
 

- ゼロエクステ技術解説テキスト - 



ゼロエクステは美容室の 
単価アップ・差別化に最適な「武器」 

テキストをお読み頂きありがとうございます。 
日本一馴染む「ゼロエクステ」美容室Sectionです。 

こちらでは美容師/美容室経営者の方向けにゼロエクステの解説を行います。 

あなたはこんなお悩みはありませんか？ 

・単価アップできるメニューが欲しい 
・新規集客に苦しんでいる 
・美容室経営に行き詰まっている 
・独立にあたって武器となる技術が欲しい 

このようなお悩みがある方にとって、ゼロエクステは最適です。 

ゼロエクステは美容室の単価アップや差別化のための「武器」となる技術で
す。 

ゼロエクステの平均単価は4万円！ 

技術に触れる前に、まずは「経営面」のメリットからお伝えします。 

ゼロエクステは高単価を頂ける技術です。 

Sectionでは全店舗共通で 

・ご新規様：25,000円（+税） 
・リピーター：30,000円（+税） 

の定額付け放題プランをご用意しております。 



こちらは普通毛質のエクステを「本数無制限」で馴染むまで付けるというプ
ランです。 

ご新規様は9割以上が付け放題プランを選択されます。 

付け放題プラン以外にも「1本いくら」といった通常メニューもございま
す。 

通常メニューで毛質の良いエクステを付ける場合ですと 
本数が多い方で「1回6万円」お支払い頂くこともございます。 

リピーターのお客様の約7割は、毛質の高いエクステを希望されます。 

全体の平均客単価としては約4万円になります。 

経験を積めば、ご新規のお客様でも1時間半で施術が終了しますので、 
時間に対する売上は高いと言えます。 

田舎＆広告費ゼロでも集客できる！ 

Sectionには横浜の本店以外にも 

・福島県いわき市（人口33万人） 
・長野県松本市（人口27万人） 
・神奈川県座間市（人口12万人） 
・香川県高松市（人口41万人） 

にFC加盟店舗がございます。 

本部による集客代行サポートを行っているのですが 
各店舗、毎月15～20件の新規問い合わせが発生しています。 

以下の画像のように連日お問い合わせ頂いている状況です。 



 
こちらは 

・広告費ゼロ 
・ホットペッパー等のポータルサイト掲載なし 

での新規集客数です。 

ご新規の単価25,000円を考えると、ご新規様だけで売上35万円～50万円分
の問い合わせが毎月あることになります。 

SNSでの発信やブログを書くといったことは、本部からは求めていません。 

つまり加盟店側はほとんど何もしてないのに、これだけの集客が発生してい
るのです。 



一般の方から「出店希望」が殺到中！ 

また現在、Sectionの店舗がない地域のお客様から「近くにあったら良いの
に…」という出店希望の声が殺到しております。 

こちらはYoutubeのコメント欄での一般の方からの声です。 

 

 

 



 

 

私たち自身もゼロエクステの需要の高さに驚いています。 

Sectionではゼロエクステの認知向上に日々勤めているのですが、2020年6
月～12月の「半年間でホームページのアクセス数が20倍以上に増加」して
います。 

 

