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美容室の鏡に写ったあなたのお悩みは？
ヘアの悩み、お肌の悩み、身体の悩み…
年齢や季節によってもまた違った悩みが生まれてくるもの。
そんな「お悩み」を解決する心強いアイテム、
それは、サロンで使用しているプロユースのアイテムや化粧品です。
普通のお店ではなかなか買えないビューティアイテムの力をぜひご自宅でも体感してみてください。

ご自宅で使える
プロユース  ビューティアイテム
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スチームをたっぷり含むから、うるおいと
ツヤのあるスタイリングが1日中続く！
スチームで水分を補給しながら巻くから、1日中うるおったツヤカールが持続。毎日巻いて
も髪ツヤツヤ！ 傷みが気になる方ややわらかい髪質の方にもおすすめです。使い方もカンタ
ンで、約5秒で温まるカーラーを髪に巻いてクリップでとめるだけ。カーラーをつけている間
にメイクや支度ができるから忙しい朝にもピッタリ！ 朝の支度もスピーディに決まります。カー
ラーの太さと放置時間を変えればスタイルも自由自在なので、家族みんなで使えます。水道
水でOKな上、本体も445gと軽量コンパクト、専用ポーチも付くから、旅行にも便利です。 More Info

 美容Q&Aで見つける

お悩み解決アイテム

毛先の傷み（ダメージ）が気になる！
けれど巻髪をつくり続けたい。
なにか良い方法がありますか？

スチームをたっぷり含んだ

「ビナールモイスチャーカーラー」を使って

「うるツヤ」髪に！

1

みなさんの美容に関するお悩みを、
スッキリ解決するプロ仕様アイテムをご紹介します。

ビナール
モイスチャーカーラー
8124001 販売価格

13,300円（税抜）

特集1

●電源：AC100V  50/60Hz
●消費電力：130W
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ボロボロ、パサパサ、 
ゴワゴワになった髪に 
潤いを与え輝きのある髪へ！
ダメージが進んだ損傷毛の方用のヘアエッセン
ス！ シャンプー、トリートメント後のタオルドライ
した濡れた髪に塗布します。手のひらに適量を
取り、髪全体になじませ、そのあと乾かします。

ダルジュ  
パワーリファイン 30mL
8268006 販売価格 

1,600円（税抜）

クリスタルエステ アルガンオイル 30mL
8255001 販売価格 

3,600円（税抜）

乾燥が気になるヘア、フェイシャル、 
ボディ、デコルテ、ハンド、 
頭皮ケアなどマルチに使えます。
コールドプレス製法（低温圧搾法）により良質のピュ
アオーガニックアルガンオイルとして採取。日本の優
れた技術でオイルが本来持つ成分をそのままに精製
しました。

【全成分】
アルガニアスビノサ核油

そのほか毛先のパサつき解消にオススメのアイテム
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T&Y酵素シャンプー 
550mL 〈医薬部外品〉
8257001 販売価格

5,500円（税抜）

T&Yスキャルプエッセンス 
200mL 〈医薬部外品〉
8257002 販売価格

6,000円（税抜）

植物の力で髪が根元から
立ち上がる！ ごわつかず
自然にボリュームアップ
年齢とともに気になる髪のボリューム感
に。植物性ハリ補助成分 （コルクガシ樹
皮エキス）で根元からボリュームアップ！ 
目には見えない微細粒子ネットワーク
が、髪の根元をしっかりサポートしてボ
リュームを保ちます。タオルドライした髪
の根元に吹きかけ、ドライヤーでスタイリ
ングするだけで、ふんわり自然に髪が立
ち上がります。上品で華やかなダマスク
ローズの香り。

ゲットアップローション 128mL
8256001 販売価格1,300円（税抜）

酵素入りのシャンプー＆エッセンスで

「頭皮ケア」をご自宅で取り入れてみてください。

また、セット時は根元から

ボリュームアップできる植物性ハリ補助成分の

ヘアローションがオススメです。

加齢とともにボリュームが出なくなり
思うようにスタイリングが決まりません。何とかなりませんか？2

「酵素」で始める
頭皮ケアの新習慣
美しくボリュームのある髪は健康な頭皮から。
タンパク分解酵素のはたらきで頭皮や毛穴につ
まったタンパク汚れを分解し、髪と頭皮を優し
く洗い上げるシャンプーです。すっきりした洗い
あがりがくせになる！ さらにスキャルプエッセン
スを使えば、育毛や薄毛・脱毛の予防にも効
果があります！ 殺菌・抗炎症効果のある酵素
やグリチルリチン酸2Kがフケ・かゆみに働き
かけ、潤いのあるすこやかな頭皮へ導きます。
※トリートメントは日常お使いのものをご使用ください。

ゲットアップローション
コルクガシ
樹皮エキス

コルクガシ
樹皮エキス

コルクガシ樹皮エキスは、
西地中海沿岸地方原産のコ
ルクガシの樹皮から抽出さ
れます。
コルクガシは、ワインの栓な
どに利用されるコルクが採
れることで有名です。
コルクは自然保護と素材供
給を両立できる、環境に優
しい天然資源です。

コルクガシ樹皮エキスとは？

■ ボリュームアップの仕組み

ゲットアップローション液中に、コ
ルクガシ樹皮エキスが分散されて
います。

乾いた後、コルクガシ樹皮エキスが
見えない微細粒子ネットワークを
形成し、髪がたおれにくくなります。

元の状態 ゲットアップ塗布後のぬれた状態 乾かした後の状態
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生え際に塗るだけ！
マスカラタイプのカバー剤です。

