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理美容師さんが伝授！

プロユース・アイテムで差がつく

サロンにある商品はオススメだから
自宅でも使っていただきたい！
そんなプロユース商品を
現役の理美容師さんがご紹介！

サロンにあるもの 紹介します！



T&Y酵素シャンプー 
550mL 〈医薬部外品〉
8253001 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〉
8253002 販売価格6,000円（税抜）

酵素で始める頭皮ケアの新習慣
Ｔ＆Ｙ酵素シャンプーは、地肌を清潔にして
フケや汗の臭いを防ぐシャンプーです。余
分な皮脂・タンパク汚れを酵素パワーで分
解除去。さらに植物エキスが水分を補給し、
うるおいのある地肌と美しく輝く髪へ導きま
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・かゆみを防ぎ、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。

毎日のヘアケア＆スタイリングで
自然なふんわり感をキープ ！
年齢とともに気になる髪のボリューム。見た目の印象を左右するパー
ツの一つであるヘアスタイルだからこそ日々のヘアケアやスタイリング
で頭皮を清潔に保ち、自然なふんわり感をキープしたいもの。そこで
美容室専売品のヘアケア剤、スタイリング剤を、美容師さんのおすす
めポイントや使い方と共にご紹介します。

無理なく続けられるシャンプーと
エッセンスのWケアがおすすめ！

9種類の植物エキスを配合、
頭皮にうるおいを与えます

医薬部外品で、薄毛や頭皮の
かゆみ・ふけにお悩みの男性
はもちろん、頭皮から健康な
髪を目指す女性におすすめ！

PART1理美容師さんが伝授！

T&Y 酵素シャンプースキャルプエッセンス

すっきりとした洗い上がりが特長で、男性はもちろん

女性からも人気の酵素シャンプーです。ホームケア

に取り入れていただくことで頭皮を清潔に保ちます。

タンパク質分解酵素の作用により、余分な頭皮のタンパク汚れや角質を
やさしく取り除き、地肌を清潔に保ちます。

小さく分解された角質は
落としやすい！

水で湿らせたフェルト（角質）を
アクリル板（肌）に貼り付けます

水でそっと
洗い流すと

［古い角質を分解するイメージ図］

●酵素が古い角質を分解するってどういうこと？

（有）美容室サエ
店長 小林佳代 さん
髪や頭皮を傷めないことに

徹底的にこだわった
美容室
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PART1理美容師さんが伝授！

エレメアドライ
〈機能性ドライヤー〉

自分の髪質に合わせたケアを。
プロもおすすめのドライヤー

美容室には様 な々業務用ドライヤーがあります。お客様に合っ
たドライ方法は美容師のテクニックによるものですが、自宅
でもドライ温度を調整してダメージをおさえられます。エレメ
アドライはありそうでなかった温度設定ができるドライヤー。
自分に合った温度で毎日ケア出来ます。

プレミアムクレイツイオン®が、
水分の蒸散を抑えながらしっかり保湿

髪に適温　髪の水分バランスを整え、
「美しく健康的な髪」へ導く
パーソナルケアドライヤー。
人の髪質は十人十色。 髪の硬さ、くせ、傷み具合など様々。

ヘアアイロンには温度調節機能があるのに、

ドライヤーはみんな同じ温度でいいの？

「エレメアドライ」は、人それぞれ違う髪質や

毛髪状態に合わせた“パーソナルケアドライ” を可能にした、

５段階温度可変式ドライヤーです。

私は
この温度！

120℃ キューティクル表面仕上がり比較図 ダメージ毛表面仕上がり比較図

ドライヤーによる毛髪水分蒸散比較図
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11.9%
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未加工品より

11.9%
保水3.7%

保水

未加工品
より

ウェット状態の
毛髪 クレイツイオン®

未加工ドライヤー
従来のクレイツイオン®
加工ドライヤー

エレメア ドライ
A B C

未加工品
より

未加工品より未加工品より

予め湿潤させた同一人物の毛束
に「A」「B」「C」で5分間乾燥を
行い、水浸漬前の毛髪重量に対
する百分率（％）を算出。「C」の
エレメアドライは他のドライヤー
に比べ、毛髪水分の蒸発を制御
する効果があり、保湿効果が高
いことが実証されました。
※検体は、ダメージ毛にて計測
※新潟県工業技術総合研究所 素材
応用技術支援センターの機材・指
導により計測

オーバードライによるキュー
ティクルの損傷やタンパク変
性でダメージが見受けられ
る。

キューティクルの損傷やタン
パク変性によるダメージが
抑えられ、キューティクルが
整っている。

キューティクルの損傷やタン
パク変性によるダメージもな
く、キューティクルがしっか
り整っている。

オーバードライによるキュー
ティクルの損傷やタンパク変
性でダメージが見受けられる。

毛髪の状態に対し熱量が高過
ぎ、キューティクルがめくれあ
がっている…。

キューティクルの損傷やめく
れも無く、毛表皮がしっかり
整っている。

クレイツイオン®未加工
ドライヤーで乾燥した
毛表皮

従来のクレイツイオン®
加工ドライヤーで
乾燥して毛表皮

「エレメア ドライ」で
乾燥した毛表皮

通常の業務用ドライヤー
で乾燥した毛表皮

エレメア ドライ（100℃）
で乾燥した毛表皮

エレメア ドライ（60℃）
で乾燥した毛表皮

ダメージ毛でも
仕上がり
ツヤツヤ
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使い方動画

エレメアドライ
ドライヤーと合わせて低温ブロー。
便利ブローブラシ
ブラシ先端の開口部にドライヤーを挿入したままブロード
ライが出来る特殊加工ロールブラシ。ドライヤーの熱風が
ブラシのパイプ内を通過し、内側から髪を温めることでブ
ロー時間を大幅に短縮。パイプ部には一定温度65度を超
えると消えるサーマルペイントを採用。低温ブローの目安
に最適。またピンにはクレイツイオン®加工、パイプ表面に
は「クレイツイオン®セラミックコーティング」加工を採用。
静電気が起こりにくく、髪に美しいツヤを与えます。

