとまりの良

い髪に変身してきます。そこでブロー（アイロン）してください、これでき

れいな髪が創れます。 

＞わーわーわー、とにかく、えっ？こんなに滑らかな髪の質感♡？えっ

〜びっくりしました！ それは、フィルアップ、リードオイルＫ、メントバラ

ンサー、シャンプー、リードオイルＫ、トリートメントと、 CMC 吹き付け

て、ドライヤーで乾かした後リッチシルキージェル、なんともシルクほど

までは...笑...言い過ぎかもですが、とにかく滑らかな髪質に何度も触っ

たぐらい。とにかくパサつく私の髪が、滑らかな髪質なんて今まで感じ

https://kf-shop.ocnk.net/product/112
https://kf-shop.ocnk.net/product/112


上手に効果出していますか？実はこうすると上手く行くのです  

   

ること無くて。使い方を変えるだけで、こんなにも変わるんですね！あ

りがとうございました(^O^)。 

ケアが上手に出来ないとあきらめかけているあなた、いかがですか？

是非あなたも試してみてください。 

 

更に、そんな綺麗に創るテクニックは、次を知れば完璧プロ並み。ど

んな髪も思い通りに・・・私が本気でアドバイスしたい事は、そんな事で

す。 

少し難しくなりますが・・・ついて来てくださいね、 

では行きますよ、ここからは大事です。 
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美容室でトリートメント、ブローする、いかがですか？その時はしっとり

艶サラな経験があると思います。帰り道もつやサラ髪にルンルン、が、

それを自宅でやってもなかなか綺麗にならない？何が違うのだろう？ 

そうなのです、美容師は創る事こそがプロなんです。 

 

では、その奥義を披露しましょう。あなたもこれを理解できるとホーム

ケアがもっと素敵なものになります。 
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髪をきれいに創る！ 

ビビリを修正するボサボサをきれいにする、さらに長持ちするスタイリ

ング、、、これらは全て同じ理屈。 

例えば 

パーマのスタイリングでもビビリ修正でも、朝からバサバサの乾いた

髪に一生懸命アイロンを当てる、カーラーで巻く、逆に、湿してから、

すぐにカーラーを巻く、おかしいですね？ 

全て間違いです！ 

しなやか艶サラとはなりません。また綺麗になったとしても、その持続

性は無いでしょう。1 時間もしないうちに戻ってしまう、な～んて事に

も。髪をきれいにしようとしながらバリバリ髪を傷めてしまうという事

に。では、何が間違いで、どうすれば綺麗になって長持ちするのか？ 

それが、、、 

基本を知る事なのです。 
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基本になるのは水分コントロール、 

●ボサボサを綺麗にするのも、 

●ビビリ毛を綺麗に創るのも、 

●パーマのスタイリングも、 

●艶やか持続ブロー、またはアイロンも、 

全てが水分コントロール！ 

水分を持ち過ぎている状態で仕上げても全く決まらないし、すぐに戻っ

てしまいます。逆に水分の無い乾いた髪で綺麗にしようとしても、なか

なか決まらない。 

全て、 

まずは水分を持った状態から、完全に乾く時に綺麗になります。 

ここです、ここが最も大事なポイント！ 

水分を持っている状態の髪は柔らかく、自由に動きます、 

それが完全に乾く瞬間にスタイリングが決まります。 

ボサボサもビビリも、ある意味綺麗なストレート状態にスタイリングす

る事。もちろんカール状態にスタイリングするのも同じ理屈です。朝か
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らでもバサバサに乾燥していたら、必ず軽く霧吹きで水分を与えましょ

う。それからスタイリングです。 

さらにポイントは、、、 

朝からでも水(水道水）で濡らして寝ぐせ直し、ブローの流れの方、もし

あなたの髪が傷んでいるのなら、残念ですが、これも間違い。 

なぜなら、傷んでいる髪は水分保持力が弱いという事、艶やか、しな

やかを保つ適正水分量を、すぐにオーバー乾燥過多になるという事で

す。スタイリングしている段階で乾きすぎて綺麗に仕上がらないバサ

バサになってしまう。 

そう、適正水分を保持できる状態にしないといけないという事です。そ

のためには、水で水分補給ではなく、ローションタイプのＣＭＣプロが

必要、さらに保護しなやかさを保つためにリッチシルキージェルこれ

らが活躍するのです。 

適正な水分量を保持できる状態で、しっかりスタイリングこれが髪をき

れいにするコツなんですね。 

 

https://kf-shop.ocnk.net/product/11
https://kf-shop.ocnk.net/product/111
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具体的な使用法として：（上記の理論を踏まえて） 

