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【推奨環境】 

この E-book上に書かれている URL はクリックできます。できない場合は最新の

AdobeReaderをダウンロードしてください。（無料） 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

【著作権について】 

この E-bookは著作権法で保護されている著作物です。 

下記の点にご注意戴きご利用下さい。 

 

この E-bookの著作権は作成者に属します。 

著作権者の許可なく、この E-bookの全部又は一部をいかなる手段においても

複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 

この E-bookの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。 

この E-bookは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の

全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁

じます。  

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時

は、関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段に

よる解決を行う場合があります。 

この E-bookに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前

許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有しま

す。 

この E-bookの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等が

ありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことを

ご了承願います。 

この E-bookを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・パー

トナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 
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■はじめに■ 

① ある日突然、体の一部をなくすということ 

病を克服したり、事故で奇跡的に一命をとりとめたとしても、体

の一部が。まして見える場所を失うことになれば、その辛さを抱

えて生きていくことは決して容易ではないでしょう。 

 

 

② 他人と違うのは個性？ 

昨今では、他人と違うことが「個性」とみなすような動きが活発

です。とは言え、長年抱えてきたコンプレックスを、「よし！明日

から前向きにとらえよう」とはなりにくいですよね。 

他人からは些細なことに見えるかもしれませんが、本人には深刻

です。 

 

 

③ エピテーゼって何？誰が使うの？ 

エピテーゼとは、外見にコンプレックスがある方が「見た目」と

「こころ」を取り戻し、自信をもって日々を送るためのアイテム

です。 

事故で指先をなくされた方や、生まれつき指が短い短指症の方、

乳がんで乳房をなくされた方などが主なお客様です。 

主に見える部分に使うため、「鏡で見るのも怖くない」「毎日気分

が良い」と自分をご機嫌にできます。 

 

 

④ エピテーゼが創る未来  

エピテーゼは自分らしさを取り戻し、美しくなるためのアイテム

です。 

将来は指や乳房だけでなく、鼻を高くしたい、唇をふっくらさせ

たいなどといったメスを使わない美容整形のひとつになるかもし

れませんね。 
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■Chapter.1■この仕事を始めたきっかけ 

私は２０１７年からエピテーゼ専門サロンをスタートしました。脱

サラしてサロンを始めるまでに、２回“きっかけ”があり、今に至

ります。 

 

前職は歯科技工士という、入れ歯や差し歯をつくる仕事をしていま

した。 

 

最初にエピテーゼとの出会いは、歯科技工士としてもっとスキルを

磨きたいと思い向かったアメリカでした。社内研修で向かった大学

病院の中で、元兵士であろう２０代後半の男性を見かけたときです。 

彼は戦争の負傷で、左目・頬・耳がありませんでした。 

 

その時の私は、事故や病気で負傷しても、手術すればすべて治り元

通りになるものだと思っていました。 

しかし、現実は違っていました。 

 

外見は社会生活を送るうえで重要な部分です。 

 

顔の半分がなくなった状態で生活しなくてはいけない苦痛から救っ

たのが「エピテーゼ」でした。 

 

私が見学させてもらったのは、顔面のエピテーゼに「色付け」を施

している場面で、少しずつ「本物」に近づいていく変化に、これま

で感じたことのない感動と驚きがありました。 

 

今でも目に焼き付いていて忘れられない光景が、彼が出来上がった

自分の顔を鏡で見た瞬間、家族と泣きながら抱き合って喜んでいる

姿です。 

絶望の淵から救ったのは、本人はもちろんのこと、その家族や周り

の人たち。もらい泣きをしながら、なんて素敵なお仕事なんだろう！

って思ったのが最初のきっかけでした。 
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２度目のきっかけは、友人と何気ない会話の中でした。 

 

帰国後、アメリカで見学したエピテーゼのことが忘れられずにいた

とき、たまたま通える範囲で学校があることを知りました。すぐに

申し込み、ある程度スキルアップしていたころ、久しぶりに友人と

再会。 

 

