
◆⽩髪染め、カラー剤への不満の声
2018年1月25日~30日 リビングWebでのWebアンケートから

年齢 働き方 ヘアカラー剤についての不満、改善してほしい点
45 専業主婦 髪が傷む
45 パート・アルバイトワーク 髪そのものが傷む
45 パート・アルバイトワーク 洗い流す時にお風呂場が汚れてしまう。よくすすいだつもりでもタオルに⾊が残っていたりします。45 パート・アルバイトワーク 洗い流す時にお風呂場が汚れてしまう。よくすすいだつもりでもタオルに⾊が残っていたりします。

45 パート・アルバイトワーク 顔や床に付着するかもしれないという不安があること。準備が⾯倒なこと。後ろ等、⾃分で⾒えないところが染めにく
いこと。

45 専業主婦 泡タイプでも生え際が染まりやすいように、もう少し改善してほしい
45 専業主婦 髪が傷む
45 専業主婦 匂いのきつさは軽減してほしい

45 パート・アルバイトワーク ショートなので残せるタイプを増やしてほしい。トリートメントや⼿袋など付属品がない簡易版（詰め替えとか）を出
してほしい。

45 パート・アルバイトワーク より低刺激で痒み痛みが出ない物が欲しい
45 パート・アルバイトワーク ⽩髪染めした翌日の髪がにおう
45 そのほか ロングなので量を多い物を出してほしい
45 専業主婦 ⾊が⻑持ちしてほしい
45 パート・アルバイトワーク 頭⽪への刺激が少ないものがほしい
46 パート・アルバイトワーク 適量がよくわからない。
46 パート・アルバイトワーク テストがもう少し簡単にできるといいなと思う。
46 そのほか パッチテストを省けるようなのができてほしい
46 専業主婦 液体漏れ 思うような⾊に染まらない
46 パート・アルバイトワーク ⾊持ちをよくしてほしい。46 パート・アルバイトワーク ⾊持ちをよくしてほしい。
46 パート・アルバイトワーク 匂いが気になるものもある。
46 パート・アルバイトワーク プッシュしてコームから出して使うタイプのものは、均⼀に出てこなかったり、⾶び跳ねる時があるのが不満
46 パート・アルバイトワーク 染めた数日後、少し頭⽪が剥がれる時がある。染めた後にケアクリームがあればいいと思います。
46 専業主婦 泡タイプも、使い回せるようになって欲しいです。
46 パート・アルバイトワーク 生え際が⾊落ちしやすい
47 パート・アルバイトワーク 髪の傷みがひどい
47 専業主婦 ちょっとにおいがきついような気がする。タオルや洋服に⾊移りしてしまう点。
47 フルタイムワーク 無臭 使い易さ
47 パート・アルバイトワーク なかなか染まりにくい47 パート・アルバイトワーク なかなか染まりにくい
47 パート・アルバイトワーク ⾯倒くさい
47 パート・アルバイトワーク もう少し量を増やして欲しい。明るい⾊でも、きちんと染まるものが欲しい
47 パート・アルバイトワーク 商品によっては、髪が傷む
47 専業主婦 ⾶び散ったカラー剤はなかなか落ちない
47 専業主婦 日持ちを⻑くして欲しい。 放置時間を短くして欲しい
47 そのほか 額や首筋に⾊がつくのが困る
47 専業主婦 服を汚さなくするカバーもつけてほしい
47 フルタイムワーク 髪への伸ばしがスムーズになる
47 パート・アルバイトワーク 匂いをよくしてほしい、47 パート・アルバイトワーク 匂いをよくしてほしい、
47 パート・アルバイトワーク もう少し、短時間で染めたい。
47 パート・アルバイトワーク ⾊落ちが早い
47 パート・アルバイトワーク 髪全体にいきわたらしにくい。
47 専業主婦 頭⽪にダメージを与えて、髪の⽑が抜ける原因になりそうなので、頭⽪にあまり刺激のない商品を開発して欲しい
47 パート・アルバイトワーク ⾊持ちがよくないのがいちばんの不満
47 パート・アルバイトワーク 髪を傷めずに染められる製品が欲しい
48 フルタイムワーク ⾊もちをよくしてほしい
48 専業主婦 ⾊落ちが早すぎる
48 パート・アルバイトワーク 今使っているものに満足しています
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48 パート・アルバイトワーク 今使っているものに満足しています
48 そのほか におい
48 フルタイムワーク 待ち時間の⻑さ