ユニークユーザー数（初めてホームページにアクセスする人）は月3万人以上
になりました。 



毎月3万人がゼロエクステの存在を新たに知っているということです。 

コロナの真っ只中でも伸び続けています。 
今後もゼロエクステの需要はさらに増えることでしょう。 

今のタイミングでゼロエクステを導入することは、経営面で大きな可能性が
あると言えます。 



絶対にクラゲにならない！ゼロエクステの圧倒的な技術力 

なぜこれだけの反響があるのか？ 

その最大の理由は「圧倒的に馴染む」ことです。 

エクステというと、毛先がヒョロヒョロしてクラゲのようになるイメージが
ありませんか？ 

こちらは他店でエクステを付けて失敗されたお客様です↓ 

「付けない方がマシ」と思っている方も多いはずです。 

実際に、いわき店のFCオーナーはゼロエクステに出会うまで、お客様に 
「エクステはやめた方がいいですよ」「絶対に馴染まないですよ」と伝えて
いたそうです。 



エクステにマイナスイメージを持っている美容師さんが多いことは、私たち
もわかっています。 

ゼロエクステは全く違います。 

ショートやボブのような短い髪型でも、まるで地毛がそのまま伸びたような
自然なロングにすることができます。 



ですから若い子やギャルだけではなく、大人の女性にも喜ばれます。 

お堅い会社に勤務しているOLさんもゼロエクステを付けに来てくださいま
す。 

他店ではこんなに馴染みませんから「圧倒的な差別化」になることは言うま
でもありません。 

先ほどの他店で失敗されたお客様も、ゼロエクステでお直しをすればこんな
に自然です。 



なぜ他店のエクステはクラゲになるのか？ 

もう1つのお直し事例を見ながら、技術解説をさせて頂きます。 

こちらは都内の店でエクステを120本付けて失敗されたお客様です↓ 

いかがでしょうか？ 



120本付けているのに、エクステの束感が出ていて不自然ですよね。 
おまけにエクステを前に持っていくと、後ろから見たらボブ丸出しです。 

元々の髪型はボブの中でも馴染みやすい髪型なのに全く馴染んでいません。 
これなら付けない方がマシだと思います。 

そんなお客様をSectionでお直ししたアフター写真がこちらです↓ 



いかがでしょうか？ 

エクステを付けているなんてわからないくらい、自然な仕上がりになってま
すよね！ 

エクステを前に持って行っても、後ろから見ても短い毛は一切出ないので、
とても自然になりました。 

アップにしたり、縛ったりしても自然です。 
地毛のロングと同じようにヘアアレンジを楽しめます。 

エクステがクラゲになる3つの原因 

そもそも他店のエクステがなぜ馴染まないかというと 

・付ける位置が間違っている 
・量が足りていない 
・1種類しか付けていない 

という3つの原因があります。 

多くの店ではお客様の骨格や髪型、つむじの位置などの生え癖を無視して付
けています。 

本当に付けなくてはいけない部分にエクステが付いていないので、馴染まな
いのです。 

例えば今回のお客様であれば、襟足にエクステが
付いていません。 

襟足に付けないと、髪を前に持って行った時に、
短い地毛が出てしまいます。 

ボブ感丸出しです→ 



また本数が足りていないので、毛先がヒョロヒョロしてクラゲのようになっ
ていました。 

エクステのボリュームが全く足りていません。 

ですから「正常な位置にエクステを付け足す」ことで自然なロングに変身で
きるのです。 



 