話の流れで、「今エピテーゼっていうものを習う学校に通っているの」

と伝えたところ、友人は神妙な顔になり「数か月前に乳がんになり、

左胸をすべて取ったところなの。病院の先生も（エピテーゼの事を）

教えてくれなかった。あなた、作れるのなら私と同じように辛い思

いをしている人たちの力になってよ」と。 

 

エピテーゼは、歯をつくるのと似ています。そのころの私は、将来

や職場への不安があり“何か”を探していました。 

 

友人の一言が発端となり、自分のスキルで誰かを笑顔にすることが

できるのならば素敵だな。人生一度きりだし、やってみよう。そう

思い起業しサロンをオープンさせました。 

 

サロンにしようと思ったのは、エピテーゼを身近に感じてほしく、

外見に悩む方たちにオシャレを楽しんでもらいたいと思ったからで

す。 
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なぜお医者様も知らないの？ 
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■Chapter.2■なぜお医者様も知らないの？ 

当サロンには多くのご相談者がいらっしゃります。医療関係者の方

もいらっしゃります。 

しかし皆さま、口を揃えて「知らなかった。病院で相談しても教え

てくれなかった」とおっしゃります。 

 

では、なぜエピテーゼは病院で紹介されないのでしょうか？そこに

は日本の医療制度の考え方が関わってきます。 

 

 

① 日本の医療制度とは 

日本の医療制度は、命に関わることを主に考えます。そのため、病

気などで悪いところを取ったら「治療は終わり」と考えます。 

ケガや病気で「見た目」が変わってしまったとしても、「命があるの

だから気にしないように」というのが日本の医療制度です。 

 

なので、治療が終わったあとの情報はお医者様は管轄外なのでエピ

テーゼのことは知らないんです。 

 

では、少し視野を広げてみてみましょう。 

 

② フランスでは外見の変化に対しても保険適応 

フランスでは、日本と同じように医療保険制度があります。 

ですが、日本との違いは病気による「外見の変化」に対しても保険

が効くことです。 

できる限り「元の姿に戻った」ときに初めて「治療が終わり」と考

えるためです。 

 

 

日本の病院では、傷が治った先のことは管轄外。だから相談しても

冷たい対応をされて終わってしまうのです。 
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■Chapter.3■ 

エピテーゼとは 
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■Chapter.3■エピテーゼとは 

エピテーゼとは、事故や病気で体の一部をなくされた方に「見た目」

と「こころ」を回復し、美しくなるためのアイテムです。 

オーダーメイド製で、一人一人のお悩みや用途に応じてカスタマイ

ズができます。 

 

エピテみやびでは、 

「お指のエピテーゼ」と 

「お胸のエピテーゼ」の 

２つを主にサービスさせていただいています。 

 

では、詳しくご紹介していきますね。 

 

 

１， エピテーゼの特徴 

・取り外しができる（手術が要らない） 

・お風呂でも使える 

・シワやほくろなど再現性が高い 

・ヒトの肌と同じように柔らかい 

 

 

【メリット】 

・プライベートサロンだから誰にもバレない 

・ゆっくり相談ができる 

・最短１～２か月で出来上がる 

・女性施術者が対応 

 

 

【デメリット】 

・保険が効かない 

・定期的なメンテナンスが必要 
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２，お指のエピテーゼ 

お指のエピテーゼは、「指サック」のようにはめるため、第一

関節・第二関節が残っている方でないとお創りできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【メリット】 

・自然な形とフィット感 

・ネイルも楽しめる 

・水に強い 

 

【デメリット】 

・定期的なメンテナンスが必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCBMRXyUB6dbQptBrgoACI-A
https://www.instagram.com/epithemiyabi/
https://www.facebook.com/epitemiyabi
https://twitter.com/epite_miyabi


 