ラクラク装着で白髪カバー。
ボリュームアップで気分も上 ！々
普段はもちろん、同窓会やパーティなどの特別な日はいつもより華やかにしたい！ また、急なお
出かけの時白髪が気になる…。そんなトップのボリュームや白髪が気になる方にオススメなのが、
自分で気軽に装着できるマチュリナウィッグ。お手頃なのにエレガントな仕上がり、水やぬるま
湯で洗えるのでお手入れもラクラク！ 大人の女性の魅力を引き出すウィッグです。

マチュリナ NW-005
ミディアムからロングの方へ。ストレー
トスタイルのパーツウィッグがエレガ
ントで自然なボリュームアップを実現
販売価格19,800円（税抜）

8209007 黄系
ミックスカラー

マチュリナ NW-001
気になるところをふんわりとさせる
パーツウィッグ。エアリーな仕上がりに

販売価格19,800円（税抜）

8209002 栗色
8209003 明るい栗色

8209001 自然色

マチュリナ HW-001
自毛となじませて立体感のある軽や
かスタイルに。自然な質感のまま立
体感が出るハーフウィッグ
販売価格29,800円（税抜）

8210001 自然色

8210003 明るい栗色
8210004 ワイン系

ミックスカラー

8210002 栗色

塗るだけでカバー！
ツヤが出るタイプです。

スペリオブルー 100g
8262032 販売価格

1,000円（税抜）

急なお出かけ。
白髪染めをしている
時間がないんですが…

そんな時には、パーツウィッグが

便利です。マチュリナのトップピースなら

自然なボリュームでさっと馴染んで

根元の白髪を隠します。

3

気になる白髪に！ そのほかオススメのアイテム

アン タッチアップ N

8265023 A 自然な黒色
販売価格 各1,170円（税抜）

8209006 明るい栗色
8209005 栗色
8209004 自然色
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日々のバスタイムで定期的に使い続けると

自然に染まっていくヘアカラートリートメントや、

塗るだけで白くするシルバーワックスがあります。

気になる白髪に！ そのほかオススメのアイテム

地毛の色 手で全体になじませます シルバーに！
シルバーカラーワックス 60g
8260013 販売価格 ￥2,200（税抜）

最近は白髪でおしゃれを楽しむ方もいらっしゃいます。
もっと白髪と自然にうまく付き合いたいです。4

ガゴメ昆布は、真昆布と同じ北海道・南茅部地域でしか獲れない
貴重な昆布です。ガゴメ昆布の「フコイダン」の粘りが髪と地肌を
しっかり保護。トリートメントも出来て染めた後はしっとりツヤツヤ。
染めるたびになじんでいき、輝きあふれる美しい艶髪に導きます。
天然籠目（ガゴメ）昆布エキス配合※1 

※本品は髪表面を着色する白髪用ヘアマニキュアタイプです。ジアミンは使用しておりません。
※初めて染める場合は3日間（1日1回）続けてご使用くださるとキレイに染まります。
　その後は1週間に1～2回程度で美しい髪色がキープできます。

※1　褐藻エキス：天然植物保湿剤

ただ染めるだけじゃない、
ガゴメ昆布ヘアカラートリートメント

適量を手に取り薄くのばし、つけたい部分になじませる
だけで簡単シルバーヘアに。シャンプーで簡単に洗い落
とすことができます。
内容量：60g　〈日本製〉 ※衣服につかないように十分ご注意下さい。

白髪混じりな髪をおしゃれな銀髪に！
銀髪カラーリングワックス。

Gagomeヘアカラートリートメント240mL
8267002 ブラウン8267001 ブラック販売価格 各￥2,800（税抜）

使い続けることで
自然な染めあがりに
※美容室にて1回塗布後、キャップを
して遠赤外線加温促進器で30分加
温後の仕上がり（個人差があります）
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バイタルワークス VCエッセンス 30mL
ビタミンＣ誘導体※（製品の酸化防止）、プルーンエキス（保
湿・整肌成分）配合の美容液。

8299004 販売価格9,500円（税抜）

バイタルワークス VAエッセンス 30mL
パルミチン酸レチノール・酢酸トコフェロール（保湿・保
護成分）配合の乳液タイプの美容液。
8322001 販売価格9,500円（税抜）

バイタルワークス MCエッセンス 30mL
マイクロコラーゲン※（保湿成分）配合の美容液。

8299005 販売価格9,500円（税抜） More Info

毎日のケアで、日やけによる
しみ、そばかすを防ぎたいのですが。5

プロユースの美容機器「ハーキン3000」で

週１回のスペシャルケアを！

サロントリートメントのために開発された

プロ用エッセンスでさらに期待度ＵＰ。

「スクラバー機能」で
なめらかでハリのある
お肌に導きます。

おすすめ化粧品 お肌のお悩みに合わせて

※グリセリルアスコルビン酸・アスコルビン酸グルコシド

※加水分解コラーゲン

プロユース美容機器で
本格ホームケア！
コンパクトなボディに3つの機能を兼ね
備えた本格ホームケアマシーンハーキン
3000。超微細振動でフェイスやネック
ライン、ボディを弾力のある柔らかな肌
に保つ「ソニック機能」、イオンの持つ＋
と－の働きを利用した「イオントフォレー
ゼ機能」により、1トーン明るいお肌を
演出します。使い方DVD付き。

