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Hair&Make up 津田 繭 
　　　　　　　（ジャックモアザン横浜店）

TOPICS
◉SOCIEの最新TOPICSをお届けします

２０１８年５月
リニューアルで、何もか
もがバージョンアップし
ております。
お店の雰囲気は、海外で
も話題になっている「イ
ンダストリアル」を採り
入れています。
生まれ変わった橿原店にぜひ
ご来店ください☆☆☆

店長：阿部 美幸

春・夏に明るいカラーを楽しんだ！
秋・冬のヘアカラーはどうしようかなと悩んでいたら
これ！
透明感や透け感は残しながら、上品なトーンダウン☆
ショコラブラウンがオススメです！

　カラーリスト：瀬川 遥

お気付きになりましたでしょ
うか？
ソシエオリジナルの香りが
サロン展開を開始しました。

思わず深呼吸したくなるよ
うな贅沢な香りが、皆様を
ハッピーループで包みます。
※一部店舗を除きます。

台湾ソシエヘアー 新光三越 信義新天地A４店 
幅広い世代から人気の大型ショッピングモール内のサ
ロン。おしゃれで女性向けなエリアA４階にあります。

SOCIE橿原店 ☆祝リニューアル☆ カラーリスト厳選2018-19秋冬ヘアカラー

海外店舗情報 SOCIEの香りに包まれて

De-Gray Color
◉今人気の白髪を生かしたヘアカラー

今、白髪を生かすという選択。 

白髪染め。それは白髪をなかったことにするということ。 
いつしかそれはルーティンワークとなり、オシャレを楽しむという思考か
らヘアカラーが抜け落ちてしまいます。 
でも、白髪を受け入れてみたらどうでしょう？ 
白髪を生かしたヘアカラーができるとしたらどうでしょう？ 
SOCIEは提案します。白髪染めもデザインできるということを。 

そのままの自分を受け入れる。 
年齢を重ねるって美しい。 
そんな想いも込めて、SOCIE 脱・真っ黒宣言！

 CAN DO AT HOME
秋は抜け毛の季節！今夜からできるヘアケア術　　　　　　　　　 ◉家で出来るシリーズ
秋は、一年の中で最も抜け毛が多い季節。 
そこで、シャンプー前に採り入れたい３つのケアをご紹介！ 
①髪の長い人は、シャンプー前に毛先のほうから髪の絡みを取るようにブラッシングする。 
②首を前後左右に倒し、頭と首の付け根あたりを軽くストレッチ。頭皮の筋膜を緩める。 
③耳を掴んで上下に軽くイタ気持ちいい程度に引っ張ったり、掴んだまま軽く回すことで、
頭皮の筋膜を緩める。 
シャンプー前のケアにより、血行が促進されて頭皮環境が整えられ、シャンプー時の頭皮の
汚れをより洗浄する効果も高まります！　　　　　　　　　　チーフセラピスト：金子 麻実 

BRAND DATA 

SOCIEの最新情報はこちら　 
　　iPhoneはカメラから 
　　スマホはQRアプリから 
　https://hair.socie.jp

感性と技術は、 
世界のトレンドとともに

温室のような空間で、 
心地よいリラクゼーション体験を

Holistic Beauty 
大人のための上質な空間

 
美と植物化学を追及する「アヴェダ」
と「ソシエ」が融合したコンセプト
サロン

家族の毎日の生活に、 
新しいファッションの風を

新メニュースタート！
SOCIE hair

ストーリーズ カラー 
Jacques Moisant

アリューム 
SOCIE AVEDA

シャイン カラー

「今まで白髪染めは
濃いカラーしかできない

と思っていたので、白髪を
明るく生かすカラーにチェ
ンジしてからは、白髪に対
するストレスもなくなりま
した。何より知り合いの方
達からカラーを褒められる
のがとても嬉しいです。」

お客様の声 「前髪に
白髪が多く、

いつもしっかり白
髪が染まるカラー
を提案されていた
のですが、少し伸
びてきたらすぐに

白髪が気になるのがすごくストレスでした。 
白髪を活かすハイライトをするようになってからは、白
髪が伸びてきても全くストレスに感じなくなり、むしろ
前髪は白髪のままでも大丈夫になりました。」

お客様の声協力 
チーフカラーリスト：森上 裕也

Change my 
style! 
’18-’19 AW

Feat
ure

https://hair.socie.jp
https://hair.socie.jp


 Reage                                                                                                  The Style Pro

 SALON PICK UP
◉SOCIEの幅広いサロン展開。個性豊かな各サロンの情報をとって出し！

ソシエ ヘアー 宇都宮店 

宇都宮店で、今一番HOTなスタッフ！ 
SOCIE BEAUTY GRAND PRIX 2018ヘアーアシスタント 
ウィッグ ヘアーデザイン部門で特別賞を受賞！！！ 
彼女の中で美容に対するモ
チベーションが
グ～～～～～～～～～～～
～～～～～ン⤴⤴と、さら
に上がり、クリエイティブ
チームへの参加を希望！ 
今秋開催の、TOKYO HAIR 
BEAUTY CONGRESS参加
決定！！Under-25ウィッグ
部門でグランプリしか見え
ていない！！！ 
いま、宇都宮店で一番ノリ
に乗っているスタッフ 
それが・・・ 
アシスタント2年目 