  

エピテみやびを応援してください 

www.epitemiyabi.jp  

３．お胸のエピテーゼ 

お胸の形は千差万別です。ですからエピテーゼをどんな場面でご利

用したいかヒアリングしながら二人三脚でお創りしていきます。 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

【メリット】 

・付けたまま温泉に入れる 

・自然な柔らかさ 

・痛い手術が要らない 

 

 

【デメリット】 

・定期的なメンテナンスが必要 
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よくある質問 
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■Chapter.４■よくある質問 

 

Ｑ：毎日外しますか？ 

Ａ:はい。お休みになるときはエピテーゼも一緒に休ませてあげまし

ょう。 

 

Ｑ:人前で取れないか不安です 

Ａ:お一人ひとりに合わせてサイズを測って、おつくりしますのでご

安心ください。 

 

Ｑ:人体と同じですか？ 

Ａ:エピテーゼは人工的なものですので、動いたり感覚が戻ることは

ありません。 

 

Ｑ:受け取りまでの期間はどれくらいですか？ 

Ａ：お指もお胸も、約１～２か月ほどです。 

 

Ｑ：何度も通わないといけませんか？ 

Ａ：ひとつひとつの工程をお客様と確認しながら進めますので、約

４～６回ほど来店が必要になります。 

 

Ｑ：予約が必要ですか？ 

Ａ：プライバシー配慮のため、１日２名様限定となっております。

お手数をおかけしますが、ご予約をお願いします。 

 

Ｑ：男性でもお願いできますか？ 

Ａ：もちろんです。指先のお悩みは男性の方も多いです。安心して

お越しください。 

 

Ｑ:お値段はいくら？ 

Ａ：会員登録してくださると、料金を確認することができます。時々

キャンペーンを行ってますので「エピテみやび」のホームページを

ご覧ください。 

https://www.youtube.com/channel/UCBMRXyUB6dbQptBrgoACI-A
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エピテーゼは美容の一部 
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■Chapter.５■エピテーゼは美容の一部 

エピテーゼはインパクトのある見た目から、重く考えてしまう方が

多いように感じますが、メイクやお洋服と同じ“美容”“ファッショ

ン”の一部です。 

目が小さい、鼻が低いなどのお悩みは、メイクで美しく整えられま

すよね。体型もお洋服で隠したりしますよね。エピテーゼも同じで

す。見た目こそ違えど同じオシャレを楽しむアイテムです。 

 

 

① 「美」は生きる活力 

身だしなみを整えるというのは、自分自身をキレイに見せるという

意味だけでなく、相手に対して失礼にならないように気を配るとい

う意味があります。さらに、自分自身の気持ちを切り替えるメリッ

トにもつながります。 

 

例えば、指先に好きな色をのせたネイルを見るだけでも気持ちが和

らぎますよね。朝起きて髪型が決まった時は一日晴れやかな気持ち

になりますよね。また、新しいお洋服や靴、カバンを使った日はウ

キウキしますよね。 

美しさは生きる活力につながります。 

 

 

② 美はサロンでつくる 

あなたは身だしなみを整えたい。キレイになりたいと思ったらどこ

へ行きますか？ 

髪の毛なら美容室へ。お洋服ならお洋服屋さんへ。お化粧品ならデ

パート。それぞれ専門点に行ってプロフェッショナルの人にお手伝

いしてもらいますよね。 

 

エピテーゼも同じです。 
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では、埼玉県に住む７０代の女性のお客様とのやり取りの場面をご

紹介します。 

 

彼女は５０年以上前に仕事中に指先をなくされました。これまでコ

ンプレックスを感じて毎日辛い日々を送っていました。 

テレビで知り、お問い合わせしてくださりました。 

 

