
 

フリガナ 

お名前 

お電話番号  

お勤めの屋号（店名） 

（返送先がお店の場合） 

 

郵便番号 〒 

ご住所  

メールアドレス（任意） 

ライン ID（任意） 

 

ハサミに異常がある場合にご連絡します。お電話が嫌な方はご記入ください。 

ラインをご希望の方はライン ID をお願い致します。 

 

注文のハサミの本数→ ・カットシザーズ   丁 ・セニング   丁 ・特殊シザーズ   丁 ・特殊セニング   丁 

□ご本人様のみ   □お友達も一緒の場合はお名前を下記へ 

1.ご本人様    丁 5.お名前           様   丁 

2.お名前         様   丁 6.お名前           様   丁 

3.お名前         様   丁 7.お名前           様   丁 

4.お名前         様   丁 8.お名前           様   丁 

 

当店のご利用は？ 

□初回 □3 ヵ月以内前に利用 □6 ヶ月以内前に利用 □1 年以内前に利用 □1 年以上前に利用 

当店を知ったきっかけは？ 

□インターネット □知人の紹介 □チラシ □D 

ご紹介の方はご紹介様のお名前をお願いいたします。（               様） 

ご職業 

□美容師   □理容師   □その他（           ） 

一ヶ月に切る人数 

□100 人以下 □100～200 人 □200～400 人 □400～600 人 □600～800 人 □800 人以上 

研ぎにだす頻度 

□1 ヶ月に 1 度 □2 ヶ月に 1 度 □3～4 ヶ月に 1 度 □6 ヶ月に 1 度 □1 年に一度 □1 年以上 

 

 

ストローク用 と スライドカット用は他の使用方法と両立できません。理由はストローク、スライドカットは逃げる刃

付けになるからです。（特にブラントカット、刈上、すくい刈り、あら刈り、仕上、ジカバサミ） 

 

 



 

① ハサミの持ち主 □1.ご本人様 □2.お友達 □3.お友達 □4.お友達 □5.お友達 □6.お友達□7.お友達 8.お友達 

ハサミのメーカー：                        サイズ： 

他のハサミとわかるようにしてください。（番号をハサミに付けてください、お願いします） 

現状で気になっている箇所 

□定期的な研ぎ □刃先が切れない □刃中が切れない □刃元が切れない □毛が飛ぶ □毛がひっかかる □毛が逃げる 

□毛がパクる（毛が切れずにハサミの中でペロっと折れる） □ハサミを落とした □刃欠けがある 

□その他（                                                  ） 

ハサミの使い方   スライド、ストローク用とその他の使い方の併用はできません。 

□ブラントカット（指間刈） □スライドカット □ストロークカット □チョップカット □すくい刈り □刈上げ 

□仕上げ刈 □あら刈 □押しジカバサミ □引きジカバサミ □押し,引き 両方ジカバサミ □セニング  

□その他（                                                   ） 

切れ味  □おまかせ  □症状の改善  □カットの用途に合わせて 

□優しく切れる     □ザクザクしっかり切れる 

( 引っかかり少ない→→→→引っかかる) 

スライド、ストローク用の場合のみ 

1.良く切れ  2.ある程度切れる  3.質感調整できるのであまり切れない 

Ａ.刃先だけ切れる  Ｂ.刃先～刃中で切る  Ｃ.その他（                       ） 

その他のご要望 

 

 

 

