
⾳声 前半 
⼆枚⽖、⽖が伸ばせない、 

縦線、⻲裂、剥離…… 
改善しない⽖の傷みでお悩み

のネイリストさんへ 
１．お客様の⽖が傷んでいくの
を⾒て⼼が痛む 

２．「しばらくネイルをお休み
したい」というお客様に提案で
きるメニューが無い 

３．⽖が傷んできたお客様が来
店しなくなる 

http://ikuzume.jp/wp-content/uploads/2017/01/201702_otegami_01.mp3


４．ハードナーやベースコート
無しでは⽇常⽣活が難しいほど
⾃分の⽖がボロボロ 

５．ネイルケア専⾨、⾃⽖の育
成をうたうサロンへ⾏ってみた
けれど「透明なコート剤」「表
⾯磨き」「フィルイン」のどれ
かで、同じ事の繰り返しで改善
しなかった 

６．アクリルや有機溶剤のアレ
ルギー症状が出てきて、この先
も仕事を続けられるか不安 



新しい可能性 
もし、このような悩みや不安を
お持ちでしたら、「育⽖トライ
アル講座」にご参加いただくこ
とで、具体的な解決⽅法が⾒つ
かったり、悩みや不安が解消さ
れたり、将来に希望を感じたり
するかもしれません。 

 

はじめまして、育⽖（いくづ
め）の嶋⽥です。 



わたしたちは、⾃分たちのお店
を育⽖サロンと呼んでいます。
⽖に施術をするという⼤きな意
味で、ネイルサロンの⼀種だと
思っています。 

 

ただ、⼀般的なネイルサロンと
⼤きく異なる点が⼀つありま
す。 

 



それは、施術の最初から最後ま
で、素の⽖のままお⼿⼊れをし
て、素の⽖でお帰りいただく、
という点です。 

 

素の⽖の専⾨家 
わたしたちのお客様の 1,000 ⼈
中 997 ⼈は素の⽖です。残りの
3 ⼈はジェルネイルをしてい
て、素の⽖に戻したいというお
客様です。 



13 年間以上、素の⽖ばかりを⾒
ていますので、どのようにした
ら素の⽖が健康になり、その⼈
が本来持つ美しい⽖がよみがえ
るのか、膨⼤な経験と情報の蓄
積があります。 

 

わたしたち育⽖スタッフは、ネ
イリスト技能検定は３級すら取
得していませんが、ナチュラル
ネイルに関する技能と経験は群



を抜いていると思います。素⽖
（すづめ）オタクですね。 

 

お客様の⽖の状態を⾒ながらお
話を聴くことで、病気以外の⽖
の悩みが発⽣している原因を切
り分け、効果的な解決策を提案
して、お客様に納得していただ
いた上で、素の⽖が健康になる
習慣を実践してもらっていま
す。 

 



新規のお客様が急増中 
ここ数年、ネイルサロンや⾃分
⾃⾝でジェルネイルをした結
果、素の⽖がボロボロになって
しまったので健康な状態に戻し
たい、というお客様が急増して
います。 

 

⽪⾁なことに、ネイルサロンに
⾏く⽅や、セルフネイルをする
⽅が増えれば増えるほど、いろ
いろなサロンを渡り歩いた結



果、わたしたちのサロンにたど
り着く⽅が増えているようで
す。 

 

お客様離れが減る 
いちばん簡単な⽅法 

なぜ、育⽖サロンのお客様が増
えているのかというと、素の⽖
を素の⽖のままお⼿⼊れするサ
ロンがほかに無いからです。 

 



普通のネイルサロンでも、アク
リルコーティングや表⾯磨きを
せず、素の⽖のまま施術し、素
の⽖でお帰りいただくメニュー
を⽤意すれば、離れて⾏くお客
様が今より減るのではないかと
思います。 

 

完成形が「表⾯磨きもしない素
の⽖」というメニューを提供し
ているサロンはほとんどありま



せんので、新規のお客様も増え
るかもしれません。 

 

「育⽖」や「⽖育」はわたした
ちの登録商標なのでお使いいた
だけませんが、育⽖や⽖育を名
乗るまでもなく「素の⽖をキレ
イにしたい」お客様はたくさん
いらっしゃいますし、もしかし
たら、あなたのサロンにもたく
さんいらっしゃるかもしれませ
ん。 