ご相談を受けると、人生が終わる前までにネイルをしてみたいとい

うご要望。 

私はネイルチップを数種類ご用意し、ひとつひとつ指に乗せながら

指のエピテーゼをおつくりしました。 

「この色良いわね。ちょっと派手すぎない？」「指輪もどうですか？」

「今年の流行りはこのカラーらしいですよ」なんておしゃべりしな

がら、女子トークで盛り上がります。 

 

お客様の肌に合わせて、エピテーゼを着色し、最後にご希望のネイ

ルを施しました。出来上がった瞬間の彼女の笑顔は、１０代の少女

のようでした。 
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■Chapter.６■外見の回復は心の傷を癒すきっかけ 

自分の容姿に自信が持てないと、 

・友人や好きな人と関わることや、日々の活動をあきらめてしまう 

・自分の意見が言えず消極的になる 

・他人から愛されないのではと不安になる などが起こります。 

 

自分の容姿に自信が持てないことで、多くのチャンスを逃している

のだとすれば、とても悲しいことです。 

エピテみやびでは、美しさは不安だけでなく、自信の源であるべき

だと信じています。誰もが自身をもって成長し、前向きに過ごせる

よう、外見のコンプレックスから解放された社会をめざしています。 

 

１， 文字に綴られた壮絶な幼少期  

お指のエピテーゼをお創りになった、５０代女性のエピソードをご

紹介させていただきます。 

 

“小学校５年生の時に右手人差し指の第一関節から先を事故で失い

ました。そこから周りの人たちの態度が変わり、私の夢も失いまし

た。 

 

大好きだった音楽の授業。リコーダーの課題曲を、切り取られた指

で吹いた。苦痛でしかなかった。 

心無い同級生からは「キモイ」と言われ、人と関わることが怖くな

り不登校になり、生きていることがとても辛かった。 

 

家にこもる私に父親は手を上げ、母親からは「キチガイ」と罵られ

た。 

たった２センチにも満たない肉片。在るのと無いのでは天地の差。

何をするにも付きまとう劣等感と絶望。 

心の病を発病し、薬を飲まないと生活ができない日々を送っていま

す。“ 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCBMRXyUB6dbQptBrgoACI-A
https://www.instagram.com/epithemiyabi/
https://www.facebook.com/epitemiyabi
https://twitter.com/epite_miyabi
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２，７０歳を過ぎて青春を生きる 

 お指のエピテーゼをお創りになった、当時７２歳の男性のエピソー

ドをご紹介させていただきます。 

 

“今から５２年前、当時２０歳でした。プレス工場で働いていると

きに右手の人差し指を失いました。 

それから現在に至るまで、５２年間人前で右手を出すこと、使うこ

とが嫌で嫌で、たまらなく苦痛でした。 

 

エピテみやびさんを知ってから、「これで人生が明るくなる！」と思

いました。あと何年か早く先生と巡り会っていたならば、もっと違

う人生を歩むことができたのでは？と思いますが、元気なうちは味

わえなかった青春を楽しもうと思います。 

 

私の指は、わずか１か月ほどで完成し、まるで本物の指のようでし

た。精神的な不安も軽減され、行動範囲も広がりました。 

同じように悩まれている方は勇気をもって相談しに行ってみたらい

かがでしょう？毎日楽しく行動しています。“ 
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■Chapter.７■ 

エピテーゼにも限界がある 
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■Chapter.７■エピテーゼにも限界がある 

エピテーゼは万能の神ではありません。できること、できないこと

があります。 

よく義肢装具と間違えてご相談をいただきますが、申し訳ありませ

ん。「腕」や「足」といった大きなパーツをお作りすることはできま

せん。 

 

一番辛いのは、地方に住んでいてサロンまで行けないけど辛く

て・・・と泣きながらご連絡を受けたとき。今すぐお創りしてあげ

たい気持ちは山々ですが、もどかしさが募るばかりです。 

 

 