 

朝からでも、乾いた髪にＣＭＣプロで水分補給しましょう。それをある

程度乾かします、（適正保湿）それから、ほんの少量のリッチシルキ

ージェルを掌に取り良く伸ばし、それを髪に擦り込むように馴染ませ

ます。これで髪がしなやかに滑り良くなる事をはっきり感じます。 

 

この状態で、ビビリ毛も、膨らむボサボサ髪も、乾燥するバサバサ髪

も、ブラッシングする、ブローすると、思い通りのヘアケアがあなたの

物となります。 

 

いかがでしたか？決して剤だけに頼る事無く、しっかりヘアケア理論を

マスターしてください。目から鱗の結果が手に入りますよ。 

 

正直補修ケアは慣れも大事です、人それぞれ髪質も状況も違います、

まずは色々試す姿勢が大事かなと思います。あなたに合った方法を

見つけてください。そうすると一気に髪は綺麗になって行きます。 

 

そんな報告が頂けると嬉しいです。 

https://kf-shop.ocnk.net/product/11
https://kf-shop.ocnk.net/product/111
https://kf-shop.ocnk.net/product/111
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著者紹介：ヘアークリニック髪風船 店長 

 

 

美容サロン経営 

30年で延べ 3万 5000人以上の縮毛矯正歴！ 

髪の相談等、毎月 600件以上の問い合わせ！ 

毎 月 10 万 回 以 上 の ア ク セ ス を 誇 る 自 社 HP ⇓

http://www.kamifu-sen.com 

全国の強いクセ毛・損傷毛で悩んでいる方が訪れる事がそ

の信頼性と実力を物語る!! 

 

しかし本当のヘアケアは美容室にあらず、ホームケアこそ

最も大事が信念。そこでプロ用商材（サロンで使用してい

る製品）を自宅で毎日使って頂き最高の結果を出してもら

いたい、その為のアドバイスを中心に提供しています。 

ケア剤提供 https://kf-shop.ocnk.net/ 

 

著書（アマゾンより電子書籍で販売中） 

●セルフヘアケアの教科書 

●ヘアカラー読本（セルフヘアカラーのあなたへ） 

●プロが教えるホームケアテクニック 

 

 

 

J.B.C ACADEMY 
Beauty Clinic Artist  

縮毛矯正、クリニカルヘアカラー、 

ヘアエステ等のヘアクリニックサロン 

 

 

 

http://www.kamifu-sen.com/
https://kf-shop.ocnk.net/
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著書紹介 

アマゾンよりの電子書籍出版もお読みください。 

 

 

ヘアケア関連の e-Book はこちらより↓ 

 
 

 

https://www.amazon.co.jp/%E9%AB%AA%E3%82%92%E7%B6%BA%E9%BA%97%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%8F%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%83%98%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E8%AA%AD%E6%9C%AC-%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%98%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F%E3%81%B8%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%86%E3%83%98%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%81%AF%E3%82%84%E3%81%95%E3%81%97%E3%81%84%E3%80%82%E3%81%97%E3%81%8B%E3%81%97%E3%83%BB%E3%83%BB%E3%83%BB-%E5%86%85%E9%87%8E%E4%BF%A1%E4%B8%80-ebook/dp/B079VS7TVS/ref=pd_sim_351_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B079VS7TVS&pd_rd_r=3243a1b0-9c5b-11e8-a6e1-fdd364a300ff&pd_rd_w=w6S6z&pd_rd_wg=DrZsz&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_p=053a78c4-e34f-47d4-9426-4d23f47a211d&pf_rd_r=1ZERWFHK0JWYF8T6SPZH&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=1ZERWFHK0JWYF8T6SPZH
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%98%E3%82%A2%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8-%E9%AB%AA%E3%81%AE%E5%82%B7%E3%81%BF%E6%82%A9%E3%81%BF%E3%82%92%E5%85%A8%E3%81%A6%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%EF%BC%81%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%81%AB%E5%BF%9C%E3%81%98%E3%81%9F%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E6%B3%95%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-%E5%86%85%E9%87%8E%E4%BF%A1%E4%B8%80-ebook/dp/B07B8X2F3P
https://kf-ebook.shop/
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