ハーキン3000
8299001 販売価格95,000円（税抜）

●電源：AC100V  50/60Hz
●消費電力：約10W
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イオン化された大量のスチームが、
お肌に潤いを与えます。

吹き出し口のフェルトに
お好みのアロマオイルを
たらすとスチームに
香りをつけることが
できます。

デコルテまでケアできる大量のイオン化スチーム
をクレンジング前や朝のメイク前、週1のスペシャ
ルケアに取り入れて。

NPO法人
日本エステティック機構認証機器
認証番号：0061171301（0）

安全機能として各種センサーを内蔵。

8296001

販売価格
15,000円（税抜）

■ ソニック（超音波）
毎 秒100万 回の 超 音
波振動による深部マッ
サージにより、弾力の
あるやわらかい肌へと
導きます。

8296002

販売価格
15,000円（税抜）

■ アイオニック
電気の反発力を利用し、美容液の成
分をお肌へ補うイオントフォレーゼと、
電気の引き合う力を利用し、普段落
としきれないお肌の汚れを取り除く
エレクトロクレンジングができます。

自宅でのフェイシャルケア、さらに高機能を求めるなら

オプション装備

ご自宅でのケア

全身包まれるくらいの
大量のイオン化スチーム！
コンパクトながら頭から
デコルテまでケアできます。

「グランキューブ」はサロンで使用されて
いるプロフェッショナル用フェイシャルエス
テマシンをサイズ、重量ともコンパクトに
したフェイシャル機器。イオン化スチーム
機能、キッシング機能に加えオプション装
備（別売）でソニック（超音波）やアイオニッ
ク機能も使用でき、ご自宅で充実のスキン
ケアを行うことができます。

グランキューブ（標準装備）
8297001 販売価格138,000円（税抜）

●幅319×奥行220×高さ253mm
●重量：約5kg 
●定格電源：AC100V 50/60Hz
●消費電力：895W
※精製水を必ずご利用ください。

アロマフェルト（10枚）
5248132112 販売価格1,000円（税抜）

【別売】

70～90cmの距離でも
届く大量スチーム

アクアキューブ（精製水） 5L　
8295001 販売価格2,000円（税抜）
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食物繊維がたっぷり入ったチアシード、

乳酸菌サプリで健康習慣を

サポートします！

健康と美容のサポート
まずは腸からはじめてみませんか。
新世代型乳酸菌＋乳酸菌生産物質・カルシウムサプリ
メントです。1粒に乳酸菌約2,500億個。乳酸菌は通
常、菌同士が結合して塊になっていますが、メデッサ乳
酸菌では体内に入るとバラバラになる新技術を採用。
バラバラになった大きさは最少クラス0.73μｍ。

乳酸菌
8475021 販売価格 3,800円（税別）

■内容量：60粒
■主成分（1粒当たり） 乳酸菌　50ｍｇ（2,500億個）
 乳酸菌生産物質　10ｍｇ
 未焼成カルシウム　25ｍｇ

［お召し上がり方］
1日2～4粒を目安に水などと一緒にお召し上がりください。

オメガチアシード

8475003 300g　2,000円（税抜）
8475004 100g   　800円（税抜）

8475002 600g　3,800円（税抜）
販売価格

USDA（アメリカ農務省）認証オーガニックチアシード
を使用。水に漬けると食物繊維が約14倍の水を吸収
し膨潤します。水分はゆっくりと体内に吸収されます
ので満腹感を与えます。さらにビタミン、ミネラルなど
も含みますので置き換えダイエットに適した食品です。
無味無臭なのでゴマのようにかけても、お料理に混ぜ
てもおいしくお召し上がりいただけます。
■栄養成分（1食10ｇ当たり）
　オメガ3系脂肪酸1,950mg、食物繊維2.9g

［お召し上がり方］
1食10gを目安に水などに漬けて膨潤させてお召し上がりください。

オメガ3系脂肪酸（αリノレイン酸）と食物繊維が
たっぷり入ったチアシードです。

すこやかな生活を
目指すための補助食品を
教えてください。6
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すっぴんでもキレイと言われたい！
ナチュラルで弾けるような美しさは
どうしたら育むことができますか？7

保水力がある無香料保湿ゲル・ゼリーや、

目チカラサプリでケアしてみては？

簡単だから続けられる、
しっとりと潤う保湿ゲル・ゼリー
洗顔後15秒で完了。1本で5役（化粧水・乳液・美容
液・クリーム・化粧下地）お手入れに時間をかけられ
ないけど美しさに手を抜きたくない時にぴったりの1本
です。無香料のシンプルなゲルなので他のコスメと組
み合わせてパックとしても。ふき取りは必要ありません。

保湿ゲル・ゼリーＣ（生コラーゲン入り）

8270005 30g 800円（税抜）

8270004 150g　3,500円（税抜）販売価格

健康維持のため、美容のために。
ダブル成分で、おいしくサポート！
顔の印象を8割決めると言われる「目力」はとっても重
要な美活ポイント。グラマラスアイは東菱薬品工業株
式会社が研究を重ね、黒大豆種皮エキスとポーレン（花
粉エキス）をバランス良く配合した栄養補助食品サプリ。
黒大豆種皮エキスは、黒大豆の種皮に含まれ、色素は
ポリフェノール。ブルーベリー・ビルベリー等に含まれ
る成分「アントシアニン」だけではなく、注目の「プロ
アントシアニジン」も多く含んでいます。ポーレンは必
須アミノ酸、たんぱく質、各種ビタミン類等の栄養素が
豊富な花粉エキス。欧米では古くから健康と美容のた
めに花粉が食べられています。