よく「プルエクステ80本：○円」「シールエクステ80枚：○円」というメ
ニューがありますが、そもそもこのメニュー設定がおかしいです。 



馴染む本数はお客様によって違いますから、一律で付けて馴染むわけがあり
ません。 

そもそもエクステが初めての人にとっては「自分は何本で馴染むのか」なん
てわからないですよね？ 

美容師でもわからないですよね（笑） 

エクステは1種類では馴染みません 

エクステは種類ごとにメリット・デメリットがあります。 

例えば編み込みは、ボリュームを出すのに最適です。 

特におかっぱのような重めのボブは、編み込みでしっかりとボリュームを出
さないと、地毛とエクステが分裂してしまいます。 

また、編み込みは色を混ぜられるので、地毛と完全に同じ色を作ることがで
きます。 

編み込みのデメリットは「上に付けられない」ことです。 

上の方に付けすぎると、編み目が見えてしまい不自然です。 
編み込みは襟足～中間までしか付けられません。 

ですから、もし編み込み1種類だけで全頭付けると 
地毛と編み込みの境界線がハッキリと出てしまいます。 

このようにそれぞれメリット・デメリットがあります。 

ではどうすれば馴染むのか？ 

その答えを次章で解説します。 



超自然に馴染む「ゼロエクステ」の技術解説 

ゼロエクステの技術的な特徴についてご説明します。 

他店のエクステは馴染まないのは 

・付ける位置が間違っている 
・量が足りていない 
・1種類しか付けていない 

この3つが原因でした。 

これを踏まえて「ゼロエクステが馴染む理由」をお伝えします。 

【答え】付ける位置によってエクステの種類を変える 

これ1つで、先ほどの3つの原因が全て解決します。 

Sectionでは、襟足～中間には編み込みエクステを付けます。 

これにより下の方にしっかりとボリュームが出るので、クラゲになることは
ありません。 

シールエクステやプルエクステは1枚1枚の量が少ないので、毛先がヒョロ
ヒョロしてしまいます。 

また襟足に編み込みを付けることで、襟足を持ち上げられるようになりま
す。 

これによりアップにしたり、縛ったり、結んだりと地毛と同じようにヘアア
レンジを楽しめます。 

しかし下の方に編み込みをつけただけでは馴染みません。 



上には何も付いていないので、地毛と編み込みの境界線がハッキリと出てし
まいます。 

そこで地毛と編み込みの境界線をぼかすために、中間～上部分にはシールエ
クステを付けます。 

シールエクステが地毛と編み込みの境界線をボカすので、自然な見た目にな
ります。 

この時、生え癖やつむじの位置を見極め、最適な位置に付けます。 

人それぞれ付ける位置を変えるので、シールが見えることはありませんし、
ストレートでも（巻かなくても）自然な仕上がりにすることができます。 

よくお客様に驚かれるのが「左右バラバラに付ける」ことです。 

左右対称ではなく、左右”非”対称に付けるのです。 
左右バラバラが正しい付け方です。 

つむじの位置によって、髪の生え方は左右で変わりますよね？ 
ですから左右対称に付けたら馴染まないのです。 

しっかりとエクステの種類ごとの役割を理解し「付ける位置によってエクス
テの種類を変える」から馴染むのです。 



髪型別の施術例 

最後にSectionでの施術事例を紹介しますね。 

同じ長さの髪型でも髪型（カット）や毛質によって付け方や本数が全く違う
ので、参考にしてください。 

1.ショート 
2.ボブ 
3.ミディアム 

の順でご紹介します。 

※一番上の画像をクリックすると動画が見れます※ 



ショート事例①襟足3cmのベリーショートからロングに変身 

https://www.youtube.com/watch?v=s-H5PTH0ueY


1人目のモデルさんは襟足が3cmしかありませんでした。 

 
他店では断られてしまう長さですが、Sectionなら最低3cmあればエクステ
を付けられます。 

地毛を完全に消しているので、襟足から短い毛が出ることはありません。 

 



また、アップにしたり、片方で縛ったり、ハーフアップにしたりと、地毛と
同じように自由にヘアアレンジを楽しめます。 

 

 

・施術ポイント 

今回のポイントは編み込みを襟足ギリギリまで付けたことです。 



 
襟足に付けないと、動いたりアップにした時に短い地毛が出てしまい不自然
です。 

襟足ギリギリまで編み込みことで、襟足が持ち上げられるようになるので、
アップにしたり縛ったりできるようになります。 

編み込みエクステ70本+シールエクステ46枚使用しました。 



ショート事例②襟足5cmのベリーショートからロングに変身 

https://www.youtube.com/watch?v=6SsGFBhnmK0


まるで地毛のように自然に馴染んでいます！ 

色も地毛と全く同じです。 

ゼロエクステならアップにしても、縛っても、地毛が全く出てきません。 

 

 



・施術ポイント 

それでは今回のポイントをご説明します。 

まず、地毛が細い方はシールエクステをメインで付けるのがオススメです。 

なぜなら細い髪質の人が編み込みエクステを上の方まで付けてしまうと、編
み目が見えやすいからです。 

今回は編み込みは襟足付近のみに付け、頭の中間～上部はシールエクステを
使いました。 

これにより編み目が見えることはなく、さらにアップや縛ったりもできるよ
うになります。 

 

また、毛が細い人はつむじ周りがパクッと分かれやすいです。 

この場合、シールエクステを左右対称に付けてしまうと、シールが見えてし
まったり、頭が大きく見えてしまったりと、不自然な見た目になってしまい
ます。 



そこで、つむじ周りはあえて左右”非”対称にエクステを付けることで、シー
ルが見えず、頭も大きくならないように工夫しました。 

 