② ハサミの持ち主 □1.ご本人様 □2.お友達 □3.お友達 □4.お友達 □5.お友達 □6.お友達□7.お友達 8.お友達 

ハサミのメーカー：                        サイズ： 

他のハサミとわかるようにしてください。（番号をハサミに付けてください、お願いします） 

現状で気になっている箇所 

□定期的な研ぎ □刃先が切れない □刃中が切れない □刃元が切れない □毛が飛ぶ □毛がひっかかる □毛が逃げる 

□毛がパクる（毛が切れずにハサミの中でペロっと折れる） □ハサミを落とした □刃欠けがある 

□その他（                                                  ） 

ハサミの使い方   スライド、ストローク用とその他の使い方の併用はできません。 

□ブラントカット（指間刈） □スライドカット □ストロークカット □チョップカット □すくい刈り □刈上げ 

□仕上げ刈 □あら刈 □押しジカバサミ □引きジカバサミ □押し,引き 両方ジカバサミ □セニング  

□その他（                                                   ） 

切れ味  □おまかせ  □症状の改善  □カットの用途に合わせて 

□優しく切れる     □ザクザクしっかり切れる 

( 引っかかり少ない→→→→引っかかる) 

スライド、ストローク用の場合のみ 

1.良く切れ  2.ある程度切れる  3.質感調整できるのであまり切れない 

Ａ.刃先だけ切れる  Ｂ.刃先～刃中で切る  Ｃ.その他（                       ） 

その他のご要望 

 

 

 



 

③ ハサミの持ち主 □1.ご本人様 □2.お友達 □3.お友達 □4.お友達 □5.お友達 □6.お友達□7.お友達 8.お友達 

ハサミのメーカー：                        サイズ： 

他のハサミとわかるようにしてください。（番号をハサミに付けてください、お願いします） 

現状で気になっている箇所 

□定期的な研ぎ □刃先が切れない □刃中が切れない □刃元が切れない □毛が飛ぶ □毛がひっかかる □毛が逃げる 

□毛がパクる（毛が切れずにハサミの中でペロっと折れる） □ハサミを落とした □刃欠けがある 

□その他（                                                  ） 

ハサミの使い方   スライド、ストローク用とその他の使い方の併用はできません。 

□ブラントカット（指間刈） □スライドカット □ストロークカット □チョップカット □すくい刈り □刈上げ 

□仕上げ刈 □あら刈 □押しジカバサミ □引きジカバサミ □押し,引き 両方ジカバサミ □セニング  

□その他（                                                   ） 

切れ味  □おまかせ  □症状の改善  □カットの用途に合わせて 

□優しく切れる     □ザクザクしっかり切れる 

( 引っかかり少ない→→→→引っかかる) 

スライド、ストローク用の場合のみ 

1.良く切れ  2.ある程度切れる  3.質感調整できるのであまり切れない 

Ａ.刃先だけ切れる  Ｂ.刃先～刃中で切る  Ｃ.その他（                       ） 

その他のご要望 

 

 

 

④ ハサミの持ち主 □1.ご本人様 □2.お友達 □3.お友達 □4.お友達 □5.お友達 □6.お友達□7.お友達 8.お友達 

ハサミのメーカー：                        サイズ： 

他のハサミとわかるようにしてください。（番号をハサミに付けてください、お願いします） 

現状で気になっている箇所 

□定期的な研ぎ □刃先が切れない □刃中が切れない □刃元が切れない □毛が飛ぶ □毛がひっかかる □毛が逃げる 

□毛がパクる（毛が切れずにハサミの中でペロっと折れる） □ハサミを落とした □刃欠けがある 

□その他（                                                  ） 

ハサミの使い方   スライド、ストローク用とその他の使い方の併用はできません。 

□ブラントカット（指間刈） □スライドカット □ストロークカット □チョップカット □すくい刈り □刈上げ 

□仕上げ刈 □あら刈 □押しジカバサミ □引きジカバサミ □押し,引き 両方ジカバサミ □セニング  

□その他（                                                   ） 

切れ味  □おまかせ  □症状の改善  □カットの用途に合わせて 

□優しく切れる     □ザクザクしっかり切れる 

( 引っかかり少ない→→→→引っかかる) 

スライド、ストローク用の場合のみ 

1.良く切れ  2.ある程度切れる  3.質感調整できるのであまり切れない 

Ａ.刃先だけ切れる  Ｂ.刃先～刃中で切る  Ｃ.その他（                       ） 

その他のご要望 

 

 

 


