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【毛髪診断】 髪の性質の違いを見極める P1

捻転毛 くるくるとねじれているタイプ
一瞬クセがないようにも見える
システインで一度波状毛にする必要がある

波状毛 ウェーブ状のクセ毛
大きくうねっていたり小さく波打っていたり
さまざま

連珠毛 数珠のように細い部分と太い部分が連なり
凹凸感がある

縮　毛 チリチリと縮れた状態のクセ毛

太毛
疎水性 親水性

疎水性 親水性
細毛

軟毛硬毛

マトリックスが多い

多い 少ないアルカリ

マトリックスが少ない

S1

S2

S1 S2強いウェーブ

ややウェーブ

ウェーブ

ストレートストレート

ウェーブ

ドライ時 ウェット時

ウエット時や湿度の高い
状況でよりウェーブが強くなる

ウエット時や湿度の高い
状況でウェーブが弱くなる

普段は気にならないがウエット時
湿度の高い状況でウェーブがでる

mix還元

S-2還元

S-1還元

直毛

主にコルテックスS1へ チオグリコール酸 親水性

主にキューティクルS1へ システイン 親水性

主にキューティクルS2へ システアミン 疎水性

主にコルテックスS2へ チオグリセリン 疎水性
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● ストレート①
● ストレートEX
● カール①
● シールド

● プレミアムストレート
● マルチクリーム



ストレートプロセス

カウンセリング01
ドライの状態でクセの種類や強さとダメージをチェック

プレシャンプー02
タオルドライ後、ウエットの状態で再度カウンセリング、コームスルーして髪の透け感をチェック
S-1還元／S-2還元／mix 還元  を見極める

下地づくり①（未ストレート部）03
・健康毛や新生部、疎水性の部分に アンリミットウォーター ［アプリケーター塗布］
  （健康毛や太毛、クセが伸びずづらい毛は、シャンプー後、
  アンリミットウォーターを塗布し、2.3 分放置後、流していきます。）

下地づくり②（既ストレート部）
・ミドルダメージでクセの戻りがない 
・ミドルダメージでクセの戻りがある
・ハイダメージでクセの戻りがある
・ハイダメージでクセの戻りがない

シールド
マルチクリーム
マルチクリーム
シールド

軟化チェック06

放置05 ラップをして 5～20分

仕上げ　12

放置時間 10分
軽い質感  …  リキッドタイプ［フォーマー塗布］
重い質感  …  クリームタイプ［ハケ塗布］

水洗～後処理11 2 液を流し、ラメラを揉み込むようにしっかりなじませコーミング

オイルを塗布してから、ドライ、仕上げ

中間処理08

ドライ～アイロン操作09

2液塗布10

ラメラ［コーミング］

中間水洗07 ぬるま湯でやさしく 1液を洗い流す

P2

［アプリケーター塗布］

1液塗布04 毛髪診断（図 4）に従って、1液を選択、塗布する

毛髪の一部に水をスプレーし、タオルで
ふきとり、手前から奥に押し戻すクセが
戻らなければ OK

アイロンは 180℃に固定、新生部はゆっくりめ 
中間～毛先は速めにスルー、スピードを変える。 毛量が
少ないハイダメージな中間～毛先は素早いスルーが重要

WATER

SHIELD

MULTI CREAM

UNLIMIT②

STRAIGHT EX①

PREMIUM STRAIGHT

STRAIGHT①

CURL①
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・ライトダメージ部、新生部に 
・ハイダメージ部にうす付け
・毛先のミドルダメージ部に

ミネラルハニー ［スプレイヤー塗布］
シールド ［ハケ塗布］
マルチクリーム ［アプリケーター塗布］

カールプロセス P3

1 6 7 12 13 16 20

d4 -5d2 -3d0 -1 NG

カウンセリング01
ドライの状態でクセの種類や強さとダメージをチェック

プレシャンプー02

下地づくり03

・全体にムラなく塗布する アンリミットカール① ［アプリケーター塗布］
ワインディング

・中間水洗後、ミネラルハニー を塗布 ［アプリケーター塗布］

04

中間水洗06 0 分

・Ph6.8 でクリープしづらいのでワインディング部分に
  Ph9.0 のアンリミットウォーターを塗布 ［アプリケーター塗布］

中間処理07 10 分

・一度目のチェックよりも強い弾力感があるカールが形成されていればOK
放置・テストカール08 10～15分

シールド

マルチクリーム

テストカール05 10 分が過ぎても思ったカールがでていない場合、
しっかりしたカールが欲しい場合は、クリープ行程を行ないます。

放置時間 10分
軽い質感  …  リキッドタイプ［フォーマー塗布］
重い質感  …  クリームタイプ［ハケ塗布］

2液塗布09

2 液を流し、ラメラを揉み込むようにしっかりなじませコーミング水洗～後処理10

仕上げ　11 オイルを塗布してから、ドライ、仕上げ

WATER

UNLIMIT②

MINERAL HONEY

MINERAL HONEY

SHIELD

MULTI CREAM

CURL①



【応用編】 ミックス毛への対応 - マルチクリームの使い方 P4

・施術が難しい軟毛の場合は、マルチクリームを先に 「うす塗り」

・その後、アンリミットカール① を塗布

・伸びにくい顔周りや襟足などは、マルチクリームを先に 「うす塗り」

・その後、1液を塗布してください。 （P1の毛髪診断を参照してください）

マルチクリーム を先に塗布すことで、施術が難しいとされる ミックス毛（健康毛／細毛／軟毛）に対応することが

可能になります。 塗布するときのポイントは 「うす塗り」 

毛髪診断で 選択した 1液を塗布する前に マルチクリーム を 必要な部分に 「うす塗り」 してください

［ カールがかかりにくいときは ］

［ かかりにくい、顔周り & 襟足に対応 ］

根本のクセ

健康毛／細毛／軟毛

顔周りのクセ

STRAIGHT EX① PREMIUM STRAIGHTSTRAIGHT①

MULTI CREAM

MULTI CREAM

CURL①

髪質は均一ではない！