風の温度を一目で確認できる
デジタル温度表示

クレイツイオン®
サーマルスタイリングブラシ
■（ブラシ内径）32mm・42mm
■全長約270mm

販売価格各3,500円（税抜）

髪質に合わせた温度表示40・60・
80・100・120℃の5段階とCOOL

（冷風）をデジタル表示します。

スイッチひとつで、温風・冷風をスムー
ズに切替え可能です。

HIGH（強風）・LOW（弱風）の2段階
で風量の切替が可能です。

吸込口のキャップが取り外せるので、
お手入れが簡単です。

8128013

42mm
8128012

32mm

●温度設定の目安

※温度表示は、吹出口から約3cmの温度を表示（日本工業規格JISの規定に
よる計測）

40℃～60℃ ハイダメージ・何毛・細毛

60℃～80℃ クセ毛・ダメージ毛・細毛

80℃～100℃ 普通毛

100℃～120℃ 多毛・硬髪・太毛

■電源 100VAC
■消費電力 1400W（温度・風量HIGH設定時）
■最大風量 1.40㎥／分
■風量設定 2段階（ＨＩＧＨ／ＬＯＷ）
■温度設定 5段階（40℃・60℃・80℃・100℃・
 120℃）／ＣＯＯＬ（冷風）
■ＣＯＯＬスイッチ 〇（温風・冷風切替）
■本体重量 約555ｇ（コード・ノズル除く）
■サイズ 約Ｈ235×Ｗ230×Ｄ85ｍｍ（ノズル除く）
 ＜ノズル約Ｈ85×Ｗ75×Ｄ45ｍｍ＞
■コードの長さ 約3.0ｍ
■加工仕上 プレミアムクレイツイオン®加工
　　　　　　　　（本体内部・ディフューザー・ノズル）

エレメアドライ
8103001 販売価格18,000円（税抜）
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PART1理美容師さんが伝授！

ブラシ特集
ブラシを使い分けて髪美人に！
あなたに合ったブラシを選ぼう！
ロールブラシ、クッションブラシ、デンマン型ブラシ、ヘアダイブラシ…。
さまざまな種類や毛質のブラシを目的や髪質に応じて日々使いこなす
理美容師さんに、最適なブラシを見つけるコツを聞きました。お気に
入りのブラシと毎日のブラッシング習慣で、お手入れの行き届いたヘア
スタイルが完成します。

【ヘアブラシの種類】 1.ロールブラシ
〈セット用〉
美容師が良く使う定番ブラシ。
髪の毛を絡め、ドライヤーをか
けてセットしていく。

2.デンマン型ブラシ
〈ブロー用〉 
ブロー専用のナイロン型ブラ
シ。安価で使いやすい。

4.ヘアダイブラシ
〈毛染め用〉
毛染めの際、毛束を分ける・
梳かす・薬液を塗るという
作業を行うために使う刷毛。

5.特殊機能ブラシ
〈ブラッシング用〉
頭皮に当たって気持ちいいブラシや、
濡れた髪でも使えるブラシ、髪のから
まりを取りやすくするブラシなど。

3.仕上げブラシ
（平ブラシ）
〈仕上げ用〉　
美容だけでなく理容でも
使われるブラシ。セット
したり、面をそろえてツ
ヤを出すのに使われる。

用途によって使い分けます。

迷ったら、獣毛ブラシ、
ナイロンブラシの
いいとこ取りの

ミックスブラシがおすすめ。
髪通りが良く、

頭皮まで届きます。

ナイロン

頭皮の脂をいきわたらせて髪につやを出します。豚毛より頭皮に届きます。

猪毛
（硬い）

黒豚毛
（やや硬い）

白豚毛
（柔らかい）

【ブラシの毛質の選び方】

NYLON MIX

（有）美容室サエ
羽下恵さん
カウンセリング時に
頭皮や髪のお悩みを
お伺いしています。
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【ブラシの種類の選び方】

髪が細い、柔らかい
（薄い）方に

細くて絡まりやすい
髪の方に

しっかり地肌に
届いてほしい方に

さらさらロングストレート
にしたい方に

ストレートシャイナー MS-730  
■全長218ｍｍ
8125011 販売価格4,300円（税抜）

イギリス　
タングルティーザー
サロンエリート

L-381ブラッシングブラシ
■全長215mm9行
8134005 販売価格4,000円（税抜）

毎日のブラッシングで髪をすこ
やかに保つ獣毛ブラシ。フェイ
スラインに沿ってブラッシング
できるS字タイプです。柔らか
い豚毛を使用しているので髪
の細い方、柔らかい方におすす
めです。

1本1本独立した毛先でしなや
かなブラッシング。クセ毛・絡
まりやすい子供の髪などにも。
濡れた髪にも使用できます。

L-431ブラッシングブラシ
■全長215mm6行
8134006 販売価格4,500円（税抜）

毎日のブラッシングで髪をすこ
やかに保つ獣毛ブラシ。フェイ
スラインに沿ってブラッシング
できるS字タイプ。猪毛を使用
しているので量が多く、かたい
髪の方におすすめです。

販売価格2,100円（税抜）

8124005 ピンク8124004 ブラック
8124002 パープル8124001 スカイブルー

挟み込みタイプのブローブラシ。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
らヘアが期待できます。

サンビー
ソフトロールブラシ
R-352
■全長220ｍｍ
8134020

販売価格￥4,000
（税抜）

P.8─1
アーバンブラシ
UEF-23
■全長210ｍｍ

8135011

販売価格￥3,450
（税抜）

P.8─ 3
デンマンブラシD4
トラディショナル
シリーズ
■全長214ｍｍ
8126014

販売価格￥2,500
（税抜）

P.8─2
YS-LAP32
スタイラー ピンク
■全長227ｍｍ

8132019

販売価格￥3,200
（税抜）

P.8─5
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持っているといつでも安心！
リタッチケアアイテム
アクティブに過ごすあなたにぴったり！ 急なお出かけにも対応できる、
リタッチケアアイテムをご紹介します。部分ウィッグから塗るタイプの
アイテムまで。上手に使い分けて、頭からつま先までおしゃれを楽し
んで。

