Shaving Beauty Philosophy

ヘアサロンからの脱却､エステティックサロンとの決別。
変わろうとする貴店が「成すべき」こと！

「とんがったところ」を知れば意識が変わる！
女性のためのシェービング、専門的な“シェービ
ングサロン・ビジネス”を創出する！
シェービングをメインに女性の素肌に対する美し
さを追求するとひとつの矛盾が生じます。

「ものまねミニエステ」といった、それっぽい形を乱発
させています。シェービングをエステティックと混同さ
せメニューとして提供する様は、実際にはアフターケ
アに重きを置く施術構成です。そのため差別化して
いるつもりでも決定打になりません。提供する側の意
識が、シェービングを表層的かつ都合のいいように解

「だったら剃るな」という考えです。

釈して、エステティックにあてはめようとします。戦略

これはエステティック側の見解で、ある意味では

性も無く同一延長線上に捉えるからイマイチなので

正しい。キレイな素肌でいたいのならシェービングな

す。決定打にならないのは、シェービングそれ自体が

どもっての外、とするものです。そもそもエステティッ

突出した価値を放っていないためです。

クにはシェービングの概念はありません。全くの別物

理容業界が口を揃える「シェービング・エステ」なる

としています。ある海外のエステティック講師が、女

造語にはシェービングの主体性がありません。業界

性とシェービングの組み合わせに「イメージすること

自体が皆、安直にエステへ傾倒してしまうクセが散見

が出来ない」と嘆く場面がありました。欧米に由来す

します。エステ導入で差別化を図ったつもりが、むし

るソワンエステティックと少々土着的な毛を剃る行為

ろそのためにシェービングを蚊帳の外に追いやって

＝シェービングは似て非なるもの。概念の出自や背

はいないでしょうか。サロンで行うシェービング＝「サ

景が文化的、歴史的にも異なるからです。

ロンシェービング」を扱える唯一の理容側が、自ら独

まず第一に、事業としての可能性を際立たせるに

創的な思考を狭め埋没させています。己の足元にあ

は「エステティック」と「シェービング」両者は完全に

る価値に気づかず深掘りしないとは、隣の芝を青く見

切り離します。「エステティック」と「シェービング」の

てしまう典型的な思考であり、シェービングの本質を

戦略的な棲み分けが、女性のためのお顔剃り専門

理解していない現れです。

を掲げるビジネスの起点です。ヘアサロンを脱却し、

まさに今、女性客の目線で回答を導き出せるか、

エステティックサロンと決別する新しい概念となりま

埋没と競争の狭間にシェービングは位置します。乱

す。実のところ、この点を正視し、理解する業界関係

立する世界観に呑み込まれることなく、理容自身が

者はサロン現場の施術者を含めほんの僅かしかい

新たな活路を切り拓くことで競合回避の専門性をより

ません。そのことが今日のサロンにありがちな、「シェ

強固にしなくてはなりません。

ービングができるヘアサロン」「シェービングもできる
エステサロン」「ヘアサロンのついでの顔剃りエステ」

「シェービングに携わる者たち」よ、足元に存在す
る経営資源を見つめ直せ！

「ものまねミニエステ」といった、それっぽい形を乱発
させています。
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今のやり方を「完全セパレート」すればいい。