グラマラスアイ
8321001 販売価格8,800円（税抜）
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デリケートな爪なので、すぐ傷んでしまいます。
ネイルできない日はがっかり。
爪を強くする化粧品ありませんか？8

爪の内部に浸透させ

爪の傷みを補修する爪美容液や

爪・爪まわり用デイケアオイルがあります。

「浸透力」で 爪、見違える。
製薬会社が提案する浸透補修液。
爪が割れやすい、爪が薄い、二枚爪、爪の縦すじなど
をお悩みの方に。ディープセラムは、通常は爪に浸透し
にくい、爪をすこやかにするために必要な「有機ケイ素」
と「有機硫黄」を爪の内部まで浸透させることができる
ため、すこやかな爪へと導きます。また水溶性なので、
使い心地もさらっとしていて、べたつきや嫌なにおいも
しないためシーンを気にせずご使用いただけます。

ドクターネイル　ディープセラム 6.6mL
8476001 販売価格3,800円（税抜）

■スギナエキス※　ジメチルスルホン※

　ヒドロキシプロピルキトサン※配合　（※爪保護成分）

［ご使用方法］
清潔で乾いた地爪に塗って、浸透するまでそのままにしてください。
塗り込む必要はありません。（就寝前に塗るのがオススメ）

天然由来成分の潤いヴェールで
美爪、キープ。
爪にツヤがない、爪・指先の乾燥、爪まわりのがさ
がさをお悩みの方に。デイケアオイルは爪・爪まわ
りを保湿して、美しくつややかに保つネイルオイルで
す。スクワラン※やアルガンオイル※（※保湿成分）
をはじめ11種の天然由来成分を99.9％以上配合。
さらさらでべたつかないのにしっかり保湿でき、日
中気軽にご使用いただけます。ほのかなローズの香
りで忙しい毎日にリラックスタイムを。

ドクターネイル　デイケアオイル 6mL
8476002 販売価格1,100円（税抜）

［ご使用方法］
チップで爪の根元部分や側面にオイルを塗ってください。その
後なじませるようにマッサージしてください。ネイルの上からで
も使えます。

塗
る

だけで簡単シンプルケ
ア

Dr.Nail
シリーズ

12



製薬会社のノウハウを活かし
研究開発された機能派コスメ
年齢とともに失われがちなうるおい、ハリ、透
明感、明るさなどをケアし、美しくすこやかな
肌に保つセポラージュスキンケアシリーズ。バ
イタルゼリーはプルンとしたゼリー状の化粧水
で、季節を選ばずお使いいただけます。化粧水
のあとにはバイタルクリームでしっとりお肌を包
み込みます。なめらかなテクスチャーで、スキン
ケア後のお肌にヴェールをかけ、しっとりと潤う
お肌を保ちます。

セポラージュ
バイタルゼリー 50g
8321006 販売価格

12,000円（税抜）

セポラージュ
バイタルクリーム 30g
8321007 販売価格

12,000円（税抜）

 サロンだから手に入る

プロ仕様アイテム
サロン専売の商品を、みなさまにお届けする企画です。
毎日のケアで、プロ仕様の違いを実感してください。

特集2

すっぴん肌に自信。

ポイントとなる成分
・カーフセラムエキス（保湿成分）
幼いウシから得られる成分で、22 種類のアミノ酸、
乳酸、クレアチニン、アミノ酪酸（ＧＡＢＡ）、その
他を含みます。
・果実エキス（保湿成分）
ホワイトストロベリーエキス、リンゴ果実培養細胞
エキス、マンダリンオレンジ果皮エキスを配合。お
肌のハリや弾力をサポートします。
・ハイブリッドローズ花エキス（皮膚コンディショニング剤）
通常の 2 ～ 3 倍の大輪の花と、真紅の色彩が特徴
的な食用バラから抽出されたエキス。
・リン酸アスコルビルＭｇ
　（皮膚コンディショニング剤／バイタルゼリーのみ）

お肌（角質層まで）に浸透するビタミンＣ誘導体。透
明感のあるお肌を保ちます。

サロンで選ばれているのには、訳がある！ 業務用から派生した化粧品

13



［写真左］ラファンテ
ポイントメイクリムーバー 120mL
2層タイプのポイントメイク専用リムー
バー。しっかりメイクもするりとオフ。
8274001 販売価格3,300円（税抜）

［写真中央］ラファンテ
スキンセラムローション 150mL
とろみのあるリッチなテクスチャーの化粧
水。たっぷりの潤いを与え、ふっくらとし
た明るいお肌を保ちます。
8275004 販売価格5,500円（税抜）

［写真右奥］ラファンテ
マイルドジェルクレンジング 200mL
お肌にやさしいジェルクレンジング。軽や
かで伸びが良く、メイクや皮脂をスムーズ
に浮かせ潤いのある素肌を保ちます。弱
酸性、ノンオイルタイプ。
8274003 販売価格3,700円（税抜）

［写真右手前］ラファンテ
ウォーターリペアクリーム 50g 
ジュレのようにプルプルした感触のウォー
ターベースクリーム。軽くてナチュラルな
使用感が、お肌にすっとなじみ、やさしく
包みます。
8275009 販売価格5,000円（税抜）