よく「左右バラバラに付いているのですが…」と心配されるお客様がいるの
ですが、左右バラバラが正しい付け方です。 

髪の生え方は左右でちがいますから、エクステも左右で付け方を変えなけれ
ば馴染まないのです。 

また、今回のモデルさんはブリーチをしていたので、全く同じ色のエクステ
がありませんでした。 

ブリーチした髪の色は独特なので、既存のエクステには合う色がありませ
ん。 

そこで編み込み・シールエクステ共に複数の色を混ぜることで、地毛に馴染
む色を作りました。 



 
「茶色」にも色々な「茶色」がありますから、エクステの「茶色」を1種類
付けても同じ色にはなりません。 

エクステと地毛の色が分裂して不自然になってしまいます。 

ですからSectionでは、お客様の髪色に合わせて完全オーダーメイドでエク
ステの色を調合して付けています。 

編み込みエクステ60本+シールエクステ50枚付けました。 



ショート事例③襟足8cmのショートからロングに変身 

https://www.youtube.com/watch?v=qHIKmHfWT74


段が入っている軽めのショートです。 
襟足は約8cmです。 

・施術ポイント 

段が入っている軽めのショートはとても馴染みやすい髪型です。 

「ショートは短いから馴染みにくい」と思っている方が多いのですが、実は
ボブの方が馴染みにくいです。 

特におかっぱのような重めのボブが一番馴染みにくいです。 

エクステを馴染ませるためには、エクステで地毛と同じだけのボリュームを
出す必要があります。 

毛先がヒョロヒョロしたり、クラゲのようになってしまうのは、エクステの
ボリュームが足りていないからです。 

重めのボブはエクステを付ける量も増えますから、地毛とエクステが分裂し
やすいです（とはいえ正しく付ければ馴染むのですが）。 

その点、段が入っている軽めのショートは少ない本数で馴染みます。 
ボブやミディアムも、段が入っている軽めの髪型は少ない本数で馴染みます
よ。 

編み込みエクステ60本+シールエクステ約45枚使用しました。 



ショート事例④ショートボブからロングに変身 

https://www.youtube.com/watch?v=zfM2Q09fWEo


エクステの線が完璧に隠れていますし、地毛の色とマッチしていて自然です
よね。 

もちろんアップにしても、片側で縛っても、耳にかけてもエクステは見えま
せん。 

 



・施術ポイント 

こちらのモデルさんは以前、他店でシールエクステを付けたそうですが馴染
まなかったそうです。 

それもそのはず、シールエクステだけでは馴染まないのです。 

特に、このモデルさんのような重めのボブをシールエクステ1種類で馴染ま
せることは不可能です。 

なぜならシールエクステはボリュームを出しづらいからです。 

1枚1枚の量が少ないので下の方にボリュームを出せず、結果的に地毛とエク
ステが分裂してしまうのです（いわゆる「クラゲ」になります）・ 

また、シールエクステは襟足に付けることができないので、アップにした
り、片側で縛った時に、短い地毛が出てしまい不自然です。 

今回のように 

・襟足&サイドの下～中間は編み込みエクステ 
・中間～上部分はシールエクステ 

と場所によって付け方と種類を変えなければ馴染みません。 

編み込みエクステ80本+シールエクステ44枚使用しました。 



ショート事例⑤ショートからロングに変身 

https://www.youtube.com/watch?v=puhxNUdbMaE


5人目は小田急相模原店の事例になります。 

こちらのお客様はエクステ初体験ということで、最初は「馴染むかどうか不
安…」とおっしゃっていましたが、仕上がりに大満足していただけました！ 

・施術ポイント 

馴染ませるポイントの1つとして「シールエクステを高い位置につける」と
いうことがあります。 

シールエクステの役割は「編み込みと地毛の境界線をぼかすこと」です。 

編み込みはボリュームを出しやすいのですが「上の方に付けられない」とい
うデメリットがあります。 

編み込みを上の方に付けてしまったら、編み目のボコボコが見えてしまいま
すからね。 

（実は上に付けてもボコボコしない編み方があるのですが、ここでは割愛し
ます） 

ですから、編み込みは頭の下～中間しか付けられません。 

ですが下に編み込みを付けただけでは、頭の上と下で分裂してしまいますよ
ね？ 

そこでシールエクステを上から付けることで、地毛と編み込みの境界線をぼ
かすのです。 

つむじ付近の、シールが見えないギリギリまで高い位置に付けることで、と
ても自然に馴染みます。 

ただし、こちらのお客様はつむじ割れしやすいタイプなのでシールが見えや
すいという問題がありました。 

https://bysection.com/salon/kanto/kanagawa/odakyu-sagamihara/


そこでつむじの形に合わせて、複雑に付け方を変えることで馴染ませまし
た。 

 

頭の形や髪の毛の生え方は人それぞれですから、1人1人オーダーメイドの付
け方をすることで馴染むのです。 

編み込み70本+シールエクステ40本使用しました。 



ボブ事例①重めの黒髪ボブからロングに変身！ 

https://www.youtube.com/watch?v=ayslANXAZSk


重めのボブからロングに変身しました。 

ボブのラインが完全に消えて、まるで地毛がそのまま伸びたようなロングに
なりました。 

片方にまとめて結んだり、耳にかけても短い地毛は出てきません。 

 

 
ゼロエクステなら、地毛と同じようにヘアアレンジを楽しめますよ。 
こちらのモデルさんはエクステ初体験の高校生だったのですが、とても喜ん
でいただけました（良い笑顔ですね！）。 