智＝ソフト戦略が必須です。一例ですが、個室を「サ
ロン内サロン」として別個の事業計画を立ててみるの

「シェービングで、もっと女性客を増やしたい」と、

はいかがでしょう。ヘアサロン内にある、もうひとつの

女性お顔剃りを積極的にアピールするサロンが増

「独立国家」に見立てサロン内憲法を決めます。そし

え、その可能性を感じているオーナーは一頃より多

てその個室を「女性お顔剃り専門シェービング・アトリ

くなりました。ところが個室を設けただけで女性は来

エ○○○」（例）と呼称して、女性客のために開放しま

店しません。メニューを作っただけで女性には響き

す。パンフレットやポスター、ホームページに至るまで

ません。何かが足りないと気づき始めました。

すべての露出物には、本体のヘアサロンと完全に区

今日の理容サービスに見る「レディースシェービ

分けして表示するのです。

ングができるヘアサロン」は残念ながら女性客の「ぜ

さらに従事する女性スタッフは、スタイリストからシェ

ひ行ってみたい」との欲求から完全にかけ離れてい

ービングのプロフェッショナル「シェイヴィスト」（例）と

ます。どのようにしたら女性が入りやすいか、技術講

命名し、仕事に専門性を持たせます。「シェイヴィス

習以上にマーケティングを詰めるべきです。

ト」はお客様の見た目にもスタイリストと戦略的に区別

女性が、例えば牛丼の吉野家や立ち食いそばに
ひとりで入るとしたらどうですか。
理容室が真っ先に取り組むべきは、「ドアを開ける

するため別デザインの名刺を用意して、ユニフォーム
着用を義務付けます。そうすることで内部意識を高
め、対外的にも一目見て明確な違いを顕示します。

安心感」です。世間の女性が理容に抱くイメージ

このように提供する側の思考をファイリングし、「完

は、「古臭い」、「ダサい」、「カッコ悪い」、「頑固オヤ

全セパレート戦略」をサロン内で推奨することにより、

ジ」、「時代遅れ」などすこぶる悪い。「技術はできま

女性のためのシェービングに戦略的な具体性が帯び

すからどうぞ」とするのは店側だけで店の都合。その

ます。新たな業態としての可能性を引き出し、新しい

ようなところに女性は決して入りたいとは思いませ

概念を生むには旧態のセオリーから脱却することで

ん。本気で「シェービングで女性客を」と願うのなら、

す。女性のためのシェービングは、決して脇役に甘ん

その劣悪な要素を排除すると同時に、徹底して「男

じてはなりません。

の目」「男くささ」を断つことです。ヘアスタイリングと
同一に扱わない大胆な発想の転換もあって然るべ

＊ ＊ ＊

きです。
通常理容室の中で個室があればひと工夫してみ
ます。持て余しているスペースには有効活用する叡
智＝ソフト戦略が必須です。一例ですが、個室を
「サロン内サロン」として別個の事業計画を立てま
す。
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あなたはキレイで正しいシェービングをしていますか。
「シェービングビューティ宣言」をするために！