佐藤 望さん 

です！！！ 
応援よろしくお願いしま
す！　　　 

店長：鈴木 達也

　2018-19AWトレンドから３つのオススメ！ 
 ポイントに８０’s♪ 

  
センターパートで作るボブが 
トレンドの予感♡ 

  

ビッグジャケット 
ハンサムチェック 

　　　　　　　　　　　　　　　　　  店長：竹内 美樹

いつも、ソシエグループをご愛顧いただき誠にありがとうございます。
今年もあと2か月を残すところとなりました。2018年、1年を振り返りますと、スポー
ツ界のパワハラ問題や政界の不祥事、各地での災害など、明るいニュースが少なかった
のではないかと感じております。
皆様にとっては、どんな一年をお納めになることでしょうか？ソシエが、ほんの小さな
幸せでもお客様へお送りできているのであれば幸いです。

さて、ソシエグループでは本年大きな取り組みを行っております。日本一働きやすい職
場を目指し、『働き方改善』を遂行しております。ご存知の方も多いかと思いますが、
美容室の労務環境は昔から劣悪と言われており、退職・転職は他の業界と比べはるかに
多いのが現状です。又、結婚・出産などをきっかけに、長時間労働の美容室勤務は諦め
るしかないと、泣く泣くリタイヤする人も沢山おりました。
一昨年、日本一働きやすい職場を目指しているMIグループの一員になったことをきっか
けに、ソシエグループでも、出産育児制度・労務時間・トレーニングのあり方・手荒れ
サポートなど、スピード感を持って大きく改善を進めております。
お客様におかれましては、それら改善の一環でご不便をお掛けしていないかと心苦しく
感じておりますが、スタッフのモチベーションアップの先に、さらなるお客様の満足向
上があることを切に願っておりますのでどうぞ、ご理解の程よろしくお願い申し上げま
す。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘアー事業部長　　大椛　隆文

さあ、たがやそう！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　◉SOCIEは、24時間週7日あなたを応援します
良い野菜は良い土壌から。 
髪の毛も同じこと。良い髪の毛は良い頭皮から。 
髪のエイジングケアを真剣に考えれば、行き着く先は「頭
皮」。 
新しく生まれ変わったReage（リアージュ）シリーズは、こ
だわりのコンセプト処方により、革新的なアイテムとなりま
した。 
「毎日使い続けるもの」だからこそのこだわりが詰まってい
ます。 
頭皮環境ケア、してみませんか？ 

※エイジングケアとは年齢に応じた化粧品等によるケアを指します。

SOCIE

JM 銀座店発ヘア

ふんわりかきあげるよ
うな柔らかさ、ウェー
ブスタイルは色々なコー
デと相性抜群！ 
強めのパーマも◎

ネイル

トレンドのレオ
パード柄を指先
や襟元に♡

ソシエ アヴェダ 千葉店 
先端を行く美容師の働き方 
美容師の労働環境は過酷、長時間といったイメージが一般
的のようです。 
しかし！先端を行く美容師の働き方はそうじゃない！！ 
というところを、小高さんに見せてもらいましょう！ 

　 

AVEDAジャック モアザン 奈良店 

フォトギャラリー 
ジャックモアザン 奈良店では、スタッフがパリへ行った際
に撮った写真を店内に飾っています。 

素人の撮った写真ですが、とてもお客様に好評で、欲しい
という方にはプリントして差し上げています。 

写真の数もいっぱい
あるので時々替える
のですが、気が付い
ていただけるお客様
もいらっしゃって嬉
しいですね。 

「この写真はパリのどこどこで撮ったんですよ」など、場
所やそのときの雰囲気など会話が弾み、喜ばれています。 

店長：田中 俊介

JM

ファッション

コンセプト処方 
□最先端クラスの皮膚科学・再生医療理論×ファイトケ
ミカルのメカニズムに着目！ 
　髪と地肌の「元気な環境」をとことん追求した成分
でシャンプーしてしまいましょう！ 
□コンセプト水 
　頭皮の気になる臭いもさっぱり洗い流す！ 
□菌活 
　ビフィズス菌培養溶解質配合！頭皮環境を継続的に整
えます！

オープン40分前が始業時間。 
朝から笑顔がキュートです！ お店がオープン！

今日も最高の仕
事でおもてなし！

ご飯食べられないっ
ていつの時代？ 
私たちは食べます！

お店は常に
キレイに！
効率よく質
を維持！

閉店とと
もに終業。
プライベー
トも充実
していま
す☆

カラーシャンプーの改善
も好評を頂いております！
プロとして常に質の高さ
を追求しています！ 
MG：伊東 昌彦

VOICE

協力 
ヘアケアマイスター：井坂 龍騎


