AFLOAT EYE
by FORALL

成功“まつエク”アプロー チ法❶

住所：東京都港区北青山 3 -6 -20 青山T＆Eビル 3 F
TEL：03 -5467 -1122
営業時間：平日11 :00 〜 22 :00
定休日：不定休 アイリスト数：●名

立地条件に適したニ ー ズの応え方で
お客さまを獲得する

客層：10 代〜 70 代女性
来店周期：3 〜 5 週間に 1 回
『アフロート』
との業務提携により
『アフロート』
と
お互いにお客さまを紹介し合っている

PART.2 みんな、知ってる？

！
教えて
!
先生!

“まつエク”の正しい売り方

今トラブルが問題視されているまつ毛エクステ。
美容師免許を持たずに施術しニュースになった事件もありました。
そんな中、正しい売り方でまつエク市場で成功しているサロンがある！
美容師法をおさらいしながら正しい知識を身につけよう。

まつエク業界のナゾ
女性の働く場が増え
美容業界全体の発展に
『アフ
6月からまつエク専門店をオープンした
ロート』。専門店を出すまでに至った、まつ
エクメニューの導入方法とは。
「ヘアとアイは同時施術が難しいので、青山
という立地の場合サロン内に併設するより、

トラブルが起きているのは周知の通り。そもそも、
まつエク業界って今どうなってるの？ わかってい
るようでわからないまつエク業界を勉強してみよう
！
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A

外に専門店を作ったほうが効率よく客単価
も上がるのではないかと思い、今回まつ毛
専門サロンの『フォーラル』
と業務提携とい
カウンセリングでは、
メニューにあ
るまつ毛を目元に当てシミュレー
ションしている。お客さまに仕上
がりのイメージをしてもらう

施術でのこだわりは、チタン性のツイ
ザー。皮膚に直接当てることはない
が、アレルギー反応を抑える

う形で専門店をオープンしました。僕は、専
門店を出店しましたが、地方ならへアサロン
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A

ウチのこだわり
「エクステをたくさんつけて、目元を盛りたいという若
いお客さまが多いですが、この要望に 100％応えて
はダメ。施術前のカウンセリングも大事ですが、施
術後のアフターケアで、注意しなければならないこと
を細かく伝えられるかが重要です」
（西崎さん）

ウチのスタッッフ教育法
「女性スタッフの中に、アイラッシュに興味のあるス
タッフがいて、現在スクールに通って勉強している
人もいます。ディプロマを取得したら、アイリストとし
て活躍してもらえたら嬉しいです」
（宮村さん）
「フォー
ラルでは一般向けにもスクールを開校しているので、
そこで学ぶこともできます」
（西崎さん）

「 元々メイクの 仕 事がしたいと
思って専門学校に入学したんで
すが、友人のまつエクの施術を
見て興味を持ち始めたのがきっ
かけです。髪にもいろいろな種類
があるように、まつ毛にも種類が
あって面白いです。お客さまの
要望に応えつつ、そのお客さまの
まつ毛の現状を伝え、今後お客
さまの持つイメージに近づけられ
るよう、ケアも大事に施術してい
きたいと思っています」
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「ちゃんとした商材と技術は当たり前
です。目元はデリケートゾーンだからトラ
ブルになってしまうんです。事故を起こさな
いようにしていくことが、今後の業界として
の課題ではありますが、怖がっていても何
も始まりません。お客さまに自信を持っ
て勧められるか、この判断力をオー
ナーやスタッフが持つことが大
事です」
（宮村さん）

いくつも協会団体があるけど
違いはあるの？
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技術や知識はほとんど統一されていてレベルの水準は変わりま
せん。また、まつエクの市場が伸びてきていることで、レベルも
均一に上がっています。ただ、それぞれの協会で実施している

A

へアサロンで
まつエクを導入する時の注意点は？
衛生面です。施術者の病気が感染することもあります。ですか
ら、商材の使い回しは絶対にやってはいけません。そして、出
張サービスもダメです。まつエクのお店は美容師法により保健
所の登録が必要です。
（下田さん）
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A

まつエクのトラブルは防げないの？
この業界で起きているトラブルは、すべて知識不足が原因。講
習時間が圧倒的に少ないんです。今は協会の講習やスクール
が開校されて学ぶ場が増えています。授業時間も増え、学ぶ
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A

スタッフ育成はどうしたらいいの？
ヘアサロンで導入する場合、経験のあるアイリストを雇うのがい
ちばんです。しかし、経験者と言っても、その人がどの程度知
識を理解し説明できるかが大事。ヘアサロンのスタッフをアイリ