日本人女性に最適な「その場でキレイになる」！

襟足や背中など手の届かないところの仕上がりに雲
泥の差をつけます。

黒い髪、黒い瞳の日本人女性、当然、うぶ毛や体

前後の違いも、その日その場で実感して納得でき

毛も黒。目には見えないお肌のうぶ毛も剃り集めれ

ます。つまり「素敵な素顔」「本来の肌色」が鏡越しに

ば驚くほど真っ黒です。反対に肌色はトーンアップ

映し出され、ほぼすべての女性が美しさの即日決裁

して、その後のファンデーションのノリや伸びも格段

に喝采をあげます。顔を剃ることで得られる悦びは、

に良くなります。定期的に行えば顔色も明るく、顔の

しかしこれだけに留まりません。

相まで見違えるようになるのです。これが女性のた
めの「シェービングビューティ」です。

その本質は、人よりもキレイでいられる優越感＝自
己愛と、心が満たされることで生じる自尊心や自立心
の発露にあります。いくつになっても、「キレイだね」と

「わぁ～顔が白くなった！」

その顔を見て一声かけるだけで女性は綺羅星のごと

「ファンデのノリ、伸び良くなった！」

く輝くからです。

「メイクするのがもったいない！」

単に「生えている毛を剃る」程度の感覚では甘い、

「シェービングで肌がキレイになるって知らなかった」

浅い。それらを通して生活習慣の中にある「女性の悦

「プロに剃ってもらうってこんなに気持ちいいとは・・」

び」を熟知した時、シェービングビューティは「女性の

「口紅だけで十分ね！」

心を豊かにする」魔法の技術と化すのです。

「なにコレ、お肌が吸い付く感じだわ！」

そう、イキイキ・フェイスはイキイキ・ライフなり！

「気持ちよくてついうとうと・・」
「自分で剃るのと全然違う！」
「すべすべだし、しっとりしてる！」

女性の好むカタチでなければ価値ゼロ。

「カミソリが想像以上に滑らかで驚き！」

社会進出する女性は今や常識。男顔負けの重要

「剃る前後の違いがその場でハッキリ！」

なポジションに就くことだって、重責を担う場面だって

「男の人って、とこやさんでこんなに気持ちいいことしてた

そう珍しくありません。思い浮かぶのは決まってイキイ

なんてずるい！」

キとした顔つきの女性たちです。
顔がキレイになれば誰だって気分はいい。凛とした

実際に専門店でシェービングを体験した女性客

表情は自信が漲る感じで、その人の印象を高めま

の声です。サロンのシェービングは、外見上、自分

す。女性の顔は生命エネルギーのライフゲージでしょ

では処理しきれない瞼や目の周りの細かなところ、

う。ＯＬ、専業主婦、セレブ、近所のおばさんなど、立

襟足や背中など手の届かないところの仕上がりに、

場に関わらずイキイ

雲泥の差を生みます。
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場にかかわらず、イキイキしている女性は同性からも

知っています。でも近所の理髪店には行きたくありま

好かれます。女子たるや誰もがキレイでありたい、よ

せん。男性サービス中心の空間で、尚且つ隣で男性

り美しくなりたい、そう願います。それが手軽でカンタ

が散髪している中、メイクを落としてすっぴん状態に

ン、もっと身近に手に入れば、クセになること請け合

なって顔など剃ってもらいたくない。たとえ我慢してや

いです。

ったとしても、「もう二度と行くものか」と思うのが女心。

日本人女性の場合、素肌・素顔をより白く見せた
い美白願望が強く、欧米人やアジア圏の黄色人と

シェービングの「技術」とそれを受ける「場所」が男性
仕様では女性にとって価値ゼロとなります。

比較してその美意識は高いと言われます。白無垢、
白塗りなど｢白｣に対する畏敬の念を持つことからも、
婚礼を控えた女性が誰に教わるでも無く、ごく自然

“リファイニング”すれば景色が変わる！

に顔や襟などを剃る様はまさに日本的です。挙式前

現在ではシェービングはエステティックの延長線上

のブライダルシェービングはプレケア需要としても例

に例えられる事が多々あります。ところがエステティッ

年一位（ゼクシィｎｅｔ調べ）の高人気。肌を白く見せ

クの概念にシェービングは入りません。なぜならエス

入ることは儀式に望む女の決意ともとれます。

テティックが提唱する素肌美は「だったら剃るな」が定

「顔を剃ればキレイになる」そのこと自体は、無意
識のうちに刷り込まれています。
これまで女性のお顔剃りは、メイクの合間に片手

説のため。似て非なるビューティマインドのシェービン
グは、競争の激しい乱立するサロンサービスに埋もれ
ています。

間かつ自分で行うものとして割と身近に存在してい

成功しないサロンモデルや世界観では、どうあが

ます。ですがそれを専門的に扱う場所（サロン）は、

いたって成功しません。他と替わり映えしない施術メ

ありそうでない。一部の美容室やエステティックサロ

ニューのラインナップもまた消耗戦に過ぎません。こ

ンで行っているところもありますが、法的な課題もあり

こで重要なのは、理美容脱却かつエステ決別の「独

シェービングサービスを前面には出せません。また

立自尊」路線であり、すでに昔から存在するシェービ

街中の理髪店で提供する「レディースシェービング」

ング技術を精練させる姿勢「リファイニング・スピリット」

は男性散髪と併設のサロン空間が多く、女性の嗜好

です。

に見合いません。

世の中、すでに存在する商品やサービスを数ミリ

一般女性は、美容師やエステティシャンが「シェ

視点を変えたら、まったく異なる市場ができた事例は

ービングできない」ことは知っています。反面、理容

沢山あります。同業種の「ＱＢハウス」は最たる好例で

師なら、理容室に行けば「シェービングできる」ことも

しょう。他にも携帯電話のｉＰｈｏｎｅ、発泡酒や第三の

知っています。でも近所の理髪店には行きたくありま

ビール、コーヒーショップの「スターバックス」、素泊ま

せん。男性

り
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ビール、コーヒーショップの「スターバックス」、スーパ