年齢 働き方 ヘアカラー剤についての不満、改善してほしい点
48 専業主婦 カラー剤が洗⾯台にとんで 汚れてしまう事
48 パート・アルバイトワーク 髪が傷むような気がするので、髪に優しいカラー剤がほしい。
48 専業主婦 肌についたり⾶び散って壁や床についてしまったものが落ちにくい
48 専業主婦 ⼀回で使いきれないことが多いのが経済的じゃないなと感じます。

48 そのほか ⽩髪の根本を改善できる物にしてほしい。使い続けると⽩髪が減るとか。⽩髪と⿊い髪との、染まり具合がちがうの
で、上ばかり茶髪になり、変なとこ。使えば使うほど、禿げてくるんじゃなくて、逆に育⽑剤も⼊れといてほしい

48 パート・アルバイトワーク カラーガイドがどこも分かりづらい。⾊味表と実際の⾊が違うことが多い。48 パート・アルバイトワーク カラーガイドがどこも分かりづらい。⾊味表と実際の⾊が違うことが多い。
48 パート・アルバイトワーク もっと時間がかからないと良い

48 フルタイムワーク 家で染めるとしらないうちに床に⾶んで染まってしまっていることがあるので、家具などについたときの除去方法が知り
たい

48 パート・アルバイトワーク ⽩髪染めは、⿊っぽくなるので嫌だ
48 パート・アルバイトワーク 持ちが悪い。
48 フルタイムワーク 地肌から染めたいが、肌まで染まってしまう。
48 そのほか においがきついのが耐えられない
49 専業主婦 対応の⻑さを書いてほしい

1　濡れた髪にも使⽤出来る　シャンプーを終えた後すぐに染められる様にして欲しい　2　染めムラがない様に綺麗49 専業主婦 1　濡れた髪にも使⽤出来る　シャンプーを終えた後すぐに染められる様にして欲しい　2　染めムラがない様に綺麗
に染めたい・耳の上の辺りが必ず染まらない　3　髪が傷まない液剤にして欲しい

49 パート・アルバイトワーク 染め時間の短縮
49 そのほか ⾊抜けを減らしてほしい。
49 専業主婦 染め上がり
49 専業主婦 泡タイプとかに使い残せるようなものを作って欲しい
49 パート・アルバイトワーク 染まり残しにならず、匂いもきつ過ぎず、液だれしにくい、使いやすいもの

49 パート・アルバイトワーク 放置時間が⻑いのでもっと短いと嬉しい。髪や頭⽪への影響（ダメージ）が⼼配。セミロングで市販のひと箱分だと
いつもギリギリな感じ。もっとたっぷり使いたいので容量を増やしてほしい。