ネイル業界でよく⽿にすること 
「⽖はそのままでは弱いから、
硬くして保護する必要がある」
という説明を⾒たリ聞いたりす
ることがあります。わたし⾃
⾝、10 年間以上、そう信じてい
ました。 

 

⽖のすきまに⼊り込む 
アクリル（合成樹脂） 

アクリル樹脂は通常の状態だと
硬い固体です。それに溶剤と呼



ばれる液体状の「溶かす薬剤」
をかけると、アクリル樹脂が溶
けて液体状になります。アクリ
ル樹脂はプラスチックです。プ
ラスチックは「再形成できる」
という意味です。 

 

ジェル、スカルプチュア、ハー
ドナー、ベースコート、ネイル
ポリッシュ…呼び⽅はいろいろ
ありますが、すべて化学的に合



成した樹脂、プラスチックで
す。 

 

⾊があるか透明かは、顔料など
の⾊素を混ぜているか、いない
かだけで、ベースは無⾊透明の
プラスチックです。 

 

有機溶剤で溶かした液状のアク
リル樹脂を⽖表⾯に塗ると、⽖
の上層部のすきまにアクリル樹



脂が流れ込んで、しばらくする
と固まって、すきまが埋まりま
す。 

 

⼀時的な有機溶剤 vs 
⻑期的に⽖表⾯をふさぐ 

医学書「⽖」にも書いてありま
すが、⽖からは⽪膚の 2〜3 倍
の⽔蒸気が揮発しています。 
「⽖ 基礎から臨床まで 改訂第
2 版」東 禹彦 著（⾦原出版） 

https://www.amazon.co.jp/dp/4307400542/?_encoding=UTF8&camp=247&creative=1211&linkCode=ur2&tag=iq01-22


本来であれば⽔蒸気が通り抜
け、⽔分や油分が⼊り込むはず
の「すきま」がアクリルで埋め
られてしまうと、⽖の上層部
は、⽔蒸気を通すことができ
ず、⽔分と油分を保持すること
もできず、乾燥します。 

 

わたしたちは、除光液、リムー
バー、アセトンといった有機溶
剤を⼀時的に使うことよりも、
⽖表⾯にアクリル樹脂を⻑い間



かぶせておくことのほうが、⽖
への影響が⼤きいと考えていま
す。 
 
アクリル樹脂をかぶせている間
は、⽖が本来持つ、⽔分と油分
を保つ性質と、通気性が阻害さ
れてしまうからです。その間に
⽖の乾燥がどんどん進みます。 

 

乾燥していたり固まっている物
体は、保湿されていたり柔らか



い物体に⽐べ、簡単に折れた
り、⽋けたり、砕けたりしま
す。 

 

これまでと真逆の⽅法 
例えば、芯までカチカチに凍っ
たバナナの真ん中をカナヅチで
叩くと粉々に砕け散りますが、
常温でやわらかいバナナの真ん
中をカナヅチで叩くと叩いた部
分がへこむだけです。 



五重の塔や、タワーマンション
などの建築物も、ガチガチに硬
めるのではなく、柔軟な構造に
して揺れることで衝撃を逃が
し、倒れたり、バキッと折れて
しまうのを回避しています。 

 

実は、硬くするよりも、やわら
かくするほうが、致命的な損傷
を回避でき、返って強いので
す。 



⽖も同じだと思っています。や
わらかい⽖は、⽋けたリ、ひび
が⼊ったり、簡単にはしませ
ん。 

 

わたしたちは、これまで⽖は硬
くして保護してきました。これ
からは、真逆ですが、⽖をオイ
ルでやわらかくして保護する⽅
法も選択肢の⼀つに加えていた
だけたら嬉しいです。 

 



⾳声 後半 
アクリル（合成樹脂）で 
補強しなければ解決する 

⽖からアクリル（合成樹脂）を
オフするときに使う有機溶剤
は、アクリル樹脂だけでなく、
⽖の質ももろくします。 

 

そもそも、⽖のすきまにアクリ
ル樹脂を流し込んで、⼀旦硬く
なった後に、また有機溶剤で溶
かしてアクリル樹脂を⽖のすき

http://ikuzume.jp/wp-content/uploads/2017/01/201702_otegami_02.mp3


まから抜き取るわけですから、
⽖の構造がもろくなるのもうな
ずけます。 

 