み取れます。今はまだそれっぽいのはあっても、これ

ー銭湯、シネコンなど、ごく最近では長靴から転じた

だといえる「見えるようなカタチ」になっておらず、その

「レインブーツ」もそうです。どれもすでにあったモノ・

「行ってみたい」スイッチはまだまだ女性自身の潜在

サービスをリファイニングしています。精錬することで

的な欲求の中にあることがよくわかります。

特徴は一目瞭然となり、前にも増して一線を画す業
態を成します。

プロのシェービングの心地よさや利点、その存在
は女性の“潜在欲求”を満たすカタチでなければ顕

「女性のためのシェービング」とは、まさに数ミリの

在化しません。事業には技術やサービスの優位性も

差による“ありそうでなかった”新しいジャンルなので

さることながら、それを応用した商品／技術サービス

す。専門サロンの施術を通して得られる「利点と快

を「買う」人がいるかどうかも問われます。具体的なカ

感」、シェービングでこそ美白願望は叶う「事実」を伝

タチにするのは「買う」人の総数です。そのボリューム

えます。それも格式ばらず、カンタンにわかりやすく

の多さこそ大きなニーズと呼ばれ、業態として認知さ

できることが理想です。女性の美意識の中に刷り込

れ、目に見えるマーケットとなり得えます。

み習慣化すれば、シェービングがもたらす価値観と
は「単なるムダ毛処理」から「女の身嗜み(美嗜み)」と
いうレベルに様変わりします。

したがってレディースシェービングの、今のニーズ
は不完全です。
たまたまシェービングを女性に勧めるサロンが見よ

この先、旧態の商習慣やしがらみを棄て新しいマ

う見まねで増えただけで、圧倒的大多数の「買う」人、

ーケットを形成しジャンル化できるか。そのポジショ

一般女性の心理を鷲掴みできていません。放って置

ニングも「シェービングに携わる者」の使命感によっ

くと何やら雑多なエステのひとつに括られ兼ねず、サ

て決まります。

ロンビジネスとしても可能性を秘めるだけにムズムズ
してしかたありません。

潜在欲求を満たすことで大きな業態と化す。

要するに女性のために特化した「美しく正しいシェ
ービンク」ができる場所（サロン）と、それをできる人

女性は自分の顔をメイクの合間にササッと「剃る」

（専任技術者）が未だ少ないのです。半ば手付かず

ことはあってもお店で「剃る」ことはしません。日常を

で燻っている市場ゆえに新しい業態を創り上げるチ

俯瞰してみてもシェービングとは「自分でできるムダ

ャンスともいえます。ハサミを置き、エステと呼ばぬこと

毛処理」程度の感覚でプロが行うシェービングには

で見えるカタチがあります。

「興味はあるけどドキドキ・・」くらいの関心でしょう。

今こそダイナミックな着眼が必要です。

しかしこれは「あれば行ってみたい」裏返しとも読
み取れます。今はまだそれっぽいのはあっても、こ
れだといえる「
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プロ自身が素通りする「シェービング」。
シェービングに携わる者が、実は意外とシェービ
ングを知りません。
そもそも「シェービング」とは何か。

ための「美しく正しいシェービング」が成立します。こ
のメカニズムを正確に把握すれば、シェービングこそ
女性にとって素顔を引き立てる最適な美容法と推奨
できるものです。
さらに「剃る」実態に迫ると、「剃る」とは「切る」ことと