PART1理美容師さんが伝授！

マチュリナ（ウィッグ）

彩髪メーク／スペリオブルー

【マチュリナ4つの特徴】

・ 商品の中央部を片手で軽く押さえな
がら、ストッパーをひとつずつ留め、
境目をブラシで梳かし込みます。

美容室で試着ができるので、着け方やお手入れ方法などが相談できます！

パーツウィッグの付け方

ウィッグが初めての方にも ！
生えぎわの白髪かくしにも。
らくらく簡単「マチュリナ」ウィッグ。
マチュリナウィッグは理美容室専売のウィッグブランド。ふんわり軽や

かで着けていることも忘れてしまうほどの快適な着け心地で、どなたで

もスタイルが決まるように設計されています。気になる白髪隠しにはも

ちろん、パーティスタイルなどアレンジにも最適。

さらにお手頃価格なのもうれしいポイントです。

・ 箱から取り出し、ブラシ等で毛の根元から
しっかりブラッシングをして起こします。

・ 着けるまえにウィッグの前後を確認します。
・ストッパーをすべて開いておきます。

1.準備

・生え際や分け目を確認し、生え際から指
一本分くらい後ろの位置につけるのが目安
です。

・ストッパーのくし部を頭に対して直角に立
て、地肌に沿ってやさしく寝かせるように
自毛に差し込みます。

2.付ける

Point1
お手頃なのに

高品質

Point 2
ボリュームアップや
シルエット補正に

最適

Point 3
らくらく

簡単装着・装い

Point 4
いつも清潔！

お手入れらくらく

ビューハウス Sante de ToMo
チーフ 佐藤千絵里さん
40～50代のお悩みを解決できる
美容師を目指しています。
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スタイルいろいろ

新潟市中央区
有限会社 美容室サエ
店長 小林佳代 さま

スタイリスト 羽下恵さま

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
8257029 販売価格

1,000円（税抜）

さっと塗るタイプの
リタッチ方法もあります！

彩髪メーク（本体）
販売価格2,800円（税抜）

8261048 ブラウン
8261047 グレーブラック
8261046 Dブラウン

詰替え
販売価格1,900円（税抜）

8261051 ブラウン詰替え
8261050 グレーブラック詰替え
8261049 Dブラウン詰替え

PART1ご協力美容室

新潟市西区
ビューハウス Sante de ToMo

代表 中川冬萌子さま
チーフ 佐藤千絵里さま

クリーミーパウダータイプで着色簡単！
シャンプーで簡単に
落とせます。

ミラー付

8201015 栗色
8201016 明るい栗色

8201014 自然色

欲しい部分に少しだけ
ボリュームをプラス。
エアリーな仕上がりに。
販売価格19,800円（税抜）

マチュリナ NW-001（つむじ用） ソフトカールスタイル

ストレートスタイルの方に。
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）

マチュリナ NW-005（分け目用） ストレートスタイル

8201004 黄系
ミックスカラー

8201003 明るい栗色
8201002 栗色
8201001 自然色

マチュリナ　HW-001 ソフトカールスタイル

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）

8202007 自然色

8202005 明るい栗色
8202006 ワイン系

ミックスカラー

8202004 栗色
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●カバーは後ろのファスナーからクッションを取り外し、ネットに入れて洗濯可能です。

トータルビューティサロンをはじめとしたさま

ざまなサロンで使われている、プロユースの

クッションです。長辺48cmのゆったりサイ

ズと柔らかなベルベットの手触りは、空間を

ラグジュアリーに演出してくれるため、ご自

宅にもおすすめ。中綿がぎっしり詰まってい

るため弾力性が持続します。

クッションカバーは高級感のあるベルベット生地。
さまざまなシーンに映える3色です。

Point 1
両側にあしらわれた
アンティーク調のビーズの
タッセルがCUTE！

ビーズタッセルクッション

お部屋の中をラグジュアリーに演出 ！
キュートなクッションでリッラクスした毎日を

Point 2
タブレットや雑誌も
安定するため、
ぐっと読みやすくなります。

BLC Life ビーズタッセルクッション
販売価格8,600円（税抜）

8399011 プラム8399009 ライラック8399010 フラミンゴ

“プ
ロユー

ス・アイテム” 番外編
今、注目のアイテムを

PICK UP !



キレイを叶える

毎日使う定番を
プロユース・アイテムに！

エステサロンなどで使われている
スキンケアやボディケア用品で
肌の調子を整えてみませんか？



毎日使う定番をプロユース・アイテムに！

PART

2

ラファンテは、「素肌にみずみずしい時間」をコンセプトに、何種類もの植物由来成分を配合したスキンケアブランド。
潤いやハリを与える成分に注目し開発しました。
植物がもつ力で、美しくすこやかなお肌へと導きます。

エステティシャンが開発したお墨付き！
「ラファンテ」の肌質別ラインナップで素肌美人に!

チャ葉エキス
カテキン、カフェインなど
を含んでおり、ひきしめ作
用、保湿作用などがあり
ます。

アーチチョーク
エキス
肌あれを防ぎ、美肌・毛
穴ケアなどに効果的に作
用すると言われている成
分（シナノピクリン）を多く
含んでいます。

ハス胚芽エキス
美肌効果があり、お肌に
ハリを与え、みずみずしく
潤いのあるお肌へと導き
ます。

シラカバ
樹皮エキス
スキンケア効果があり、お
肌のひきしめや保護、収
れん、保湿効果などがあ
ります。

ホウセンカ
エキス
デリケートな素肌をやさ
しく守り、みずみずしく潤
いのあるお肌へと導くと
共に、肌本来のハリとツ
ヤを引き出します。

フィトエナジー
コンプレックス
ニンジンエキス、酵母エキ
ス、ローヤルゼリーエキス
とソウハクヒエキスを配合
したフィトエナジーコンプ
レックスは、プラセンタと
同様にハリ・潤いの保持
効果があります。

ハーブ抽出成分

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。お肌に負担を
かけずに、デリケートな目元や口元を優しく
保護しながらすっきり落とします。
8270001 販売価格3,300円（税抜）

クリーミークレンジングクリーム 250g
生クリームの様なやわらかいテクスチャーが
広がるクレンジングクリーム。リッチな使用
感でしっかりメイクにも素早くなじみ、しっと
りとした素肌へと整えていきます。
8270002 販売価格4,000円（税抜）

マイルドジェルクレンジング 200g
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。

8270003 販売価格3,700円（税抜）

Cleansing クレンジング

※すべての商品に配合されているわけではありません。詳しくは商品をご覧下さい。 
※イラストはイメージです。

ひきしめ

肌あれ
防止

潤い
ひきしめ

ハリ
ツヤ

ハリ

ハリ
潤い

乾燥肌 オールスキン脂性肌普通肌 敏感肌
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シューウォッシュ 200g
シュークリームの様にリッチなムースタイプ
の洗顔料。アミノ酸系のきめ細かい泡が毛
穴の中の汚れまでやさしく包み込んで落とし
ます。