49 パート・アルバイトワーク 割とすぐに落ちてしまうので⻑持ちしてほしい49 パート・アルバイトワーク 割とすぐに落ちてしまうので⻑持ちしてほしい
49 専業主婦 どれがいいかよくわからない。 ⾊選びが難しい
49 パート・アルバイトワーク においがきついものがある。
49 パート・アルバイトワーク 匂いがきついのがとにかくダメです
49 フルタイムワーク ロング⽤、セミロング⽤、ショート⽤、など、⻑さによって値段を変えてほしい
49 パート・アルバイトワーク 価格を下げてほしい
49 フルタイムワーク においがきつい
50 専業主婦 綺麗に染まりにくい
50 専業主婦 プリームタイプの量をふやしてほしい
50 フルタイムワーク 髪の痛みを軽減させたい。地肌、頭⽪への着⾊。真尾の周りが⿊くなる50 フルタイムワーク 髪の痛みを軽減させたい。地肌、頭⽪への着⾊。真尾の周りが⿊くなる
50 専業主婦 まだまだ染めムラができてしまう。
50 パート・アルバイトワーク 沢⼭染める⼈⽤に、もう少し量が多いのがあればいいのになぁと思います。
50 パート・アルバイトワーク ある程度は⼿が汚れるとはわかっていても、やはり全く汚れない商品が開発されれば嬉しい。
50 専業主婦 ⻑持ちしないしっかり染まらない
50 専業主婦 もっと時短で染めれる物が欲しい
50 専業主婦 におい
50 専業主婦 少しでも⻑持ちする物を作って欲しい。
50 専業主婦 においがきついと思う
50 そのほか ⾚くなる、⽩髪はあまり染まらずに⿊いところが⿊々する。50 そのほか ⾚くなる、⽩髪はあまり染まらずに⿊いところが⿊々する。
50 パート・アルバイトワーク ツンとしたにおいを シャンプーのように良いにおいに してほしい
50 そのほか ⾊が定着しやすく⻑持ちしてくれること
50 フルタイムワーク 髪に良い品質
50 パート・アルバイトワーク ⾊落ち、どうしても生え際は早く⽩髪が目⽴つ、染まりにくさもある。頑張ると地肌も⾊がつくので難しい
50 専業主婦 頻繁に染めなくても、もちが良い。肌に優しい
51 専業主婦 ツンとした匂い 床などに 落としても 跡が残らない
51 専業主婦 顔回りの染まりが悪い。 顔回りのもちが悪い。
51 パート・アルバイトワーク 傷まない
51 パート・アルバイトワーク 時間短縮
51 パート・アルバイトワーク 染めたあとのギシギシする感じがなくなれば良い
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51 パート・アルバイトワーク 染めたあとのギシギシする感じがなくなれば良い
51 専業主婦 気をつけて染めてるけど他につくと取れないところ
51 専業主婦 ダメージを少なく。
51 専業主婦 どのメーカーも⾊もちが平均1カ月なので、３カ月くらいもってくれるとうれしいです。
51 フルタイムワーク におい

51 専業主婦 放置時間がもう少し短くなり、液剤が⼿や顔などの⽪膚に付かない（染まらない）物がほしいです。⾊落ちや⾊抜
けももっと⻑くしないものがあると嬉しいです。



年齢 働き方 ヘアカラー剤についての不満、改善してほしい点
52 パート・アルバイトワーク ⼿軽にできるとよい
52 フルタイムワーク 万⼈⽤だからだと思うが、持ちがとても悪い。
52 パート・アルバイトワーク 染めた後にしばらく、シャンプーの後カラー剤の汁がでる
52 専業主婦 臭い
52 パート・アルバイトワーク 香りがきつい。目にしみるのがある。
52 専業主婦 キレイに洗い落としたつもりでもタオルが汚れる。
52 パート・アルバイトワーク 匂いと染まりムラ52 パート・アルバイトワーク 匂いと染まりムラ
52 パート・アルバイトワーク もう少し⼿軽に塗りやすければいいかな。
52 パート・アルバイトワーク 生え際がよく染まらなくて、染めた後がっかりする。
52 専業主婦 もう少し⻑持ちしてほしい