エステティシャンが開発した 
プロユース化粧品ブランド
東洋・西洋のハーブ成分と先進の美肌成分で気になる大人肌をしっ
かりサポートしお肌も心も潤うラファンテ スキンケアシリーズ。年齢や
環境による変化が気になるお肌をすこやかに保つための、エイジング
ケア成分※を配合。

プロ仕様・無漂白の 
オーガニックコットン

※エイジングケア成分とは、年齢を重ねたお肌にみずみずしさを与えるケア成分のことです。

気になる大人の肌を応援します。

主な保湿成分
・チャ葉エキス
・アーチチョーク葉エキス
・シラカバ樹皮エキス
・フィトエナジーコンプレックス
・ハス胚芽エキス
・ホウセンカエキス

毎日の日焼け対策に 
ラファンテシリーズの日焼け止め
UVスキンベースクリーム 30mL
SPF50 PA＋＋＋
8275010 販売価格3,500円（税抜）

わたしのコットン 60枚入
8188001 販売価格700円（税抜）

こちらもオススメ !

業務用から派生した化粧品
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ルビーマジック
クレンジングジェル 150g
8270002 販売価格3,500円（税抜）

ルビーマジック
オールインワンジェル 60g
8270003 販売価格

3,000円（税抜）

私をみがく紅（あか）＝植物性
アスタキサンチン（整肌成分）配合の、
理美容室専売化粧品ブランドです。

お肌のためのシンプルケアは
たったの3step だけ

紅の力で美しく。

step1

ルビーマジックソープ 100g
8270001 販売価格

2,500円（税抜）

step2

step3

特徴的な成分

・植物性アスタキサンチン
  （整肌成分）
フクジュソウからとれたアスタキ
サンチンを配合しています。

・富士山の天然水
  （保湿成分）
大自然が生んだ地下からくみ上
げた富士山伏流天然水を使用。

業務用から派生した化粧品

step1  ［除く］
お肌の上でオイル状に変化するクレンジング
ジェルでメイクやお肌の汚れ、古くなった角
質を浮かせ、すっきりと洗い流します。お肌
に必要なものは残し、潤わせて乾燥を防ぐ
ので、みずみずしいお肌に。鉱物油フリー・
パラベンフリー・無香料・無着色。

step3   ［保つ］
洗顔後の化粧水・乳液・美容液・保湿パッ
クの役割を果たし、ふっくらお肌に。ぷるぷ
るのジェルがお肌をしっとりやさしく包み込
み、朝のメークの仕上がりが違ってきます。
夜は保湿パックのようにたっぷり塗ってじっ
くり保湿ケア！

step2  ［洗う］
石鹸職人が手作業の「本枠練製法」で120
日かけ熟成して作ったソープ。美容成分を配
合させ、毛穴の汚れや余分な角質もしっかり
と洗い流します。エイジングケア※をサポー
トするアスタキサンチン配合で、別売の泡立
てネットを使うともっちりとした紅色のカシ
ミヤタッチの泡が楽しめます。
※エイジングケアとは年齢を重ねたお肌にみずみずしさを
与えるケアのことです。
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毛羽立たない、なめらか！ 一度つかったらもう元には戻れない。 プロ愛用 化粧コットン

プロ用コットンの特徴

高級純綿100%だから
・毛羽立ちが少ない！
・ソフト感、なめらかさが違う！
・サイズが豊富！

ふき取りや、お化粧用、ローションパックに 
 大きさ　を比べてみました。

タキレーヌ エステティック用コットン 
EL-300
エクストララージサイズ

（ローションパック or 指3本掛けに適したサイズ）
サイズ：8×10cm
内容量：300枚
8188004

販売価格 
2,000円（税抜）

8188003

販売価格 
2,000円（税抜）

タキレーヌ エステティック用コットン 
E-500
定番サイズ（中指、薬指2本掛けに適したサイズ）
サイズ：6×8cm
内容量：500枚

8188002

販売価格 
2,000円（税抜）

タキレーヌ エステティック用コットン 
E-700
スモールサイズ（指1本掛け対応）
サイズ：5×6cm
内容量：700枚

タキレーヌ  
エステティック用コットン 

EL-300

10cm

8
cm

タキレーヌ 
エステティック用コットン 

E-700

6cm

5
cm

タキレーヌ  
エステティック用コットン 

E-500

8cm

6
cm
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ペロロ ビューティージェラート 300g
販売価格2,800円（税抜）

22の美容成分を配合。 
ボディマッサージで 
お肌しっとりもちもち。
海藻やプラセンタ・ヒアルロン酸（保湿成分）な
ど22種類の美容成分を配合した、ジェラートの
ようになめらかなマッサージソルト。お肌のざら
つきなどをやさしく取り除き、ハリと透明感を保
ちます。グレープシード＆オーガニックホホバオ
イルを配合しているのでとてもなめらかなテクス
チャーでマッサージしやすく、洗い流した後はしっ
とりもちもち。さらに塩の引き締め効果で美肌ケ
アに最適です。華やかなダマスクローズ、爽やか
でウッディーな香りのサイプレス、フレッシュで甘
酸っぱいグレープフルーツの3種の香りで気分も
リフレッシュ。

疲れを和らげる 
炭酸入浴剤。
冷え性・荒れ性・なかなか疲れ
がとれないあなたに。5錠のタブ
レットをぬるめのお湯（37℃～
40℃）に溶かし、15分以上ゆっ
くりと入浴。炭酸ガス+重炭酸イ
オンが発生し、温浴効果を高め
血行を促進します。たまった疲
れ、肩のコリ、つらい冷え性をや
わらげます。無香料・無
着色。ご家族全員
の健康に。