カミソリで体毛を剃ることです。道具があって毛を

判ります。ただし両刃構造のハサミで髪を「切る／切

剃り落とすことができ、そこに技法や加減などを加味

断」のとは違って、片刃構造のカミソリで体毛を「切る

して最良の爽快感を生みます。

／切削」となります。片刃の一枚刃で剃るから肌への

自分で「剃る」セルフシェービングと、人（プロ）に
「剃られる」サロンシェービングは、剃る道具、剃る技

「滑り」、もう片方の手による「張り」（添え手）が大切に
なります。

法、剃る加減が決定的に違います。「剃られる」利点

シェービングの専門性を追求し強調する以上、そ

はウエット感＝湿熱を与えつつ、「道具×技法×加

れに従事する技術者は、資格や経験の有無、施術で

減」の一体感によって「剃り味」が最大となり、施術プ

きる・できないに関わらず、いついかなる時も常に「剃

ロセスの爽快感「剃り心地」が得られます。剃った後

る」「剃られる」側に軸足を置き、認識しなければなり

の仕上がりもまた格段の差がつきます。まさに“しっ

ません。「スタイリストだから、エステティシャンだから」

とりつるつる”が手に入るわけです。

という、時として最大のコストになる経験者の身勝手
な感情も棄て切ります。皆、「シェービングに携わる

「プロ・シェービング」の定義とは！

者」として新たなフィールドへ一歩踏み出す。その何
たるかを真正面から自覚して腹に据えないとシェービ



プロのシェービングは、「肌をいささかも傷める
ことなく、剃刀を用いて滑るように体毛のみ切る



ングは表層的に悪者呼ばわりされたままです。
「女性のためのシェービング」が燦然と輝きを放つ

行為」と定義できる。

ためにも、シェービングの主体性と本質への理解を

「シェービングは肌を傷めるからダメ」とは偏見

示し、冒頭の「だったら剃るな」に対して「それでも剃

であり、その逆で「肌を傷めるような剃り方をし

るよ」との確固たる姿勢で臨みます。それ相応の技能

ているからダメ」なのだ！

と見識をあわせ持つことが肝要です。サロンサービス
を通じて知性と品格が試されるでしょう。

刃と毛と肌の三位の相関も大変重要で、適切な
道具と適切な技法や加減を施すことにより、女性の

＊ ＊ ＊

ための「美しく正しいシェービング」が成立します。こ
のメカニズムを正確に把握すれば、シェービングこ
そ女性にとって素顔を引き立てる最適な美容法と推
奨できるものです。

Shaving Beauty Philosophy

女性は男性と違い、毎日シェービングするわけで
はありません。

女性客を呼び込む「知的な大風呂敷」を広げる！（・・・は想定図

現行理容室のモデル

シェービングサロン事業の可能性

男性仕様

女性仕様

Cut
Styling

【順番待ちの構図】

）

ブライダル
挙式前の習慣

女性お顔剃り専門
Shampoo

Shaving

【アシスタント二軍の領域】



ありそうでなかった形



独占的な技術力



女性の「美嗜み」新発想

日常使いの



シェービングを主体

新しい習慣



競合回避の市場性

「シェイヴィスト（例）
」


シェービング完全プロ化



新しい働き方

日本人女性のための最適美
「ジャパンビューティ」

既存モデルの精練思考=リファイニングで

「新たな価値観」を生み出す！
★

従来の型にあてはめるではく、新しい枠組みを創り、全体像を掴む。

★

「女性のためのシェービング」の潜在欲求を顕在化。

★

男性仕様のモデルでは、圧倒的多数の女性を取り込むことは不可能。

★

専門店を名乗ることで見える、新しい業態像。

★

現行理容室は「賞味期限切れ」の市場性、ゆえに思考の脱皮が必須。
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「レディースシェービング」の自縄自縛。
今、改めておさらいする「13 の重要提言」！

決めたのか慣例化しています。変わろうとするなら殻
を突き破る大胆な試みをどうするか、提言します。

それでも「レディースシェービングだけでは儲から

＊ ＊ ＊

ない」と発する経営者がいます。
全章に渡って連呼してきましたが「シェービングを
認めようとしない」風潮や習慣による思い込みは、本
当に厄介です。なぜなら特段目新しさも無く、当たり
前にできる技術に対しては、短絡的に「料金が取れ