52 パート・アルバイトワーク 伸びがよく、液だれしない、匂いが良い、早く染まる、シャンプーしたあと拭いたタオルに⾊がつかない、染めた髪の持
ちが良い。

52 パート・アルバイトワーク 肌や服についたらとりにくい
52 そのほか 全ての商品が使い残しは取っておけるようにしてほしい。⼿袋はいらないから安くしてほしい。
52 フルタイムワーク 染め時間が短いほうがいい
52 パート・アルバイトワーク チューブが硬いので柔らかく最後まで出し切れるようにしてほしい52 パート・アルバイトワーク チューブが硬いので柔らかく最後まで出し切れるようにしてほしい
53 そのほか もう少し放置時間を短くして欲しいです。
53 パート・アルバイトワーク 地肌に優しい材料を使ってほしい
53 専業主婦 液がたれて汚れないようにしてほしい
53 専業主婦 もっと⾊が持つようにしてほしい
53 専業主婦 ⽪膚についた場合は落としやすいほうがいい
53 専業主婦 放置時間がもう少し短いほうがいい
53 パート・アルバイトワーク カラーのバリエーションを増やしてほしい
53 専業主婦 むらなく染まってほしい
53 フルタイムワーク 髪の⽑以外に、⾊がつかないようになれば良い。53 フルタイムワーク 髪の⽑以外に、⾊がつかないようになれば良い。
53 専業主婦 洗⾯所が汚れる
53 専業主婦 明るめの⾊のとき、⽩髪と⿊髪で、全く違う⾊に染まってしまうことがある
53 パート・アルバイトワーク 臭いがきつい
54 パート・アルバイトワーク パサつきと匂いがきになる
54 専業主婦 放置時間の短いヘアカラーが、あれば、よいと思う。
54 専業主婦 １０分かかる
54 パート・アルバイトワーク 時間を短くしてほしい
54 パート・アルバイトワーク 香りがいいものがほしい
54 専業主婦 効果がもつ期間がわかりにくい54 専業主婦 効果がもつ期間がわかりにくい
54 フルタイムワーク ヘアにダメージを与えてしまう。⾊持ちがあまりしないこと。
54 そのほか 臭い　時間
54 パート・アルバイトワーク 放置時間を短くして欲しい
54 専業主婦 ⾊持ちが⻑いと良いです。
54 パート・アルバイトワーク ⾊持ちを良くしてほしい。
54 パート・アルバイトワーク 髪を短くすると、⼀箱のうち多くを持越します。保存できるものを選ばずとも次回利⽤できるようであってほしいです。
54 パート・アルバイトワーク もっと⼿軽に時短で染めたい
54 専業主婦 ⿊髪と同じような⾊にしっかりと染まってほしい。 好きなカラーバリエーションがほしい。 ⾊持ちがよいこと。
55 パート・アルバイトワーク ⾊落ちが早いところ。55 パート・アルバイトワーク ⾊落ちが早いところ。
55 フルタイムワーク ⻑持ちするのを教えてほしい
55 パート・アルバイトワーク 髪を傷めたくないです
55 パート・アルバイトワーク 髪の⽑が痛まないヘナがいいが⻑持ちしない。
55 専業主婦 洗⾯台やその周辺に着くと、取れないこと。
55 パート・アルバイトワーク 染め時間。⾃宅でカラー剤をつけて待っていると時間が⻑く感じる。
55 パート・アルバイトワーク 臭いが気になるので もう少し改善してもらえると嬉しいです。
55 パート・アルバイトワーク 残りは取っておけるものは、⼿袋を二枚つけてほしい。
55 専業主婦 すすぎを楽にして欲しい
55 パート・アルバイトワーク 使い残しをうまく使い切りたい。
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55 パート・アルバイトワーク 使い残しをうまく使い切りたい。
55 専業主婦 髪以外についた時（⽪膚、壁等）すぐに落ちるようにしてほしい。地肌に負担がかからないようにしてほしい。
55 パート・アルバイトワーク やはりカラーをした後は髪が傷むように思います。
55 フルタイムワーク ２剤あるタイプで⼀つのチューブが出しづらい。きれいに使い切れない。
55 パート・アルバイトワーク もっともちがよくなるといい。美容室に比べるとやはりもちが悪い。
55 パート・アルバイトワーク ⾊持ち期間を⻑くさせたい。
55 専業主婦 今以上に⾊持ちが⻑くなるように改良してほしいです。
55 フルタイムワーク 混ぜるのは⾯倒なのでそのまま使えると良いなと思う