8272009   30錠　2,400円（税抜）

薬用バーデンタブ〈医薬部外品〉  

8272010 100錠　6,500円（税抜）
販売価格

日々のバスタイムで差がつく サロン仕様のボディケア商品

お肌にやさしい
マッサージソルト。

身体の冷えに。

8273001

ダマスクローズ

8273002

サイプレス

8273003

グレープフルーツ

※イメージ
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その日の疲れや
ガサガサは、
その日のうちに。

ベタつかず、
すっと肌になじみます。

サロン仕様のボディケア商品

バスタイムにできる、 
毎日のフットケアで 
いつだって自信が持てる素足。
バスタイムにできるフットケアのご紹介。まずはOPIペディ
キュアソークを洗面器やバケツに適量垂らして足を入れて
洗浄します。その後フットファイルで優しくかかとの気にな
る部分をファイリング。日々続けることでなめらかな素足
を目指します。

サンダルを履く前に！ 
かさかさ足裏やひび割れかかとに 
 『まずは塗るだけ3日間』!
アロエエキスをはじめとする植物成分が乾燥などで荒れ
た足に潤いをたっぷり与え、柔らかくスベスベの美しい肌
に整えます。

ドクターアロエフットクリーム 120g〈医薬部外品〉
サンダルを履く季節に気になる脚全体のカサつき・かかとや足裏
のひび割れた部分などに。アロエエキスをはじめとする植物成分
が乾燥などで荒れた足に潤いをたっぷり与え、柔らかく美しい肌
に整えます。肌を清浄し、気になる足の臭いにも効果があります。
かかとだけでなくひじやひざの乾燥が気になる部分にも使えます。
8283011 販売価格2,200円（税抜）

美脚対策

角化対策

清潔対策

【抗炎症成分】 
しもやけ・ひび・あかぎれを防ぐ

【保湿・保護】 
脚・足裏・ひじ・ひざのカサついた部分に

【清浄】 
かかとや足裏を清潔に保つ。 
気になる足の臭いにも

O・P・Iペディキュアソーク 125mL
フットバスに適量を入れることで足を洗浄し、角質をやわらかく、
潤いのあるお肌に保ちます。ファイリングの前に使うとより効果的。
柑橘系のフルーツの香り。
8375002 販売価格2,100円（税抜）

ビューティフット
片面ずつ違う粗さで足の角質お手入れができるフットファイル

（120/220グリッド）。
販売価格 各900円（税抜）

8375017 ピンク
8375018 ブルー

8375016 ベージュ
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自然の香りと風味が
身体にやさしい。

邪気を払うという
ネーミング。

季節の変わり目のムズムズに 
ハーブの恵みと自然の力を
イギリスで生まれ飲み継がれるハーブコーディアル
は、天然ハーブからエキスを抽出したナチュラル飲
料です。ハーブが自然に持っている健康と美しさに
必要な成分をできる限り損なわないよう製造し、人
工フレーバーに頼ることなく、自然の香りと風味を引
き出しています。美しく健康に過ごすためにぜひ取り
入れたい新習慣です。
ミネラルウォーターや炭酸水、熱湯で10～15倍に薄める

（本品1本でコップ約25杯）ほか、紅茶に少量加えたり、お
料理やケーキ作りの風味付けにも使えます。

エルダーフラワーはどんなハーブ？
エルダーには色々な民間伝承があります。エルダー
の花は、クセのない味で美味しいハーブで
す。優しい香りでお子様にも飲みやすく
古くから親しまれています。

気になる季節のムズムズに。 
スーパーフラボノイド 
注目の「ナリルチン」が 
ポイント！
“じゃばら”とは和歌山県北山村を原産とす
る柑橘類です。邪気を払うと言われている
ことから、“じゃばら”と名付けられました。
じゃばらの研究は和歌山県からの補助金な
どによって、大阪薬科大学の協力で行われ
ています。

じゃばら
8475005 販売価格4,800円（税抜）

毎日の元気に、健康管理に。 サロンスタッフの愛用品

ハーブコーディアル エルダーフラワー 375mL
8471005 販売価格2,300円（税抜）

内容量：90粒（1日量3～6粒／約30日分）
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カロリー控えめであっさりとした
飲み心地。毎日飲める酵素酢飲料
野草や野菜を中心に、果物・穀物・きのこ類・糖類な
ど厳選された61種類の原材料を、1年かけて発酵熟成
させて作った野草源酵素。これらにお酢・キウイフルー
ツ果汁・コエンザイムQ10・オリゴ糖、さらに話題の希
少糖（自然界に存在量の少ない希少な糖のこと）をブレン
ドしたジュース感覚の酵素酢飲料です。カロリー控えめ
であっさりしているから、毎日の健康管理に！
1食20mLを水・炭酸水・お湯などで7～10倍にうすめ、1日
あたり2食を目安にお召しあがりください。オリジナルのドレッシ
ング作りもオススメです。

発酵彩菜 1000mL
8475016 販売価格4,500円（税抜）

毎日の
健康維持に。

ジュースのような
おいしさ。

話題の成分を取り入れてもっと美しく
ヒノキ樽に棲む天然酵母と植物性乳酸菌を用いた伝統製
法で、国産の野菜や果物全100種の国産植物を自然発酵
したサロン専売酵素飲料「ザ グラエンザイム」は、水を加
えず、酵素のために加熱製法も行わず、さらに発酵促進剤
や保存料・着色料も不使用の美味しい酵素ドリンクです。