8270005 販売価格2,400円（税抜）

UVスキンベースクリーム 30mL
SPF50 PA＋＋＋
お肌をきれいにトーンアップさせる化粧下地
効果のある日焼け止め乳液。さらりとしたテ
クスチャーと均一な伸びで、化粧くずれを防
ぎます。

8271017 販売価格3,500円（税抜）

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。
潤いをたっぷり与え、ふっくらとした明るい
お肌を保ちます。

8271011 販売価格5,500円（税抜）

スキンセラムクリーム 50g
コクのあるリッチな美容液クリーム。滑らか
な伸び感でお肌によくなじみ、キメを整えハ
リ・ツヤのあるお肌へと導きます。

8271015 販売価格7,000円（税抜）

肘・ひざ・背中…ボディに使ってます！ 泡立てた石鹸に少量混
ぜて使うだけで肌がつるつるに！ 小鼻のざらつきが気になる時に、
クレンジングと一緒に使います。

マッサージ、パックだけでなくシェービングにも使えます。伸びが
よく、肌馴染みも良くマッサージに適しています。乾燥した時や、
ナイトパックに使用できます。

マッサージジェルパック 100g
ジェルならではの滑らかな伸び感とすっと肌
になじむ浸透※性の高さ。パックとしても使
用できるジェルタイプのマッサージ料。低刺
激でお肌に負担をかけず短時間でたっぷり
の潤いとなめらかさを与えます。

8270008 販売価格5,000円（税抜）

ピーチスクラブパウダー 50g
天然モモ種子を細かくクラッシュしたスクラ
ブパウダー。クレンジングやマッサージ料と
ともに使用します。目的やお肌タイプ、お好
みに合わせてお使いいただけます。
8270010 販売価格4,000円（税抜）

ウォーターリペアローション 150mL
清涼感たっぷりの化粧水。ほてったお肌を
素早くクールダウンさせます。さらりとした
つけ心地ですっきりとしたみずみずしいお肌
へと導きます。
8271013 販売価格4,000円（税抜）

ディープクリアウォッシュ 50g
毛穴の詰まりや、余分な皮脂をさっぱり洗い
上げる酵素配合パウダー洗顔料。週1回の
ディープクレンジングにおすすめです。
8270006 販売価格2,800円（税抜）

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。水のヴェールをまとう様なナチュラルで
みずみずしい仕上がりです。
8271016 販売価格5,000円（税抜）

Lotion ローションWashing face 洗顔

Cream クリーム UV care UVケア

Special care スペシャルケア

ざらつきが気になる時にいつでも お手軽なのにしっとりうるおう

冬のUVケアポイント!
冬の紫外線量は夏に比べ少なくなるとはいえ、しっかりと
降り注いでいます。肌の深刻なトラブルを招いてしまう紫
外線。UV スキンベースクリームでお肌を保護し、素肌美
人を目指しましょう。

乾燥肌 オールスキン脂性肌普通肌 敏感肌

※角質層までをあらわします。
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毎日使う定番をプロユース・アイテムに！

PART

2

セポラージュ
バイタルゼリー 50g
8317006 販売価格

12,000円（税抜）

セポラージュ
バイタルクリーム 30g
8317007 販売価格

12,000円（税抜）

セポラージュは「素肌力を高め、いつまでも健康な肌づくりに役立つ化粧品」をコンセプトに
医薬品メーカーから開発された、プロユース化粧品。その中からホームケア用の製品を紹介します。
シンプルで使いやすい、そしてしっかりお肌で実感出来る。
集中ケアで、トラブルのない健やかなお肌を目指しませんか。

うるおい実感！ 機能派コスメで
2ステップの簡単エイジングケア※が完成！

ポイントとなる成分

ウシ除タンパク血液（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。

化粧水ゼリーが
お肌に潤いを与えます。
プルンとしたゼリー状の化粧水で、季節・
年齢・肌質を選ばずご使用いただけます。
肌に潤いを与え、健やかに保つウシ除タ
ンパク血液、果実エキス配合。

Step 2

洗顔後、適量をとり、お肌に
伸ばします。
※お風呂上りに少し厚めに塗布し、
手のひらで包むようにしっかりお
肌に馴染ませると効果的です。

洗顔後、適量をとり、お肌に
伸ばします。
※お風呂上りに少し厚めに塗布し、
手のひらで包むようにしっかりお肌
に馴染ませると効果的です。

濃厚なクリームが
お肌を包み込みます。
なめらかなテクスチャーで、
しっとりお肌を包み込み、潤
いのあるお肌に導くクリーム
です。お肌に潤いを与え、健
やかに保つウシ除タンパク血
液、果実エキス配合。

Step 1

普段乾燥に悩んでいるのですが、バイタルク
リームはべたつきもなく、肌馴染みの良いところ
が気に入っています。

ベタつかず、使いやすい

※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！ 一度使用すれば
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！

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
8185005

販売価格 
2,000円（税抜）

8185004

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

8185003

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

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。
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毎日使う定番をプロユース・アイテムに！

PART

2

かかとのガサガサやブーツを履くことによる臭いなどの足のお悩み。
サロンでの定期的なケアに自宅でのケアをプラスすれば、
しっとり、ふんわり足が持続し、快適に過ごすことができます。
サロンで使用されている『スパルーチェ』はしっとりとした潤いをあたえ、
やわ肌ふっくら仕上げを実現したトリートメントラインです。

自宅で本格集中ケア！
3ステップのかんたんフットケアで
ぷるぷる、もちもち、ふんわり足へ！

スパルーチェ フットファイル
❶ 専用フットファイルを軽くあてるだ

けで、消しゴムのカスのように角
質が簡単に落ちてなめらかに！

❷ 硬くなった部分はフットファイルS
サイズの面でなめらかに整えます。

❸ 仕上げは#800グリッドのサンド
ペーパーでスベスベ仕上げ。

Step 2 角質除去

Step 3
スパルーチェ ライトローション
スパルーチェ モイストローション
スパルーチェ ミルクローション
❶ ローションを、ケア用ガーゼに浸み込ませます
　（片足分：ローション約5～6mL）。
❷ ローションを染み込ませたガーゼ1枚を足裏全体に