内容も増えたことは大きな進歩です。今のアイリストはとにかく

ストとして教育するにも、その人のやる気が重要です。オーナー

知識をみっちりと学ぶことが大事です。
（小笠原さん）

はこれらを見極めることが必要ですね。
（下田さん）
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まつエクの需要って男性にはないの？

| Q7 |

まつエクの商材はどうやって揃える

A

男性の施術者は増えています。アイリストとして働いているかた
もいますし、まつエク専門店をオープンしたかたもいます。また

A

んな購入手段であれ、知識のない人が販売しているメーカーも

お客さまにも男性はいるんです。女性のように盛るわけではあり

ディーラーが卸していたり、今ではネットでも買えます。でも、ど
あります。まつエクの商材は雑貨扱いなので技術者が成分など

ませんが、需要はあります。今後増えていくと思いますね。
（小

を理解しているかが鍵になります。信用できるメーカーを見極め

笠原さん）

なければなりません。
（下田さん）

今 回 お 答えいただいたの は …

ボリュームとカールを重視したデ
ザイン。まつ毛が上がっていない
と気分が落ち込むので、カールは
私にとって最重要部分です。

まつエク業界は発展していく
そして美容業界全体が明るくなる
施術スペースはすべて個室
で、4 部屋設けられている。
ほかのお客さまを気にするこ
となく施術を受けられる

アイリスト

西崎○○
にしざき○ ○。
『 アフロート
アイ バイ フォーラル 』アイ
リスト。ʼ89 年 2 月18日生ま
れ。徳島出身。○○学校卒
業。アイリスト歴 1 年半。

いないので、体力がある限り続けられる仕事です。あとは、細か

くても施術ができた時代の協会もあるので、注意して選びましょ

宮村浩気
みやむらひろき。
『アフロート』
代表。ʼ67 年 8月11日生まれ。
長野県出身。山野美容専門
学校卒業。

ʼ08 年に厚生労働省より法律の改正が通達され、美容師免許
なければ施術ができないようになりました。退職年齢も決まって
い作業が好きな人に限りますね。
（下田さん）

検定内容は同じものではありません。中には、美容師免許がな

美容師の可能性が広がったことではないか

［出店の心得］

校でデモンストレーションを行っています。今後、専門学校で

A

どんな人がアイリストになれるの？

学校側の練習にもなりますし、学生の将来の選択肢も増えます

用の幅が広がると思います。やはりいちばん
は、まつエクの需要が上がったことで女性
と思います。今後トータルビューティととも
に、アイリストの地位も確立されていけば、
美容業界がさらに発展していくと思います」

美容師免許の取得を前提に、美容師や美容専門学生にアイ
ラッシュを普及する活動として、スクールを開校したり、専門学
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本格的にアイラッシュの授業が行われるようになると思います。

で取り入れたほうが、客単価をアップできる
と思います。地方のヘアサロンがまつエク
のスペースを導入したら、ビューティスポッ
トとして、女性の美容の場になりながら、雇

まつエクの協会って何しているの？

『アフロート アイ バイ フォーラル』にあるスクールスペース。美容師
や免許取得者が対象の一般向けの授業や『フォーラル』の入社研修
が行われる

「今後ますますまつエクのニーズは高
まると思います。トラブルの報道もあ
り怖いと思うかたもいると思いますが、
いずれこういったかたも興味を持つ時
代になると思います。業界で技術や
知識を統一し、ヘアサロンで提供する
ことで、美容業界の発展になるように
活動していきたいと思います」

曖昧でも法律に従うのは当たり前
ニーズに応えていくのが技術者
AOE株式会社代表

小笠原 槙

おがさわらまき。ʼ81 年 12
月16日生まれ。埼 玉 県
出身。AOE株式会社の
代表でもありながら、日本
眉目美容協会認定委員
会委員長を務める。

「日本の美容業界は、女性の美容
意識が高まっていることで需要も高く
なっています。でも、その進化の早さ
に法律が追いついていないんです。
その中で、正しいものをしっかり見極
められるか、法律と向き合い、ニーズ
に応えていくことが美容師やアイリスト
といった技術者の使命だと思います」

株式会社スリービュー ティ代表

下田とよみ

しもだとよみ。ʼ81 年 1月19日生まれ。
京都府出身。株式会社スリービュー
ティ代 表。現 在、アイコーディネー
ターの育成を日本ビューティ・コー
ディネーター協会とジャパン アイリス
ト カレッジの代表も務めている。
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