・施術ポイント 

皆さん、黒髪には何色のエクステを付けたら良いと思いますか？ 

当然…「黒色」だと思いますよね？ 

ところが、違うんです。 

一口に「黒」と言っても、色々な黒がありますよね？ 

茶色っぽい黒の人もいれば、アッシュ寄りの黒の人もいます。 
人それぞれ地毛の「黒色」は違います。 

ですから黒色のエクステを1種類付けただけでは馴染みません。 

地毛とエクステの色が分裂してしまいます。 

そこで編み込み・シール共に2種類の色を混ぜて、地毛と全く同じ色のエク
ステを付けました。 

編み込みは以下の画像のように、2色の色を混ぜてから付けます。 

 



シールエクステは色を混ぜることができないので、上と下で色を変えて、地
毛と同じ色にします。 

 
これにより地毛とエクステの色が完全に調和するのです。 

編み込み70本+シールエクステ46枚使用しました。 



ボブ事例②ブリーチ済みの金髪ボブからロングに変身 

https://www.youtube.com/watch?v=Ee8zGJbFEBw


2人目のブリーチ&カラー済みのモデルさんです。 

ブリーチ済みのお客様の場合には「エクステを付けるまで必ず1週間～10日
間空ける」ようにお願いしています。 

 

ブリーチした髪は時間が経つにつれて、色が変わりますよね？ 

ブリーチ後すぐにエクステを付けてしまうと、しばらくして地毛とエクステ
の色が分裂して不自然になってしまいます。 

ですので、退色（色落ち）が落ち着いてからエクステを付けています。 

・施術ポイント 

ブリーチ毛は色が特殊なので、全く同じ色のエクステがありません。 

そこで編み込みは複数色を混ぜて、地毛と同じ色を作りました。 

シールエクステは表と裏で色を変えて付けることで、地毛と同じ色にしまし
た。 



 

色合わせの基本は「毛先の色に合わせる」ということです。 

エクステは毛先の色から繋がってくるので、毛先の色に合わせることが、馴
染ませるポイントです。 

編み込みエクステ60本+シールエクステ40枚使用しました。 



ボブ事例③襟足5cmの重めボブからロングに変身 
段の入っていない重めのボブです。 

毛が細くて、かなりペタンとしやすい髪質です。 

メッシュが入ったように見える（実際には入れていないのですが）ので、編
み込みもシールも2色のエクステを組み合わせて、メッシュ風に表現しまし
た。 

また、このモデルさんは「襟足が5cm」でした。 

他店では断られる可能性のある長さですが、Sectionなら襟足が「最低
3cm」あれば付けられます。 

もちろん襟足から短い地毛は出てこないので、アップにしたり、縛ったり、
ハーフアップにしたりと、ヘアアレンジを楽しめます。 

 



https://www.youtube.com/watch?v=yRL-IZhf488


 

 

・施術ポイント 

毛が細くてペタンとしやすい髪質のモデルさんの場合、編み目やシール部分
が見えてしまいやすいです。 

そこで編み込みは、サイドは細く付けて見えにくくする、襟足はボリューム
を出すために太く付ける…と場所ごとに付け方を変えて工夫しました。 



 

 

シールエクステも地毛やつむじの形に合わせて、あえて左右”非”対称に付け
ることで馴染ませました。 

頭の形は左右で違いますから、左右同じに付けても馴染まないのです。 



 
また、編み込みエクステもシールエクステも2色を組みわせることで、地毛
に合わせてメッシュ風の仕上がりにしました。 

編み込みエクステ60本+シールエクステ40枚使用しました。 



ボブ事例④毛先ぱっつん&外ハネのワンレンボブからロングに変身！ 

https://www.youtube.com/watch?v=uuGwwTSsNg0


毛先ぱっつん+外ハネのワンレンボブです。 

段が全く入っていないパッツンで、後ろは肩に当たってハネています。 

 

地毛とエクステが分裂して線が出やすいので、このタイプの髪型が一番難し
いです。 

 



・施術ポイント 

まず、シールエクステが見えてしまわないように、つむじ付近は左右で付け
る位置を変えて馴染ませました。 

 

他店ではマニュアル通りに左右対称に付けてしまうのですが、それではシー
ルが見えてしまいます。 

同じ人の頭でも、骨格や生え癖は左右で違います。 

お客様1人1人の骨格や生え癖に合わせてエクステを付けなければ馴染まない
のです。 

また、「自分で切り過ぎてしまった前髪を隠したい」とのことでしたので、
前髪にもエクステを付けてボリュームアップしました。 

編み込みエクステ80本+シールエクステ50枚使用しました。 



ボブ事例⑤パーマが残っているショートボブからロングに変身 

https://www.youtube.com/watch?v=q_4ac2CH7vU


細い髪質で、段の入ったショートボブです。 

毛先にパーマが残っていますが、ストレートのエクステで自然に馴染みま
す。 

 