１，もどかしさをバネに 

そこで、悩まれている方が気軽に相談できるように、全国にエピテ

ーゼ専門サロンをたくさんつくろう！と思い、スタートしたのが「エ

ピテスクール」です。 

エピテみやびでは、エピテーゼをご提供するサロンの他に、技術者

を育成するスクールを始めました。 

ちなみに、エピテーゼを創る技術者を「エピテニスト」と言います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCBMRXyUB6dbQptBrgoACI-A
https://www.instagram.com/epithemiyabi/
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■最後に■ 

エピテみやびが創る未来 
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■最後に■ 

エピテみやびでは、２つの目標を掲げています。 

１． エピテーゼを通じ、コンプレックスを前向きにし、だれもが輝

ける未来をお創りすること。 

２． エピテニストとして、経験やスキルを活かし、きちんとしたお

仕事として女性が活躍できる場をお創りすること。 

 

１． ボランティアでない活動 

エピテーゼはボランティア活動ではありません。きちんと対価をい

ただくお仕事です。これを「ソーシャルビジネス」といいます。 

ソーシャルビジネスとは、社会問題の解決を目的とした事業で、環

境問題から貧困、差別など多岐にわたります。最大の特徴は、寄付

などに頼らず収益を上げ、継続的な社会支援を可能にしている点で

す。 

 

 

２．女性の自立と社会進出 

エピテニストは、女性に向いているお仕事です。女性は男性と比べ、

色彩を判別する能力が優れていると言われます。 

毎年、化粧品会社から多くの新色が出ますよね。微妙な色彩のリッ

プやアイシャドーは男性から見たら一緒に見えるそうです。 

また、乳房などデリケートな部分を扱います。同性にしかわからな

い悩みの相談は同じ女性にしたいですよね。 

 

エピテーゼはお客様の大切なお身体の一部で、コンプレックスを前

向きに変えるとても重要なものです。お客様が何にお困りで悩まれ

ているのか、コミュニケーションを取りながら二人三脚でカタチに

していきます。エピテニストはスペシャルな技術に加え、コミュニ

ケーション能力も必要です。 

 

女性の体やメンタルは、ライフステージことに変化します。女性に

しか経験できないことやあなたのスキルを活かし、同じお悩みを抱

えているお客様の支えとして活躍できるのがエピテニストです。 

https://www.youtube.com/channel/UCBMRXyUB6dbQptBrgoACI-A
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３．最後に 

エピテみやびでは、外見のコンプレックスで悩まれる方にエピテー

ゼを通じて幸せになって頂くことを目的としています。またご自身

の経験やスキルを活かし、それをお仕事に繋げられるよう女性の社

会進出のお手伝いしています。 

 

エピテーゼを通じ、一人一人が輝ける未来をお創りします。 

 

 

 

 

 

エピテみやびでは、一緒にエピテーゼを広めてくださる仲間を募集

しています。興味深いな、いい活動だなと思われたらシェアや記者

様、そして悩まれている方にお伝えしてください。 

 

 

 

●エピテーゼ専門サロン「エピテみやび」● 

https://epitemiyabi.jp/ 

 

●スクール「エピテスクール」● 

https://epiteschool.net/ 

 

https://www.youtube.com/c/エピテみやび  

 

https://www.instagram.com/epithemiyabi/ 

 

 

https://epitemiyabi.jp/appointment/ 
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https://www.facebook.com/epitemiyabi
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https://www.instagram.com/epithemiyabi/
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■メディア実績■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細はエピテみやびのホームページをご覧ください。 

 

 

テレビ放送は YouTubeからご覧いただけます。 

↓↓↓クリックしてご視聴ください↓↓↓ 

https://www.youtube.com/channel/UCBMRXyUB6dbQptBrgoACI-A
https://www.instagram.com/epithemiyabi/
https://www.facebook.com/epitemiyabi
https://twitter.com/epite_miyabi
https://epitemiyabi.jp/media/
https://www.youtube.com/channel/UCBMRXyUB6dbQptBrgoACI-A