⽖の表⾯をプラスチックで硬く
すると、⼀時的に強度は増しま
すが、素の⽖の構造がもろくな
ってしまうため、その場しのぎ
にはなっても、根本的な解決に
はならないのです。 

 



ジェルネイル→⼆枚⽖→ベース
コート→⼆枚⽖→ハードナー→
⼆枚⽖→……という悪循環は、
アクリル樹脂で硬くせず、オイ
ルで⽖を柔らかくすることで守
りながら、素の⽖⾃体を健康に
すれば断ち切ることができま
す。 

 

そのときに役⽴つのが、育⽖の
ススメで提案している新しいネ
イルケアです。 



ネイルケアの新しい形 
ネイルケアは、直訳すると、⽖
のお⼿⼊れです。 

 

 ネイルハードナーやベースコー
トやネイルポリッシュを塗らな
いネイルケアはどうでしょう
か？ 

 シャイナーやバッファで表⾯磨
きせず、⽖の本来の厚みをその
まま残すネイルケアはどうでし
ょうか？ 



 ⽢⽪と⽖表⾯のすきまにポケッ
トをつくらないネイルケアはど
うでしょうか？ 

 ⽖表⾯にアクリル樹脂を塗るた
めの下準備ではないネイルケア
はどうでしょうか？ 

 素の⽖のままお⼿⼊れして、素
の⽖が完成形、というネイルケ
アはどうでしょうか？ 

 

――今ではこのように考えてい
る私ですが、カラーを塗ってい



たころは、今とは違う思い込み
を持っていました。なので、変
化すること、決断することに、
とても⼤きな痛みがともないま
した。 

 

思い込み１． 
⼀番悪いのは除光液 

できるだけ除光液を使わないよ
うにするため、カラーリングを
⻑持ちさせる⼯夫をしていまし
た。「⽖に⼀番悪いのは除光液



なんです」とお客様に伝えてい
ました。 

 

思い込み２． 
コート剤は絶対に必要 

⼆枚⽖のお客様には「毎⽇ベー
スコートを塗り重ねてしっかり
保護してください」とお伝えし
ていました。 

 



この２つは⼼の底から信じてい
たので、疑問を感じることも、
違和感をいだくことも、まった
くありませんでした。 

 

しかし、ネイル材料に含まれる
有機溶剤で化学物質過敏症にな
ったのをきっかけに、有機溶剤
が⼊った物をすべてやめざるを
得なくなりました。 



カラーリングを辞めることにな
った報告をしたお客様へ、お電
話をして、お詫びをしました。 

 

サロンのメニューは、⽖をカッ
トして、薄⽪を整え、オイルを
塗り、マッサージして、素の⽖
でお帰りいただくものだけにな
りました。 

 



それからというもの、今までか
たくなに信じていたことと、正
反対の事実ばかりと対⾯するこ
とになりました。 

 

☑縦スジが深くなる。 
☑⼆枚⽖になる。 
☑⽖が剥離する。 
☑⽖表⾯に⻲裂が⼊る。 
☑⽖表⾯が⼩さな⽳のように陥
没する。 



☑⽖表⾯が⻩⾊く⾊素沈着して
落ちない。 

 

以前は、どんなことを試しても
こういったトラブルが絶えず、
悩みの種でした。 

 

アクリルをやめたら 
悩みが消えた 

しかし、ネイルカラーやベース
コートなどすべて合成樹脂を辞



めたあとは、こうしたトラブル
がすべて消えてなくなりまし
た。 

 

⾃然と消えてしまったのです。 

 

そのうえ、⽖のピンク⾊の部分
は健康的なピンク⾊になり、⽖
先の⽩い部分はオイルを塗るだ
けで透明になりました。 



たくさんのお客様が、素の⽖の
まま⽩い部分がクリアネイル、
透き通った⽖になったのです。 

 

⽖の表⾯も、磨いていないのに
ツルツルして、ピカピカに輝い
ていました。 

 

難しいことはなにもせず、⽖の
⻑さと形を整えて、余分な薄⽪



を取り除き、オイルで保湿した
だけです。 

 

アクリル（合成樹脂）を使わな
いということは、それを溶かす
有機溶剤も必要がないというこ
とです。 

 

もしかしたら、本来の素の⽖
は、わたしたちが想像する以上



に完全な物なのかもしれませ
ん。 

 

２００３年にこの衝撃的な事実
を知ってから、ずっと、たくさ
んの⽅に、この事実を知ってほ
しいと思ってきました。 

 