毎度お馴染みですが、アップにしても、片側で結んでも、ハーフアップにし
ても、地毛は出てきません。 

 



 

 

・施術ポイント 

今回も編み込み・シール共に2色ずつ使い、地毛と色を合わせました。 

単色のシールエクステで全頭付けてしまう店が多いのですが、Sectionでは
表と裏でちがう色をサンドイッチして付けています。 



これにより地毛と全く同じ色を作ることができます。 

また、地毛が細いとどうしてもシールが見えやすいので、場所場所でシール
エクステを付ける位置を変えたり、編み込みエクステの太さを変えること
で、動いてもシールが見えないように工夫しました。 

 

 

編み込みエクステ70本+シールエクステ40枚使用しました。 



ボブ事例⑥重めボブから長さ出し+インナーカラーで大変身！ 

https://www.youtube.com/watch?v=NEL0qAU8vEY


毛先ぱっつんの重めボブです。 

 

内側はシルバー系のエクステを付けて、上から地毛と同じ色を被せてイン
ナーカラー風にしました。 

自然にインナーカラーが入っています。 

 



もちろん襟足から短い地毛は一切出ないですし、アップにしたり、片側で
縛ったり、ヘアアレンジを楽しめます。 

 

 



・施術ポイント 

インナーカラーにする場合も付け方は変わりません。 

編み込みとシールを組み合わせるから馴染みます。 

ちなみにこのモデルさんは、エクステの毛先もぱっつんにしました。 

普段はサイドは段を入れるのですが、モデルさんが「全体を長くしたい」と
のことでしたので、ギリギリまでエクステを付けてラインを作りました。 

編み込みエクステ80本+シールエクステ50枚使用しました。 



ボブ事例⑦細毛＆段の入ったボブからロングに変身！ 

https://www.youtube.com/watch?v=mVqqTgtLXJ4


段の入ったボブです。 

毛が細くてペタンとする髪質です。 

 

もちろん襟足から短い地毛が出ることはありません。 

アップにしても、縛っても自然です。 

 



 

 

・施術ポイント 

毛が細い人の場合、編み込みを上まで付けてしまうと、網み目が見えてしま
います。 

そのためSectionでは、毛が細い人はシールエクステメインで付けます。 



今回は、下の方にだけ編み込みを付け、中間～上部分はシールエクステを付
けて全体を馴染ませました。 

編み込みが付け終わった状態です。↓ 

 

この時点でしっかりとボリュームが出ていることがわかります。 

ですがこのままでは、地毛と編み込みが分裂してしまっているので、上から
シールエクステを付けて境界線をぼかすわけです。 

編み込みとシールエクステを組み合わせるメリットがお分かりいただけたで
しょうか？ 

編み込み30本&シールエクステ60~70枚使用しました。 



ボブ事例⑧ぱっつんボブからロングに変身 

https://www.youtube.com/watch?v=IVPX14Ooolo


段が全く入っていないぱっつんボブです。 
角が残って、跳ねてしまっています。 

 

「顔周りにメッシュを入れたい」ということだったので、顔まわりと耳後ろ
に明るいメッシュを入れました。 

もちろんアップにしたり、縛ったり、結んだりできます。 
地毛と同じようにヘアアレンジし放題です！ 

 



 

 

・施術ポイント 

ご覧のように、ぱっつんだった地毛の線が完全に消えています。 

ぱっつんボブなので本数は多めですが、頭は全然大きくなっていません。 

なぜなら「エクステの役割を理解して付けている」からです。 



編み込みはボリュームと長さを出すために付けます。 

シールエクステは地毛とエクステの境界線をぼかすために付けます。 

それぞれの役割を理解して、場所ごとに種類を変えて付けているから馴染む
のです。 

「編み込みだけ」「シールだけ」「プルエクステだけ」では絶対に馴染まな
いのです。 

編み込み80~90本&シールエクステ50枚使用しました。 



ボブ事例⑨毛先ぱっつん＆重めボブからロングに変身！ 

https://www.youtube.com/watch?v=Vd34L4ahLEo


毛先ぱっつんの重めボブです。 
一番馴染みにくい髪型ですが、地毛の重たいラインが完全に消えています。 

 

 

頭は大きくなってしませんし、毛先は全くヒョロヒョロしていません。 

もちろん襟足から短い地毛は一切出てきません。 
地毛の長さでは無理だったアップにもできます。 



 