提言①

新しい業態ゆえの新しい常識を創ろう！

ない」と決め付けてしまうからです。それでいて「レデ
ィースシェービング」を看板に掲げたがる矛盾。これ
では看板倒れと言う他ありません。

これまでの理容室の延長線で考えると必ずこうなりま
す。旧態のセオリーは邪魔なだけ。だから、その思考回路

「シェービングだけでは料金が取れない」と思い

を断ち「新しい業態ゆえの新しい常識」を創ります。女性の

込む現場の大半が、多種多様なエステティックに多

ためのシェービングは「従来の男性中心の施術サービスと

彩な商材、ネイルやアイラッシュ、とにかく「新しいも

は全くの別物」として宣誓します。ここが甘いから他業種の

の」に横恋慕します。その方がいろんな女性客層を

技術に目移りして、自ら価値を見下げてしまうのです。

取り込めるからと、欲張った方針を口にするところも

よく考えてもみてください。マーケティングとしては優位に

同じです。しかし今足元にあるシェービングを素通り

立ちます。他が真似できない唯一無二のシェービングだか

して、究めるわけでもなく、あれこれ流行りのメニュ

らこそ料金をいただけるに値するのです。

ーを増幅させて着飾ったとしても、やがてはピンボケ
サロンとなるでしょう。
「料金が取れない」真の理由は、決してシェービ
ングサービスに「新鮮味が無いから」ではありませ
ん。「バリエーションが少ないから」でもありません。
突き詰めると、無意識の内に「レディースシェービン

提言②

応用力を利かせて新料金体系に仕組もう！

グが引きずる因習」に自縄自縛しているとためだと
わかります。実に「レディースシェービング」の潮流

その根拠は総合料金の呪縛です。ヘアカットの料金体

は直近 10 年間で「見えないしがらみ」を生み、誰が

系に組み込まれたシェービングという位置づけからは何の

決めたのか慣例化しています。変わろうとする貴店

発展もありません。また「シェービングは剃るだけ」という四

なら殻を突き破る自由で大胆な試みをどうするか、

角四面の技術者目線も無意味。女性に提供する「シェービ

提起します。

ングサービス」はハッキリ言って「剃るだけ単品」では魅力

Shaving Beauty Philosophy

ゼロです。「シェービングの前も後も」施術の応用力を利か
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せて一連の流れをコース化して仕上げれば、優にカット料
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発展もありません。また「シェービングは剃るだけ」という

提言④

「価値交換」の意識を持とう！

四角四面の技術者目線も無意味。女性に提供する「シェ
ービングサービス」はハッキリ言って「剃るだけ単品」では

この弱腰姿勢はお客様から高額をいただくことは「悪い

魅力ゼロです。「シェービングの前も後も」施術の応用力

こと」と錯覚する、ひとえに「価値交換」の不理解です。女

を利かせて一連の流れをコース化して仕上げれば、カット

性のためのシェービング技術には相応の価値が内在しま

料金以上の価値を帯びます。いうならば「シェービング版

す。それだけでも施術料金としての 5,000 円には妥当性が

の総合料金」なる着想を持って堂々と発信します。

あります。これもカット料金との対比の構図からか、起点と
なるシェービングサービスが安価すぎるため、価値を価格
に反映させられない迷いが生じるのです。
世の経済行為は全て「価値交換」の上に成立します。お
客様にとっての「価値」とは何か、それが明確になれば引

提言③

時間も材料と捉え価格に反映させよう！

け目に感ずることはありません。

最初期の料金設定はとくに大事。後からの値上げは失
敗します。レディースシェービングの価格付けは現実的に
は「剃るだけ」の単品価格がほとんど。これをそのまま表
示するだけでは芸がありません。ましてパックやフェイシ
ャルなどのケアをつけて、今、現場が持てる技術力を換

提言⑤

客層を識別して別個にコース設計しよう！

算しても、業界平均価格(2,600 円)では安すぎます。
施術サービスは「時間」も材料のひとつ。所要時間から

シェービングはブライダルが全てではありませんが区分

価格に反映させ「単価(円)÷時間(分)」が「100(指数)」を

けしないもの機会ロスとなります。戦略上大きくは二つに識

下回らない設計にします。(3,000 円なら約 30 分が目安)

別します。「レギュラー」と「ブライダル」の客層です。同じシ

料金 3,000 円未満の価格帯は一方で、「数」=客数を取る

ェービングを所望される女性でも求めるスタンスが異なりま

施策が必須です。

す。「レギュラー」は一定単価で頻度重視、日常的な美観を
求め、「ブライダル」は高額単価で一期一会、挙式を彩る最
上の手段として活用します。
ひとつのメニューに挙式前を含む全ての客層を画一的
にあてはめるのではなく、各々別個のコース内容と料金を
設定します。同一に扱わない表記方法で違いを明確にす
ると親切です。
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シェービングは肌に良くないという
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設定します。同一に扱わず違いを見せる方が親切です。