ザ グランエンザイム 500mL
8474021 販売価格8,500円（税抜）

飲んでスッキリ ダイエットサポート

サロンスタッフの元気の素。そのほかのアイテム

L-カルニチン
アミノ酸の一種で、アメリカでは「昨日食べすぎた
かな」と思ったときのサプリメントとして人気です。
内容量：75粒（約37日分）
8475014 販売価格4,800円（税抜）

ハーバルデトックティー
中からすっきりキレイを目指す56種類の厳選素材。

8471012 15包入りBOXタイプ 2,838円（税抜）
8471011 30包入りアルミ袋タイプ 5,000円（税抜）

販売価格

サロンスタッフの愛用品

・軽量コップ、液漏れ防止替栓キャップ付
※初めてお召し上がりの場合、飲みすぎあるいは、体質・体調によ
りごくまれですが、下痢・発疹・かゆみ等が起こることがあります。
特にアレルギー体質の方などはご注意ください。異常が出た場合は
使用を中止し、医師へご相談ください。
※酵素製品は医薬品ではありません。
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「手荒れ」と戦うスタッフのオススメ 手荒れ防止グッズ

水仕事の多い方に。 
3種類の保護膜成分配合。
あらかじめ皮膚をバリアで覆うことで、水・
お湯・洗剤・消毒剤による皮膚への刺激
をブロックして、手荒れを防止します。作業 
の妨げになるベタつき、においもほとんど
ない快適スキンケア用品です。

医薬部外品。 
手荒れ防止のスタンダード。
作業前に塗れば、クリームが角質層に浸透
し見えないバリアを形成！ 水やお湯、石け
んを使っても保護効果が3～4時間持続す
る薬用保護クリームです。塗っていることを
忘れてしまうほどナチュラルな使い心地。

8469010 430g ポンプ式 5,300円（税抜）
8469009 430g 詰替え用 4,800円（税抜）
8469008 100g チューブ入り 1,800円（税抜）

［写真左］ケロデックスクリーム〈医薬部外品〉  

8469011 500g ジャータイプ 5,500円（税抜）
販売価格

サロンスタッフの強い味方。

［写真右］
皮膚保護クリーム プロテクトＸ２ 

〈医薬部外品〉  

8469014 240mL 3,700円（税抜）
8469015 480mL  6,200円（税抜）

8469013 60mL 1,200円（税抜）
販売価格
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薄くてフィット感抜群。

ムース状なので
すみずみまで
いきわたる。

ずり落ち防止の
専用ゴム付き。

そのほかのお役立ちアイテム

目立たない傷バン
プロテクトスキンフィルム
傷つきやすい指先を保護するために開発されたス
キンフィルム。透明フィルムで目立たず指を保護
します。

素手に近い感覚で使え、
水の入りにくいロングタイプ

ロイヤルタッチ
　　　（ロングタイプ）10枚入
薄さ0.03ｍｍで繰り返し使えるパウダー
フリーのグローブ。ロングタイプなので水
が入りにくく作業がしやすいです。

8469017 厚み0.01mm（40枚） 18×62mm
8469016 Sサイズ（50枚）  16×56mm

販売価格 各800円（税抜）

まるで見えない手袋のよう
ムース状の保護クリーム

ベールスキン 200g
保湿成分が皮膚に潤いを与えると同時に、エモリエント
成分エチルヘキサン酸セチルと、コーティング成分トリメ
チルシロキシケイ酸が2層の保護膜を形成します。ムー
ス状でサラっとした使い心地です。
※価格はサロンスタッフまでお気軽にお問合せください。

※価格はサロンスタッフまでお気軽にお問合せください。

7306677100

8193001
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理容室・美容室でしか手に入らない プロ仕様ヘアスタイリングアイテム

美容師さんに
使い方を教えて
もらおう！

〈ドライヤー・アイロン編〉
使いやすく

工夫がいっぱいの
プロ用スタイリング

アイテム

画期的なブラシ型アイロン
クレイツ ホットブローブラシ プラスエス エポック
ホットブローブラシとストレートアイロンが一緒になっ
た画期的なアイロンです。パッド表面に髪滑りが良い

「クレイツイオン®セラミック加工」を、 ブラシ部には髪
通りを考慮し、適度な間隔で配置したナイロンピンを使
用。通常のブローやヘアアイロンでは出せない、ツヤの
ある柔らかな質感を可能に。
8107020 販売価格12,000円（税抜）

More Info

軽量タイプで使いやすい
プロ用ドライヤー
Nobby マイナスイオンヘアードライヤー NB-1500
美容師さんの愛用者も多いNobbyブランド。質量500ｇ
で軽量のプロ用マイナスイオンドライヤーです。
マイナスイオン：放出イオン量約100万個/cm3以上※

※吹き出し口（フード付）から30cmの距離。

8113006 ホワイト
8113007 ブラック

販売価格 各9,500円（税抜）

More Info
●電源：AC100V  50/60Hz
●消費電力：1200W/600W

●電源：AC100V  50/60Hz
●消費電力：260W

時短と質感アップを
可能にしたストレートアイロン
クレイツ アイロン スタイリストSTR
髪滑りが良い「クレイツイオン®チタニウム加工プレー
ト」と、毛髪に優しくフィットし隙間なく挟んで通す
ことができる「特殊ラバー」という2種の加工プレー
トで、しっかり輝く理想のストレートヘアに。髪質に
合わせて120℃～200℃まで、10℃毎の9段階温
度調節が可能です。
8108007 販売価格25,715円（税抜）