・施術ポイント 

他店でシールエクステやプルエクステを付けた場合、下の方がヒョロヒョロ
してクラゲのようになることがあります。 

これは「量が足りていない」ことが原因です。 

今回のお客様のように毛量が多いタイプは、下の方に編み込みエクステを多
めに付けて、しっかりとボリュームを出すことがポイントです。 

編み込み80本&シールエクステ45~46枚使用しました。 



ボブ事例⑩地毛のメッシュを活かしてバレイヤージュ風ロングに変身！ 

https://www.youtube.com/watch?v=xdxPuVWOPfc


段が入っていない重めのボブです。 

重めボブの地毛のラインが完全に消えて、自然なロングになりました。 

もちろん襟足から短い地毛は出てきません。 

 

もちろんアップにすることもできますよ。 

 



・施術ポイント 

地毛のメッシュを活かして、バレイヤージュ風（外国人風グラデーション）
に付けました。 

下は明るい色でグラデーション風に、上は細かくメッシュを入れて馴染ませ
ました。 

 

編み込み＆シール共に3種類の色を付けて馴染ませています。 

また、細くてペタンとしやすい髪質なので、編み目が見えないように注意し
てエクステを付けました。 

編み込みエクステ80本+シールエクステ46枚使用しました。 



ミディアム事例①全く段が入っていない重めミディアムからロングに変身 

https://www.youtube.com/watch?v=yxvBg-VAx2E


毛量多め、癖あり、毛先ぱっつんの重めミディアムです。 

 

重めのミディアムが一番馴染みにくいです。 

皆さん、「エクステは地毛が長いほど馴染む」と思っていませんか？ 

基本的にはそうなのですが、段が入っていない場合は真逆です。 

段が入っていない場合は、地毛が長くなればなるほど馴染みません。 

地毛とエクステの毛量の差が大きくなるからです。 

ただ、シールエクステと編み込みエクステを上手に組み合わせることで、す
ごく自然に馴染みます。 

・施術ポイント 

ぱっつんのミディアムという最高難易度の髪型を馴染ませるポイントは「エ
クステの役割を理解する」ということです。 



 

Sectionでは編み込みとシールエクステを組み合わせて付けているのです
が、この2つの役割は全然違います。 

・編み込みは長さとボリュームを出す役割 
・シールは地毛と編み込みの境界線を線をぼかす役割 

このように役割が全く違うのです。 

編み込み・シール共にメリット・デメリットがありますから、どちらか1種
類だけ付けても馴染みません。 

プルエクステや超音波エクステも同じです。 
どれか1種類を付けても馴染まないのです。 

しっかりとエクステの役割を理解して、場所によって付ける種類を変えなけ 
れば馴染まないのです。 

編み込みエクステ80本+シールエクステ50枚使用しました。 



ミディアム事例③毛量多めの重めミディアムからロングに変身 

https://www.youtube.com/watch?v=mKzvl8U9InI


毛量多めで、段が入っていない重めのミディアムです。 

 

最高難易度の髪型ですがゼロエクステなら馴染みます。 

後ろから短い毛は出ませんし、アップにしたり、耳に掛けたり、片方で結ん
だり、ハーフアップにしたり、地毛と同じようにヘアアレンジを楽しめま
す。 

 



 

・施術ポイント 

今回のモデルさんは、後ろの髪の毛にブリーチが残っていて、横よりも少し
明るめになっていました。 

そこで後ろはシールエクステを暗い色と明るい色の2色を使い、地毛と完全
に色を合わせました。 

 



一般的なエクステ店は、既存のエクステのカラー1色をそのまま付けてしま
います。 

ですが、エクステの色が地毛と全く同じということはありません。 

一口に「茶色」と言っても、人それぞれ色味は異なります。 

特に今回のモデルさんのように地毛をブリーチをしている場合、全く同じ色
のエクステはありません。 

ですからSectionでは地毛の色に合わせて、オーダーメイドでエクステの色
を調合し、地毛と同じ色を作っています。 

だから地毛とエクステの色が分裂することなく、まるで地毛がそのまま伸び
たように完全に調和するのです。 

編み込みエクステ80本+シールエクステ40枚使用しました。 



ミディアム事例④ミディアムから外国人風グラデーション風ロングに変身 

https://www.youtube.com/watch?v=QicVThU3Ql8


ブリーチ＆カラーをして色落ちしたミディアムです。 

毛先は明るいアッシュ系の色を付けて、グラデーション風の仕上がりにしま
した。 

 
嫌味のない、きれいなグラデーションに仕上がりました。 
もちろんアップにしても、耳に掛けても、片方でまとめても、地毛とエクス
テは分裂しません。 

 