けが喜ぶ「ひけらかし」に他なりません。多種多様なエステ
ティックを模倣するのは自ら競合因子を引き寄せるに等し
く、シェービングの単品化はそれに拍車をかける思考法で
す。客目線ではわかりやすさを重視して特徴のあるオリジ
ナルコースを設定しメリハリをつけます。必要なのはオプシ
ョンメニュー傾倒の姿勢よりも骨太なメニュー化です。

提言⑥

シェービングの定義を肝に銘じよう！

「シェービングとは肌をいささかも傷めることなく、剃刀
で体毛のみ滑るように切ることである」プロ・シェービング
の定義をしっかりと押さえ反芻します。「肌に良くない」と
勘繰るのは世の常で、提供する側が誤解や風評にいち

提言⑧ 「シェービングの期待感」を全開発揮せよ！

いち惑わされてはいけません。
シェービングは日本人女性の素顔を引き立てるに最適

この心理にもシェービング自体には価値無しとする意識

で、肌色トーンアップでは他の技術を圧倒的に凌駕しま

が作用してのこと。シェービングのコース化も度を超すと今

す。国家資格で裏打ちされた技術にはむしろ優越感を覚

度はシェービングが埋もれてしまいます。メーカーやディー

えます。この場合の劣等感とは手元の価値を磨いていな

ラーが次々と持ち寄る新商材に踊らされる展開もまた、シ

い表れ。シェービングを極めるほどにそれは解消します。

ェービング以外を膨らませる内容と代わり映えせず、競争
にまみれてしまいます。
オリジナルコースを設定しても集客はシェービングでこそ
果たせます。女性客の関心軸はまさにココ。前面に推し膨
らませるのは「シェービング」が発揮する期待感です。

提言⑦

シェーブ主体､骨太メニューを重視せよ！

「剃るだけならいくら」とするような技術者目線の値付け
意識が強いと結果的にラインナップばかり増えます。オプ

提言⑨

枝葉オプションよりも根幹を磨こう！

ションメニューの羅列は「あれもこれもできます」技術者だ
けが喜ぶ「ひけらかし」に他なりません。多種多様なエス
テティックを模倣するのは自ら競合因子を引き寄せるに
等しく、シェービングの単品化はそれに拍車をかける思
考法です。客目線ではわかりやすさを重視して特徴のあ
るオリジナルコースを設定しメリハリをつけます。必要な
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「シェービング」にはもう新しさがないと思い込む。
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施術を細かく設定し、それぞれが 1,000 円から 3,000 円
程度のメニューが並ぶサロンも決して少なくありません。
しかしお客様に選んでもらうメニュー設計はバラつきと無

提言⑪

精練思考で「新市場」を形成しよう！

駄が多く、コスト高となる事実を数値で把握しなくてはなり
ません。いわゆる「単品オプションの組合せ」の実態は技

シェービングは西洋理髪が日本に伝播して以来、脈々と

術者の好みによるものがほとんどです。お客様は雑多な

受け継がれてきた技術です。男性中心のサロンサービス

品揃えを見ても迷うだけ。別料金で「選ばせる」よりも、

ではシェービングはもはや当たり前の存在。ここで大事な

「決まったもの」が欲しいのです。

観点は、すでにあるものをそのまま使うのではなく、リファ

オプションとは戦略上の枝葉であり、女性客を本気で
取り込みたいのなら、根幹となるコース化に注力すべし。

イニング=精練して「新たな価値を創り出す」ことです。
今まで存在するモノ・サービスでも視点や切り口、対象
者を変容させて別個の新市場を形成したケースは沢山あ
ります。新しさがないと決め付けるのは早計であり事業セ
ンスがありません。もっとシェービングに執着して、もっと女
性欲求の本質に耳を傾けてこそです。

