ついに来た｢白髪｣に､私たちはどう立ち向かう?

増やさないケアとカラーリングで､今すぐ゛ヤツ｡をなかったことに/
でも大丈夫｡白髪は治せる､隠せる､染められる/

豊かな黒髪の中の1本の白髪…そのｺﾝﾄﾗｽﾄゆえに否応なしに目立ってしまうイヤ〜な存在。

今なら間に合う／

しゃれなヘアカラーになるか︑昔なが
らの暗く沈んだー曰髪染め〃になるか
は︑プロのテクニックにかかっていま

いる資生堂プロフェッショナルグ？・

す︒サロンにヘアカラー剤を提供して

白髪をあきらめないで
１本の白髪を見つけたことが初めて

コ般的にアルカリカラー剤は︑黒髪

バルマーケティング部の小野寺さんに

エイジングを意識したきっかけだった︑

ョンカラー︵おしゃれ染め︶と︑白髪に

よれば︒

データによれば30代前半で約４割が︑

色を入れるグレイカラー︵白髪染め︶に

そんな人も多いのでは？・ 女30代とも

30代後半で約７割が﹁白髪が１本以上
ある﹂と答えたそう︒抜いてなくなる

分けられます︒ホー︲ ムカラーと違い︑

なれば白髪の数本はあって普通︒ある

うちはまだいいけれど︵本来は毛包を

のご希望やスタイル︑状態に合わせ︑

プロが行うサロンカラーでは︑その方

を明るくしながら色を入れるファッシ

痛めるので抜くのはＮＧ︶︑増えてく
ればそうもいかない︒なぜ毛が白くな

ひとりに合った︑軽やかな今どきの仕

たり︑組み合わせたりして︑お一人お

２種類のカラー剤を部分的に使い分け

るか︑まずはそれを知っておいて︒

ン色素です︒毛根近くにはメラノサイ

﹁肌と同様に髪を黒くするのはメラニ

トという色素をつくる工場があり︑新

どうしたら理想のカラーをしてくれ

上がりを生み出すんです﹂

いるのですが︑加齢などによりその工

﹁なりたいイメージをしっかり伝える

るサロンを見つけられるのでしょう？︒

ことが大切︒その上でプロの目から見

の素はたんぱく質で︑色素幹細胞を活

チとなりえるのが食生活の改善︒毛髪

ぞれの独自の方法で素敵なニュアンス

れる︑白髪のカラーリング方法︒それ

イリストさんにとっても難しいといわ

があって︑もちがよくて・⁝ヘアスタ

‑−
｡‥

４
心をこ 7i
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しくできる毛にできた色素を供給して

場が休んだり︑なくなったりすると︑

というのは毛髪に詳しい松山先生︒

た︑似兪っヘアカラーを提案してもら

髪は白髪として生えてきます﹂

いましょう︒プロであるスタイリスト

性化するのは緑黄色野菜のビタミンや

をつくってくれる︑30代におすすめの

暗すぎず︑明るすぎず︑おしゃれ感

個性があるものなんですよ﹂

もカラーリストも︑その人それぞれの

白髪ができてしまったら︑黒く戻す方

﹁色素工場が休んでいるだけならなん

法はないのでしょうか？・

らかのスイッチによって︒操業〃が始

ミネラル︒亜鉛や銅や鉄なども微量栄

まり︑黒い毛に戻ります︒そのスイッ

養素として必要です︒今後白髪を増や

カラー上手なサロンをご紹介します／

また︑髪は代謝の一部︒体内に有害

さないためにも食生活を見直して﹂

金属などが蓄積されることで代謝が衰
え︑白髪につながりやすくなるという
こともあるので︑ａリポ酸やビタミン
Ｃといった抗酸化成分など︑デトックス
機能のある食品をとることもおすすめ︒
白髪のカラーリングは
やはりサロンが心強い
でも︑今ある目立つ白髪をなんとか
するため︑頼りになるのはカラー−リン
グ︒ただ白髪のヘアカラーの場合︑お

‑ ･｀I‑、
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紀尾井町ブラザクリニック
アンチエイジング･統合医療科

松山淳先生

抗老仕伍療の第一人者として、米国抗老化医

学会学術棄司などを務める。軸に発毛分野で

資生堂ブロフェッショナル

は独自の治療法で絶大な信頼を得ている。

グローバルマーケティング部

小野寺涼子さん

ヘアカラーの商品開発・マーケティング銚務

を担当。今年、ツヤが決め手のサロン用グレ

イカラー、プリミェンスェンリッチを発売。
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ハリ･コシがなくなった、頭頂部がペタンコ…それがケアの始めどき/
30代の薄毛

ｽﾏｰﾄ対処法
、

われわれ女性はﾊｹﾞるか､ﾊｹﾞないか? 結論からいえば､残念ながら女性だって加齢に伴い、
ﾊｹﾞる方向へ向かっています｡ｽﾄﾚｽの多い人はその進み方が早くなることも!? 早めの気づきが大切です/
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うねり具合も変わる？
がり重視︒けっこう明るい色にカラー