 

 

・施術ポイント 

グラデーション風にするために、一番下の編み込みはアッシュ系と白を完全
に混ぜて1色にしました。 

上の方の編み込みは、同じ2色を完全に混ぜるのではなく、細かいメッシュ
になるように付けました。 



シールエクステに関しては、表を白、裏をアッシュ系の色にすることで、自
然なグラデーションに表現しました。 

編み込みエクステ70本+シールエクステ40枚使用しました 



ミディアム事例⑤地毛にハイライトが入ったミディアムからロングに変身 

https://www.youtube.com/watch?v=3pYyedDOJ4g


ハイライトが入ったミディアムをロングに変身させました。 

こちらは松本店（長野県）での事例になります。 
ストレートでも自然です。地毛のハイライトも絶妙に活かしています。 

こちらのモデルさんはヘアメイクさんだったので、後日ヘアアレンジをした
画像を送って頂きました。 

 
エクステが付いているなんて信じられないほど自然ですよね！ 

・施術ポイント 

今回のポイントは「色合わせ」です。 

地毛のベースの色に合わせつつ、ハイライト部分も不揃いにならないよう
に、編み込み＆シール共に種類の色を混ぜて馴染ませました。 

また、頭が大きくなったり、編み込み部分がボコボコしないように注意して
エクステを付けました。 

編み込みエクステ70本+シールエクステ40枚使用しました 

https://bysection.com/salon/chubu/nagano/matsumoto/


ミディアム事例⑥太毛&多毛＆重めミディアムからロングに変身 

https://www.youtube.com/watch?v=SjfNQWHk5uw


6人目のモデルさんは毛が太くて量も多めです。 

なおかつ段が入っていないので、下の方にボリュームが出てしまっていま
す。 

これはかなり難易度の高い髪型です。 

実際に以前、他店でプルエクステを付けたけど馴染まなかったそうです。 

でも、Sectionの「ゼロエクステ」なら馴染みます。 

もちろんアップにしても、縛っても、地毛とエクステは分裂せず自然です。 

 

・施術ポイント 

今回のポイントは、編み込みエクステで下の方のボリュームを出したことで
す。 

地毛が太くて毛量が多い場合、シールエクステやプルエクステを付けただけ
では、下の方がヒョロヒョロしてクラゲのようになってしまいます。 



 

シールエクステやプルエクステは1本1本の量が少ないので、ボリュームを出
すことが難しいのです。 

エクステにはそれぞれメリット・デメリットがあるので、1種類を付けただ
けでは馴染みません。 

Sectionのゼロエクステは、場所ごとに編み込みとシールエクステを組み合
わせて付けるので馴染みます。 

編み込みエクステ80本+シールエクステ50枚使用しました。 



あなたのお店にもゼロエクステを取り入れませんか？ 

最後までお読み頂きありがとうございます。 

ゼロエクステの魅力を知って頂けたのではないでしょうか？ 

エクステはこんなにも馴染むものなのです。 
そして、たくさんの人に求められている技術なのです。 

私たちは「本物のエクステ」の魅力を広めていきたいと考えています。 
これからもSectionの活動にぜひご注目ください。 

最後に2つのご案内があります。 

1つ目は「Sectionのフランチャイズサービス」です。 
 

Sectionではゼロエクステの技術習得・集客・求人をフルサポートするFCを
ご用意しております。 

「ゼロエクステをお店のもう1つの柱にしたい！」という方はぜひ加盟店募
集ページをご覧いただき、お問い合わせください。 

<<FC加盟店募集ページはこちら>> 

https://bysection.com/fc/


2つ目は「シールエクステ講習会」です。 
 

個別レッスンでは、シールエクステを使った 

・メッシュ 
・インナーカラー 

のやり方を教えます。 

・メッシュは「5秒」で1000円 
・インナーカラーは「30分」で18,000円 

を頂ける短時間×高単価のメニューです。 

予約のスキマ時間に提供できる理想的なメニューです。 

現在はコロナウイルス感染拡大防止のため、マンツーマン形式で開催してい
ます。 



・エクステを体験してみたい 
・短時間×高単価のメニューが欲しい 

という方はぜひお申し込みください。 

<<シールエクステ講習会の詳細はこちら>> 

エクステは魅力が満載の技術ですので、多くの美容師/美容室経営者さんに体
験して頂くことを楽しみにしております。 

それでは最後までお読み頂きありがとうございました。 
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