はりつけ、2枚目のガーゼは足の甲に巻きつけます。
❸ お手持ちのビニール袋をかぶせてしばらく放置します。

ローションパック

スパルーチェのローションは素肌と同じ弱酸性。ライト
ローション・モイストローション・ミルクローションの3
種類あり、組み合わせてお使いいただけます。

ここがポイント！

スパルーチェ フットケアローション
スパルーチェフットケアローションをスプレー
して（3～5mL/両足1回分）軽くなじませます。

Step 1 保 湿

フットケアローションで足底を潤わせながら
角質ケアをするので、お風呂場で足をぬらさな
くでもできます！ 短時間で簡単！

ここがポイント！

専用フットファイルは、大きな
面がストレートとカーブの2種
類、さらに小さい面が2つあり、
足裏の細かい部分までお手入
れできます。それぞれ使い捨て
のレフィルを張り替えられるの
で、衛生的に使えます！

ここがポイント！

お部屋で簡単

ホームケア

横に倒しても

上手にスプレー

できます！

ビニール袋をかぶせてパック！

※注 フットケアローションの塗布量が多すぎるとファイル面がすべってしまいます。
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スパルーチェ 
ライトローション
やわ肌ふっくらのフェイス
&ボディローション。季節
やお肌の状態に合わせて
組み合わせてお使いいただ
けます。

8369003

販売価格8,000円（税抜）
800ｍＬ

Foot care lotion フットケアローション

Foot file フットファイル

スパルーチェ 
フットケアローション
分子量の小さい保湿成分が角
質にしっかり浸透。フットファ
イルの直前に塗布し、角質肥
厚部位を削ると消しゴムのカ
スのように角質が簡単に取り
除けます。ホームケアにも。ほ
のかなオレンジの香り。

スパルーチェ 
フットファイル

「スパルーチェ フットケアローショ
ン」の効果を最大限に発揮するた
めの専用フットファイル。大きい面
はストレート面とカーブ面の2種類。
小さい面は細かい部分に。角質の
状態に合わせて使用面と粒度が選
択でき、滑らかな仕上がりに。

8369006 販売価格 
1,200円（税抜）

Lotion ローション

スパルーチェ 
ミルクローション
乳液状のフェイス&ボディ
ローション。季節やお肌の
状態に合わせて組み合わ
せてお使いいただけます。

スパルーチェのラインナップ

フットファイルの
プレローションと

して

硬くなったタコや
魚の目を

削るときにも

ツメ周りの
キューティクル

ケアに

スパルーチェ 
フットファイルレフィル

8369007 L #240
550円8369009 L #400

8369011 L #800

8369008 S #240
400円8369010 S #400

8369012 S #800
（全て税抜）

8369002 150ｍＬ　4,500円（税抜）

8369001 　50ｍＬ　2,800円（税抜）
販売価格

グリット数
（粗い◀#240・#400・#800▶なめらか）

しっとりなめらかな仕上がりに感動

短時間でつるすべの足裏になりました。 
汚れたフットファイルを貼り替えられるのが嬉しい！

自分の肌の状態に合わせて選べるところが良いです！

弱酸性化粧品でお肌にやさしい

スパルーチェ 
モイストローション
しっとりタイプのフェイス
&ボディローション。季節
やお肌の状態に合わせて
組み合わせてお使いいただ
けます。

8369004

販売価格8,000円（税抜）
800ｍＬ 8369005

販売価格8,000円（税抜）
400ｍＬ
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毎日使う定番をプロユース・アイテムに！

PART

2

肌にも髪にもやさしい！
重炭酸タブレット「バーデンタブ」

「バーデンタブ」は無香料・無着色の医薬部外品入浴剤
です。タブレットをお湯に溶かせば、炭酸ガス＋重炭酸イ
オンが発生。優れた温浴効果により血行を促進します。
カラダの芯からポカポカと温まり、たまった疲れや腰痛、
肩こり、冷え症などのつらい症状を和らげます。

8268011   30錠　2,400円（税抜）

薬用バーデンタブ〈医薬部外品〉  

8268012 100錠　6,500円（税抜）
販売価格

※イメージ

その日の疲れはその日にリセット。
血行を良くし、体温をあげることは質の良い眠りと疲労回復につながります。
“重炭酸”やアロママッサージを利用した毎日15分以上の入浴で、心も体もリラックスしてみませんか。

毎日入るお風呂タイムで本格スパ気分！
疲れがとれて気持ちもリフレッシュ！

効果的な入浴方法

● 5錠のタブレットを180～200ℓのぬるめのお湯（37～40℃）に溶かし、じっくりと15分以上入浴します。
●重炭酸イオンの効果により、肩のこりや腰痛、冷え症などの症状を和らげる効果が期待できます。

“重炭酸”でカラダの芯から温める！

※ 出荷時にパッケージの変更予定があります。
　予めご了承ください。
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バスタイムに合わせてオススメ！

ペロロ ビューティージェラート 300g
販売価格2,800円（税抜）

8279001

ダマスクローズ

8279002

サイプレス

8279003

グレープフルーツ

毎日手軽にスパ気分！
「ペロロ ビューティージェラート」

塩の引き締め効果とアロマで、美肌ケア＆リフレッシュに
おすすめのマッサージソルトです。絶妙な細かさの塩の粒
子を使用しているため、毎日手軽にマッサージが楽しめ
ます。マッサージ効果で血行を促進し、老化角質を取り
除いてハリと透明感のあるお肌へ導きます。

22種類の
美容成分配合！
植物エキスからヒアル
ロン酸まで。22種類
の美容成分がお肌を
整えます。

高保湿で
お肌しっとり！

グレープシードオイル
やオーガニックホホバ
オイルを配合。使うほ
どもちもち肌に。

香りで
リラックスタイムを
気分に合わせて選べる3
タイプの香り。マッサー
ジのたびに癒やされます。

ボディマッサージで贅沢なバスタイムに

とにかくホールド力があってすべりにくいので、バス
タイムや洗顔時に活躍しています！

ワニワニクリップツートン（2本入）
クリップの端に折り返しがあり、通常のク
リップより多くの髪の毛をしっかりキャッチ。
髪の毛束が多くても少なくても、一度つか
めば、ずれ落ちる心配がありません。
8160005 販売価格450円（税抜）

ワニワニクリップ（2本入）
ラバーコーティング加工が髪をしっかりつ
かみ、滑りにくいワニワニクリップ。髪にな
じみがよく、目立ちにくいブラウンカラー
バージョンです。
8160003 販売価格580円（税抜）