今となっては、この事実を伝え
るために化学物質過敏症になっ



たのかもしれないとも思ってい
ます。 

 

素の⽖だけを 13 年間 
お⼿⼊れしてきたノウハウ 

さまざまな偶然が重なって、こ
れまでわたしが実際に⾃分の⾝
体で経験したことや、素の⽖だ
けを１３年間以上お⼿⼊れして
きた体験が本になりました。 

 



素の⽖のまま⾃分で⽖をお⼿⼊
れする⽅法を解説した「育⽖の
ススメ」が、２０１６年１２⽉
にマガジンハウスから出版され
ました。 

 

本の表紙には、わたしの素の
⽖、天然のクリアネイルが⼤き
く掲載されています。 

 

http://amzn.to/2f2IYx8


このお⼿紙の冒頭で挙げた、悩
みや不安がひとつでもある⽅
は、ぜひ、お近くの書店で「育
⽖のススメ」を探して、読んで
みてください。 

 

素の⽖のお⼿⼊れをメニュー化 
そして、もし何か⼼に響くもの
を感じたら、ぜひ購⼊して、効
果があるか無いか、あなたの⽖
で試してみてください。 

http://amzn.to/2f2IYx8


もしかしたら 1,620 円の投資
で、１４年前のわたしがそうだ
ったように、⽖の悩みや不安か
ら解放され、お客様が来なくな
るという悩みからも解放される
かもしれません。 

 

たとえば、次のような素の⽖の
お⼿⼊れをメニューに追加する
のはどうでしょうか。 

 



☑ジェルをお休みする素の⽖の
健康ケア 
☑素⽖の健康を取り戻すネイル
ケア 
☑ジェルもコート剤もしない⼆
枚⽖ 根本解決ケア 
☑深⽖・⽖噛みを改善する素⽖
ケア 

 

など、いろいろなメニューが⽤
意できると思います。しかし、
施術内容はどれも同じです(笑) 



「育⽖のススメ」を読んでみ
て、もっと詳しく育⽖を学びた
いと感じたら、ネイリスト限定
の育⽖トライアル講座にぜひご
参加ください。 

 

ただ、今回の募集には条件があ
ります。 

１．悩みや不安があるネイリス
トであること 
２．「育⽖のススメ」を読んで
いること 

http://amzn.to/2f2IYx8
http://ikuzume.jp/school/trial


３．参加した理由と感想の録⾳
を許可いただけること（顔も名
前も出ません） 
 
以上の三点を満たしている⽅で
す。同じ条件のもとに集まるネ
イリストさんたちなので、とて
も濃厚な回になるかもしれませ
ん。 

そのときにお会いできるのを楽
しみにしております。 

 



ネイリスト限定 
育⽖トライアル講座 

ステップ① 講座の詳細を確認 
 
ステップ② 申込前確認を送信 
 

ステップ③ ⾃動返信メールから
参加費をクレジットカードで⽀
払う 

 

ステップ④ 当⽇、受講する 

http://ikuzume.jp/school/trial
http://ikuzume.jp/school/trial/check


もし、迷ったり、悩んでいた
り、疑問があったら、 
070-5084-1603 にお電話くださ
い。朝 10 時から夜 9 時くらい
の間でしたら出られるかと思い
ます。 
 
わたしから掛ける分には通話料
が無料なので、⼀旦、お名前を
うかがった後に、折り返します
ね。もし出られなかった場合



も、着信履歴から折り返しま
す。 

 

お電話をお待ちしています〜。 

 

そして、あなたとお会い出来る
のを楽しみにしています〜。 

 
育⽖サロン ラメリック 

嶋⽥ 美津惠 
 



追伸 
ここまで読んでくださったあな
たに、お願いがあります。 

 

もし、このお⼿紙の内容を興味
深く感じたり、誰かの役に⽴つ
かもしれないと感じたら、あな
たのフェイスブックや LINE、ブ
ログやメルマガなどでこのペー
ジ http://ikuzume.jp/nailist を
シェアしていただけないでしょ
うか？ 

http://ikuzume.jp/nailist


このお⼿紙が誰かの悩みや不安
を解消するきっかけになれば嬉
しいですし、本を買っていただ
いたり、講座に参加していただ
けるのも、とてもありがたく、
嬉しいです。 

 

最後まで読んでくださって、あ
りがとうございます。 


