
 

 

 

⑥ 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 

 

 

 

⑤ 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 

 

 



 

 

⑦ 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 

 

 

 

 

⑧ 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 

 

 

 



 

 

⑨ 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 

 

 

 

 

⑩ 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 

 

 

 