提言⑩

剃る部位のアイコン表記をしよう！

これは至極ありがちです。サロン側は一様に「シェービ
ング」を理解していますが、女性客にとっては「どこを、ど
のように、どのくらい」シェービングされるのか、範囲や工

提言⑫

女性客の生の声から再発見を導こう！

程は皆目見当が付きません。「一度施術した方ならわか
るはず」というサロンの対応も不親切。内容紹介や表示
には「シェービングの緻密さ」が欠けています。

男性客に提供してきたシェービングをそのまま女性客に
施すのでは価値がありません。扱うレザーにしても女性の

お勧めは、剃る箇所の「部位別アイコン表記」。これは

素肌に適する刃の接触圧はどの程度なのか、それを円滑

剃る箇所だけを記載するのではなく、「顔上段、顔下段、

にする専用フォームやシェービングカップ、スチーミングの

襟足、耳ゾーン、背中、デコルテ、二の腕、手の甲、指

研究開発も然り、施術工程の中に創意工夫の余地は大い

先」などを固定表記した上で、施術有無を色分けするやり

にあります。当たり前になりすぎて気付かない点も多く、

方です。

「感じよさ」を女性客に聞いてみるのも一考です。
併せて提供

提起⑫
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併せて提供するサービス空間にも同じことが言えま

「シェービングビューティー」新業態の底力！

す。技術のみならずサロンサービス全般を見渡して些細
な工夫から手をつけます。

１. 「ネオジャンル」の独自性。
「美のサロン」新しい業態像、新しい習慣を創り上げ
られる。

提言⑬

揺ぎ無い独自方針を打ち出そう！

２. 「マウントポジション」の優位性。
他業種が手をつけにくい分野、独占的な事業展開が見
込める。

「とりあえずレディースシェービング」ではサロンの大き
な柱にはならないでしょう。レディースシェービングを謳う
サロンは増えましたが、まだまだ世の女性が認識するほ

３. 「ファンタスティック」の実効性。
自他共に結果としての施術実感が大きく、対面サービ

どではありません。

スの存在意義が際立つ。

「レディース」とは、今の業界の流れでは「女性客のた
め」というよりも「女性技術者のため」という側面が強く、も
どかしくあります。大きな業績を見越して大きく掲げるの

４. 「スペシャリズム」の専門性。

であれば確かな方針と戦略は不可避です。レディースシ

国家資格の信頼度も高く、視点を変えて見える新しい

ェービングといえどもこの先は、計画性を持つサロンだけ

働き方を謳える。

がイニシアチブをとれ、売上に反映できる女性客層を確

５. 「サロンバリュー」の生産性。

保できます。

狭小坪数の立地でも設備投資を抑え、利益率の高いマ
ネジメントが執行できる。

＊ ＊ ＊



吉田昌央：著『シェービングビューティ～だったら剃る
な、でも剃るよ～』文芸社より要約抜粋
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新たな考え方を「知る」⇒出来ることから即「実践」⇒主体を明確にして「発展」
女性のためのシェービングサービスに、ためらいやこれまでの習慣が邪魔をして「やらないで悩んでいる」とするならば、私は「シ
ェービングビューティー」を伝道する役割として、あなたのサロンのために後押しできます。自信さえ持てれば「意思決定」できま
す。そう難しいものではありません。

業界の常識は「非常識」⇒埋もれる価値を「精練」⇒独自路線で「業態」を創る
技術をいくら習得しようとも、女性客の支持がなければ「そこそこ」で終わってしまいます。レディースシェービングは唯一無二の
技術サービスでありながら、なぜ日の目を見ないのでしょうか。私は「シェービングビューティー」を提唱することで、凝り固まった
業界常識を破壊できます。新たな概念をともに創り上げてみませんか。実は、それはとても楽しい事です。

【シェービングビューティ伝道家:吉田昌央オフィス】
LLC.YOSHIDA PROJECT
直通 050-5822-8289
［メール相談］ info@shaving-beauty.com
［URL］ http://www.shaving-beauty.com

ご意見、ご感想、ご要望から、
その後の現場を活性させるサロンコンサルティング、
サロン営業企画支援、講師依頼など
お気軽にお問合せください。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
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