高野 尚子 Naoko Takano
ネイディーン ネイルズ代表
高野 尚子インテグレイティッドネイルカレッジ学園長

家で使用するときはお風呂で温まってからマッ
サージすることでとにかく発汗作用が上がります。
温泉やサウナにも絶対に欠かせない必須アイテム
です。サイプレスの香りはすっきりしていて気に
入ってます。また、サロンではフットケアコースと
ジェルネイル＆ケアコースで使用しています。

「ネイディーン」
高野 尚子さん監修！

しっかり留まるのでどんな髪も安心
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美容のお悩みを
しっかりレスキュー！

プロが伝授する、
お助けアイテム
日々発生する残念な美容のお悩み…
なんとか早く改善したい！ というあなたに、
オススメ商品があるんです！



PART 3 美容のお悩みを
しっかりレスキュー！

天然由来成分の潤いヴェール

ドクターネイル デイケアオイル 6mL
爪にツヤがない、爪・指先の乾燥、爪まわりのかさつきをお悩みの
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。

8373005 販売価格1,100円（税抜）

爪が弱く、
伸ばせません。

ささくれが出来たり、
突然割れたりします。

製薬会社が提案する浸透補修液

ドクターネイル ディープセラム  6.6mL
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。

■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）

8373004 販売価格3,800円（税抜）

爪は毎日約0.1mm伸びていきます。
「爪専用の美容液」で爪を集中補修して、
次に伸びてくる爪をすこやかにしていきましょう。

また日々の動作もなるべく爪を酷使しないように心がけることで、
より美しい爪を目指せます。

A

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）

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。

ご使用方法
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3種類の保護膜成分配合

皮膚保護クリーム 
プロテクトＸ２
〈医薬部外品〉

水仕事の多い方に。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。

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。

手荒れ防止のスタンダード

ケロデックスクリーム
 〈医薬部外品〉

8473010 430g ポンプ式 5,300円（税抜）
8473009 430g 詰替え用 4,800円（税抜）
8473008 100g チューブ入り 1,800円（税抜）

8473011 500g ジャータイプ 5,500円（税抜）
販売価格

8473014 240mL 3,700円（税抜）
8473015 480mL 6,200円（税抜）

8473013 60mL 1,200円（税抜）
販売価格

 手の
カサつき、
手荒れに
悩んでいます。

日々の作業の前に予防として
こまめにハンドクリームを塗って
バリアをつくりましょう。

A1
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ずり落ち防止の
専用ゴム付き。

PART 3 美容のお悩みを
しっかりレスキュー！

素手に近い感覚で使える

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。

※価格はサロンスタッフまでお気軽
にお問合せください。

8187010

フィット感抜群の、目立たない傷バン

プロテクトスキンフィルム

8473017 厚み0.01mm（40枚） 18×60mm
8473016 Sサイズ（50枚）  16×56mm

販売価格 各800円（税抜）

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。

グローブや傷バンなどで、
手荒れの原因に触れないように
することでお肌を保護します。

A2

※フリーサイズ
　左右兼用
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8297013 販売価格19,000円（税抜）

●電源：単4電池×2個　●外径寸法：幅40mm×奥行22mm×高さ140mm
●本体重量：約90g　●出力：2段階切換 ●仕様：5分間で自動停止（実通電時間）
●付属品：単4電池2個、ポーチ

　 乾燥で

肌がカサカサ。
自宅できる特別な
ケア方法は
ありますか？

ホームケアマシーン
は機能をチェックし
てお悩みに合ったも

のを選ぶのがポイント。
週に1度のスペシャルケアで、
素肌美人を目指して。

A

イオンのチカラで素肌力アップ！
ホームエステで、うるおい肌へ。

原液系美容液シリーズ
自分の素肌へ戻ろう。

健やかな素肌のための美容液。多くの人に触
れてきたエステティシャンに使われてきました。
ホームケアにもお使いいただけます。

アクアパフEX
自宅で簡単にお肌のケア。皮膚科医と共同開発
したイオン導入導出器「アクアパフEX」。イオン
の力を利用してビタミンCなどのエッセンスを
お肌（角質層）にしみ渡らせ、うるおいをたっぷ
り補給。ハリのある健康的な素肌へと導きます。
※イオン導入でお使いの際はコットンをセットしてご利用ください。

8315003 販売価格15,000円（税抜）

素肌を整え、健康で潤いに満ちた肌へ
リピュース EX-105 Rc

（ウシ除タンパク血液※） ※保湿成分

■内容量：60mL
●ウシ除タンパク血液の他、ペプチド
類を配合。ハリと弾力のある肌へ導き
ます。イオントフォレーゼ：マイナス極。

8315005 販売価格13,000円（税抜）

肌の潤いは“与える”から“生かす”へ
リピュース EX-108

（セレブロシド※） ※保湿成分

■内容量：60mL
●セラミドの前駆体であるセレブロシ
ド配合。潤いのある肌へ。イオントフォ
レーゼ：マイナス極

8315006 販売価格11,000円（税抜）

ハリのあるみずみずしい肌へ
リピュース EX-109

（プロテオグリカン※） ※保湿成分

■内容量：60mL
●サケの鼻軟骨から得られるプロテ
オグリカン配合。ハリと潤いのある肌
へ。イオントフォレーゼ：マイナス極

8315002 販売価格10,800円（税抜）

Wの配合で、冴えわたる輝き肌へ
リピュースボーテ EX-103

（ビタミンC※） ※製品の酸化防止

■内容量：60mL
●ビタミンC配合。
イオントフォレーゼ：マイナス極。

あわせて使いたい原液系美容液

LIPUSE Beaute 〈リピュースボーテ〉
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PART 3 美容のお悩みを
しっかりレスキュー！

ご自宅で簡単！
「グランキューブ」のホームケア

グランキューブ（標準装備）

大量のスチームで毛穴すっきり！
スキンケア効果に優れた高機能フェイシャルマシン。

こんな方におすすめです
▶肌色が悪く、くすみが気になる
▶毛穴の広がりをおさえたい
▶透明感のあるお肌になりたい

「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。

イオン化スチーム＋クレンジング
毎日のクレンジングもスチームを当てながら行
いましょう。スチームの温感で毛穴の汚れも落
ちやすくなります。

イオン化スチーム＋キッシング
週1回のスペシャルケアには、スチームを当てな
がらキッシングを。毛穴に詰まった皮脂や汚れ
もすっきり！

スキンケア効果を
高める2種類の
オプション装備で
もっと美肌に

8290001 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お肌へ
と導きます。

8290002 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。

8291001 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。

「グランキューブ」のここがすごい！
大量のイオン化スチーム
グランキューブの特長は何といっても大量のスチーム
フェイシャルからデコルテまでを包み込みます。

汚れを吸い取る！
キッシング
毛穴につまった皮脂や汚
れを吸引し取り除きます。
ペンシルタイプのコネク
ターにスキンケアの目的
に合わせて4種類のガラ
ス管を取り付けてお使い
いただけます。