頭皮に栄養注射で

いるよね︒ＺΛＣＣはスチームトリー

﹁ＺＡＣＣ﹂︵５︶でも古くから提唱して

Ｎ田 骨格や髪質に合わせたカットは︑

仕上がりが変わるんだって驚いた︒

なっえでハサミを入れると︑こんなに

りが取れるの／・本人の髪質を見極め

イカット﹂という技法で︑本当にうね

Ｔ︶の大峰さんがすごかった︒﹁ドラ

Ｎ美 カットでは﹁ＥＱＵＴＩＰ成城店﹂

ン︑ありますか？・

の特集で紹介しきれなかったいいサロ

に取材に赴いているわけですが︑今回

デｍ
ュｉｅ
Ｑｌ
ベ﹂︵
エ４︶
ルとか
のところ︑﹁ｄｕ

るんだよね︒いろいろ試してみて︑今

たカラーとかでも︑染みるときは染み

が超苦手で︒オーガニック原料を使っ

Ｍ田 私はカラー時の﹁染みる﹂感覚

ってるの︒気持ちいいよ︒

は︑仕上げのシヤンプーに炭酸泉を使

すぎないんだよね︒﹁ＣＡＬＯＮ﹂︵３︶

で白髪を染めてもらってる︒暗くなり

め﹂ではなく﹁ファッションカラー﹂

Ｎ美 私も什上がり重視で︑﹁白髪染

望みどおりの仕上がりに々るの︒

さんにお願いしてる︒本当に今どきの︑

こだわりをもつ︑﹁ａ・ｌｒ︲ｂ﹂の木村

ら︑お手軽ではないけれど︒本気で悩

Ｎ美 １回が10万円以上する治療だか

Ｍ田 それは新しいね︒

ぜると︑黒い毛が生えてくるんだって︒

の育毛成分に︑ビタミン136を多めに混

Ｎ美 人丈夫︒痛くないみたいよ︒そ

Ｎ田 きゃ１︑痛そう︒

育毛成分を︑頭皮に直接注人するの︒

Ｎ美細〜い注射で︑成長因子とかの

Ｍ田 クー︲グ療法って何？

とっての画期的な方法かも︒

ている﹁ハーグ療法﹂は白髪と薄毛に

︵６︶の美容形成外科・美容皮膚科でし

Ｎ美 ﹁紀尾井町プラザクリニック﹂

絶つ技術って︑難しいんでしょうね︒

Ｍ田 肌の︒シミ・と一絡で︑本から

黒い毛が生えてくる？

トメントもすごくよくて︑手堅くうね

で取り扱っている︑ベースが植物成分

んでいる人には︑ひとつの光明だとい

Ｍ田 ところで︑根本的な疑問なんだ

……･２･
．｜
…
一

Ｌ

してるし︑ブリーチするときは毎回頭

りやパサつきのない髪になれる︒私は

の﹁香草カラー﹂は︑比較的染みにく

えるよね︒

皮が痛い〜︵笑︶︒カラーに並々ならぬ

プライベートで月Ｉ回︑トリートメン

いカラーかな︒

けど︑カラーとカットでは︑通うサロ

「‑ヽ．．･，｜

で

Ｍ田 私たち︑今までいろんなサロン

トを受けています︒

Ｎ美 あと︑基本的なことだけど︑カ

Ｎ田 でも白髪って︑︒隠す〃技術は

ンを分けるものなの？・割と︑セット

サロンを通い分ける

カラーとカットでは

Ｎ美うねりをパーマで矯正するなら︑

ラー直前にシャンプーするとそれだけ

﹁ブ？・ チ﹂︵２︶のストパー・︒︒クセが
なかったころのナチュラル毛みたいに

染みやすくなるから︑カラー前にシャ

年々進化しているけれど︑根本的に︒生

価格のお店も多いじゃない？

やさないこアクノロジーって︑未だ解

ンプーをしないサロンを選ぶのも犬事︒

戻る≒て評判だよ︒
オーガニックカラーって
実際のところ︑どう？
Ｎ田 サロンでのお手人れも人事だけ

Ｎ田 私の周りでは︑分けて通ってる

ど︑家で毎日シャンプーする﹁水﹂の
質も重要︒シャワーヘッドを塩素除去

うじゃない？

カラーの得意なサロンってやっぱり違

Ｎ美 そうね︒本誌編集長はじめ︑Ｄ

人が多いよ︒カットの得意なサロンと︑

Ｍ田確かに︒朝晩毎日行うセルフト

ｏｍａｎ・Ｉスタッフも︑分けて通って

タイプに替えたら︑髪質がツルツルに

ねりに効果あり﹂というトリートメン

リートメントこそ︑人事だよね︒﹁う

診料¥3,150,ハーグ療法・カクテ

いる人が多いよね︒あとは︑予約の取

皆皮膚科）画0120･850･227初

トを使うと︑本当にストンと︑まとま

尾井町ビル2F（美容形成外科・美

かな︒私は︑パーマだけは年にＩ〜２

映京都千代田区紀尾井町3‑12紀

りやすさとかもサロン選びに影響する

阿生を考えた総合治療を実施,●

りのよい髪になる︒

いる「ハーグ療法」に加え，黒髪

回のことだからと︑なかなか予約の取
りにくいカリスマに頼んでる︒

ﾓ髪治療医で一般的に採用されて

Ｎ美昨今︑ノンシリコーンとか白然

もうねりとかを矯正したいなら︑効果

派のシャンプーが人気じゃない？・で

だから︑そこそこ予約の取りやすい身

Ｎ田逆に︑カラーとかは毎月のこと

近なサロンのほうがいいしね︒

6回コー

ル（女￨全）1回¥126,000

実感の早いハイテクなものを積極的に
使ってみるのもいいと思うんだよね︒

Ｍ田 女のメンテナンスには︑時間と
手間がかかります⁝︒

www.kpc‑biyou.jp/

ス￥504,000

Ｍ田自然派といえば︑オーガニック
カラーとかも︑最近多いじゃない？・
利川してる？・

6「紀尾井町ﾌﾟﾗｻﾞｸﾘﾆｯｸ」

変わったもの︒
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