More Info
●電源：AC100V  50/60Hz
●消費電力：33W

生え際など細部にも使用できる
Nobby ヘアーアイロンNBS1000　シルバー 
次世代テクノロジー「サーモロン・ノンスティック」
採用で髪滑りが良く耐久性もあるストレートアイロン。
最終操作から30分後自動電源OFF機能が付いてい
ます。
8114001 販売価格33,000円（税抜）

More Info
●電源：AC100V  50/60Hz
●消費電力：450W
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〈バリカン・トリマー・その他編〉 プロ仕様ヘアスタイリングアイテム

軽量＆コンパクト。
短髪にこだわりのある方に。

Panasonic プロバリカンER145P-H
操作性を追求したコンパクト設計（120ｇ）！ コー
ドレスで使える8時間充電。交流式なので忙しい
時でもさっと使えます。
※価格はサロンスタッフまでお気軽にお問合せください。
※万が一修理に出される場合もご購入先の理美容室へお
問合わせください。

産毛のお手入れで
一段明るいお肌へ。

Panasonic ES2119P-S 
　　　　プロ用ウブ毛トリマー
乾電池式（単4アルカリ乾電池1本）で約60分使用
できるプロ用ウブ毛トリマー。密着スイングヘッド搭載
でよりお肌に密着して安全に剃れます。
※価格はサロンスタッフまでお気軽にお問合せください。
※業務用品のため、万が一修理に出される場合もご購入先の理
　美容室へお問合わせください。

お父さんへの
プレゼントにも。

母の日の
プレゼントにも
オススメ。

1秒で約150回。
微振動するヘアコーム。
するするコーム
ゆっくり動かすと1回のコーミングで約50回くしを通
した時と同じ効果。家庭防水なのでお風呂場で使用
可。トリートメントなどの髪への浸透をより高めること
ができます。いつものホームケアがワンランクアップ！ 
ロングヘアもさらさらまとまる髪へ。（単3電池1本使
用）
8145027 販売価格

5,000円（税抜） More Info

鼻下もあご下も
ラクラク剃れる
貝印 キャプテン T-pro
理容師の意見を取り入れながら研究・開発した
新しいスタイルのシェービングカミソリです。今
までにない短い柄がさまざまな持ち方のシェー
ビングを実現し、剃りづらい鼻下やあご下もコン
トロール自由自在。替刃の取り外しもワンタッチ
で簡単にできます。高級感あふれるデザイン。父
の日のプレゼントにも◎。

8098001 販売価格
8,000円（税抜） More Info

●電源：AC100V  50/60Hz　●消費電力：5W

8095004

8089008
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〈クシ・ブラシ編〉 プロ仕様ヘアスタイリングアイテム

はさんで伸ばすだけで
きれいなストレートヘアが

完成！

はさむだけで簡単！ 
ツヤのあるさらさらヘアに
ストレートシャイナー ブラシ MS-730
美しいストレートヘアが手軽につくれる、挟み
込みタイプのブローブラシです。ツヤだし効果に
優れた高級豚毛と適度なテンションが得られる
耐熱ナイロンを使用。自然な質感とツヤのある、
さらさらヘアが実現します。グリップ部は熱に強
く強度に優れたプラスチックを採用。手ぶれが
防止され、初心者でも簡単に扱うことができます。
8129014 販売価格3,800円（税抜）

和装スタイリングに最適！ 
日本伝統の和櫛をご自宅で
N.B.A.A WAGUSHI
髪の表面を整える「仮止め」「梳かし込み」といった
日本古来の文化でもある和櫛をサロン向けにアレン
ジし、製品化。「つげの和櫛」と同じように1本1本
手作業により、削り出して製造しています。素材には
ベークライト樹脂を使用。水洗いできるため衛生的
です。
8138013 販売価格12,150円（税抜）

N.B.A.A WAGUSHI-S
目の細かい密歯を採用。形状も小さく浅く作られて
いるため、さまざまな部分で使用できます。ショート
ヘアの方にも。
8138014 販売価格4,720円（税抜）

和装にしっくりなじむ
なめらかで

上品な髪型に！

もちろん普段使いにも◎
髪のお手入れにこだわりを。
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商品のお申込み方法
本カタログに掲載されている商品申込番号（7桁の数字）を、ご利用いただいている美容
室にお申し付けください。

特定商取引に関する表記
● 事業者名称・住所・電話番号・代表者名：後記の通り

● 販売価格（税抜）：商品の詳細ページをご確認ください。

● 引渡期間：ご注文後、約1週間でご注文された商品をご用意させていただきます。

● 代金の支払い時期・支払い方法：代金は商品お受取の際に、原則として現金でお支
払いいただきます。

● 引渡方法：ご注文された美容室の店頭にてお引渡しいたしますので、ご来店ください。
お客様が宅配を希望される場合、送料はお客様負担にて、お受けいたします。

返品特約に関する事項
不良品を除き以下のようなケースでのご返金・交換はできません。

● 商品到着後10日以上経過している場合。

● 一度ご使用、お試し、ご着用になった商品。開封した化粧品類、健康食品、衛生用品。

● お客様の不注意により、キズまたは破損が生じた場合。

発　行
滝川株式会社

〒111-8511　東京都台東区元浅草3-2-1　TEL. 03-5821-0258

お店でオーダーできる！

Web版 Beauty Gallery 

ご自宅で使える
プロユース

ビューティアイテム