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。

※標準装備
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毎朝忙しく、

メイクや
スタイリングに

時間がかけられません。
でもきれいに
仕上げたいのですが。

10分で完成 ！  時短メイク＆スタイリング

8119001 販売価格 13,300円（税抜）

●高さ86×幅145×奥行90mm
●電源：AC100V  50/60Hz　●消費電力：130W
●セット内容：スチーマー（1台）、
モイスチャーカーラー（S×2本、M×4本、L×3本）、
ビナールクリップ（9本）、収納ポーチ、取扱説明書（保証書付）

スチームをたっぷり含んだカーラーで、
ナチュラルなゆる巻きが
初心者でも簡単に作れます。

時短ワザ

1
ビナールモイスチャーカーラーは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。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。
スチームが出ている本体にカーラーを置いたら5秒で温ま
るので、すぐに髪に巻くことができます。巻いたらクリップで
留めるだけ。専用ポーチ付きで持ち運びにも便利。

1
ゆる巻きなら
3分で完成！
次々に巻けます。

2
スチームで
水分を補給！
柔らかくツヤの
ある髪に。

3
コンパクト設計で
場所いらず。
専用ポーチに
すっきり収納。

ビナールモイスチャーカーラー

充分に乾いた状態で、モイスチャー
カーラーに巻く毛束をとります。

モイスチャーカーラーをスチーム
吹き出し口に置き、太さにより約3
～10秒加湿・加温します。

毛先を折らないように気をつけな
がら毛束をモイスチャーカーラー
に巻きつけ、テンションをかけなが
ら巻き込んでいきます。

ビナールクリップで挟んで固定し
ます。ビナールクリップは「UP」の
文字が上向き、または正面になる
ように使用します。

41 2 3

水道水でOK

本体たったの

445ｇ！

サロン向けの
アイテムで、ヘア
スタイリングとメ

イクが簡単に行えるもの
をご紹介します！

A

How to curl…使い方は簡単 !
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PART 3 美容のお悩みを
しっかりレスキュー！

ネアーム  プレミアム 
クッション ファンデーション
時短メイクに！ ここれ一つで保湿、化粧下地、日焼け止
め、ファンデーションまで！ 何かと忙しい朝、ファンデま
での仕上げの時間を短くしたい方に。また、目立つ肌悩
みをカバーして若々しい印象を演出したい方へ。付属
の専用パフにファンデーションを軽くつけてポンポンと
パッティングするだけで美肌を簡単に演出します。

カールをつけている間におすすめ！
「ネアーム プレミアム 
クッションファンデーション」

時短ワザ

2

1
シミそばかすを隠す

エイジングケア

2
余分な

テカリを抑える

3
ソフトフォーカス

効果

1 32

8263005 レフィル ベージュ 1,600円（税抜）

8263007 レフィル クリアベージュ 1,600円（税抜）

8263006 レフィル ライトベージュ　 1,600円（税抜）

8267001 レフィル ピンクベージュ    1,600円（税抜）

8263001 本体ベージュ 2,000円（税抜）

8263003 本体クリアベージュ 2,000円（税抜）

8263002 本体ライトベージュ 2,000円（税抜）

8263004 本体ピンクベージュ 2,000円（税抜）

販売価格

■無香料・SPF30/PA++ 17ｇ　日本製
※保湿美容液成分として、アロエベラ葉エキス、オウゴン根エキス、
ビルベリー葉エキス、ポリクオタニウム-61配合

適量をパフにとり、顔全体に軽く
パッティングするようにつけてく
ださい。パフに少量をつけて重ね
塗りすることで、よりなめらかな
肌を演出します。目元や小鼻など、
細かい部分はパフの角度を変え
ながら仕上げていきます。

Before After
シミを隠して艶めく潤い肌に

ご使用方法

ベージュ ライトベージュ クリアベージュ ピンクベージュ
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ヒップに
自信がありません。
見えない部分だからこそ

気になっている
のですが…。

お尻×キレイ×私のこだわり
ヒップが自慢の私だけのヒミツ。

プロメンテ
シークレット薬用ヒップスクラブ

業界初“お尻ケア”に特化したサロン専売品『プロメンテシークレット』は、化学
繊維の下着やストッキングの摩擦からくる「肌荒れ」や「化繊荒れ」によるお尻
の黒ズミ、デスクワーク等で長時間座ることで起きるお尻ニキビなど、現代女性
のお尻トラブルなどのお悩みからうまれたヒップ専用スクラブソープです。これひ
とつで「黒ズミ※」「お尻ニキビ」を防ぎ「引き締め」ケア。爽やかに大人香るフレッ
シュフローラルの香り。 ※古い角質による

■内容量：800ｇ
8473019 販売価格5,000円（税抜）

お尻のトラブルに
特化したデリケートケア
用品はなかなか見つけづら

いものですが、実はサロンでしか買えない
薬用のヒップケア専用商品があるのです。
お尻にトラブルを抱えた多くの女性にお勧
めします！

こんな方におすすめです
▶下着やストッキング等の摩擦で黒ズミが気になる方
▶デスクワークなど座ることが多く、
　ゴワゴワ、ザラザラヒップが気になる方
▶お尻ニキビやニキビ跡が気になる、お尻ニキビを繰り返す方
▶加齢による乾燥やたるみが気になる方

1.  薬用ヒップスクラブを少量ずつ手に取ります。
2.  お湯を加え泡立てながら、下から上に向かって
 時計回りに数回マッサージします。

3.  洗い流せば、すべすべヒップの完成。

B
efo

re

Afte
r

A

ご使用方法

スクラブが泡に変わる !

〈医薬部外品〉  
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PART 3 美容のお悩みを
しっかりレスキュー！

頭皮の
ニオイが
気になります。

香りで選べる3タイプ

・ティーツリー
・オレンジ
・ジャスミン

Refresh
─リフレッシュ─
まろやかで爽やかな
すっきりとした香り

・ローズ
・ラベンダー
・ベルガモット

Beauty
─ビューティ─

女性らしい
上品で優雅な香り

上質なテクスチャーと香りの頭髪用美容液
ニオイもケアして、リラックスに導きます

ラファンテ
アロマミストローション 100mL

販売価格 2,000円（税抜）

8250003 Beauty
8250002 Refresh
8250001 Relax

ヘッドヒーリングテクニックのために開発
されたヘアケア商品『アロマミストローション』
は、頭皮に心地良い『快』を与えてくれる、髪
と頭皮の美容液です。

A

【主な配合成分】　■チャ花エキス配合（保湿成分）■ヘマチン
（抗ケーキング剤）■シーハーブエキスミックス（アッケシソウ
エキス／保湿・整肌成分）・リモニウムゲルベリエキス（ヘア
コンディショニング成分）・褐藻エキス（保湿・整肌成分）・
加水分解紅藻エキス（保湿・整肌成分）・カギイバラノリエキス

（保湿・整肌成分）・イヌラクリスモイデエキス（ヘアコンディ
ショニング成分）・トチャカエキス（保湿・整肌成分）・スサビ
ノリエキス（保湿・整肌成分）

乾いた髪やタオルドライ後の髪に適量（3～6
プッシュ）を塗布し頭皮・髪全体になじませて
ください。日中のパサつき、におい等を感じたと
きにリフレッシュ＆コンディショニングローショ
ンとしてご使用ください。一日に何回でも使用
できます。

ご使用方法

・ラベンダー
・イランイラン
・カミツレ

Relax 
─リラックス─

優しい
オリエンタル調の香り

頭皮のエイジングケア※と、毛髪の保護とコンディショニン
グを考えた頭皮と髪を総合的に整えるプレローションです。
シリコンフリー・鉱物油フリーで植物系界面活性剤を使用。
天然由来の植物成分をたっぷり配合した、地肌にやさしい
使い心地です。
※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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フォースポーツ　
シトラスウッディまたはシトラスフローラルの香
り。スポーツやお出かけ前にナチュラルなエチ
ケット用

アウトドア
レモングラス、ラベンダーのすっきりと爽やかな
香り。バーベキューやキャンプ、ガーデニングな
どアウトドア用

日々の生活や
お悩みに合わせて

気軽に
アロマを取り入れ
たいのですが。

ライフスタイル
に合わせて好き
な時にいつでも

スプレーできるボディミス
トがおすすめです。

A1

バランシング
エモーション（ナイト）
ラベンダー2：オレンジ1の香り。
ナイトタイムにおすすめ。くつろ
ぎたいときに

マインドアップ
リフティング（デイ）
ローズマリー2：レモン1の香り。
デイタイムにおすすめ。気分を
すっきり、元気にしたいときに

腕や足に適量をスプレーし、お肌になじ
ませてください。香りが薄くなりましたら、
再度スプレーしてください。すっきりと爽
やかな香りにつつまれるとともに、お肌を
健やかに整えます。

※ルーム用としてもご使用いただけます。お部屋の
空気中にスプレーすれば、いつでも自然の中で深
呼吸するような心地よさをお楽しみいただけます。

ご使用方法

毎日のセルフ・コンディショニングに
エッセンシャルオイルの恩恵を

アロマベラ ボディミスト 100mL
植物由来のアルコールをベースにした、エッセンシャルオイルそのま
まの香りを手軽に楽しめるアイテムです。お部屋でのご使用はもちろ
ん、浴室や車の中、スポーツやアウトドアなど、目的に合わせてさま
ざまなシチュエーションでご利用いただけます。

8276017 フォースポーツ シトラスウッディ 2,000円（税抜）
8276018 フォースポーツ シトラスフローラル 2,000円（税抜）
8276019 アウトドア 1,800円（税抜）
8276020 マインドアップリフティング（デイ） 1,800円（税抜）
8276021 バランシングエモーション（ナイト） 1,800円（税抜）

販売価格
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PART 3 美容のお悩みを
しっかりレスキュー！

眠りをテーマに
したアロマブラ
ンドもあります。

心地よい眠りにあなたを
誘う、やさしい香りに包ま
れてみては。

A2

おやすみからお目覚めまでを
ケアするアロマブランド

Anming plus

バスエッセンス 
ミニタイプ 25mL
ベルガモットやオレンジの天然オイ
ルを配合したやさしい柑橘の香りが、
ラグジュアリーなひとときをもたら
す乳白色のバスエッセンス。1回分
のミニタイプです。

8472022 販売価格 250円（税抜）

お風呂のお湯(約200L)に１袋分（約25mL）
を入れ、よくかき混ぜて入浴してください。

ご使用方法

リネンミスト 50mL
ベルガモットやオレンジの天然オイルを配
合したやさしい柑橘の香りのアロマミスト
です。お休み前や、お目覚めの際に。

8472023 販売価格 1,500円（税抜）

枕やシーツ、カーテン、空間にシュッとひと吹きして
ください。

ご使用方法

睡眠時間は十分なはずなのに、朝の目覚
めがすっきりしないという方に。「anming

（アンミング）」は、睡眠とさらには爽やか
な目覚めまでマネジメントする新しいアロ
マ・ソリューションです。
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カラダの中からキレイで健康に！

毎日続ける
ビューティアイテム

ドリンクからサプリメント、書籍まで。
毎日続けてキレイを叶える、
サポートアイテムをご紹介します。



話題のスーパーフード
“ケール”が手軽に摂れる！

 スーパーフードと呼ばれるケールを主原料に、野菜とフ
ルーツの栄養成分を手軽においしく摂ることが出来ます。
国内で農薬・化学肥料不使用で栽培したケールとバーリー
グラス（大麦若葉）を使用。ヤクルトのガラクトオリゴ糖配
合。スティックタイプなので計量や小分けの手間がかから
ず持ち運びに便利！ 保存料・着色料無添加。

ヤクルト ケール＆フルーツスムージー
8474001 販売価格1,500円（税抜）

内容量：123ｇ（8.2ｇ×15袋）

［お召し上がり方］　健康補助食品として、1日当たり1袋を目安に、
100mL程度の水に溶かしてお召し上がりください。また、数分置くと
よりトロッとした食感をお楽しみいただけます。

8474003

私の青汁（60袋）

こだわりの朝摘み生葉搾り製法で、
毎日おいしく飲める青汁
大分県国東半島・その周辺地域の契約農家で、農薬・化
学肥料を使用せずに栽培した大麦若葉を使用。朝摘んで、
その日のうちに絞るから美味しく、食事にも合うすっきりと
した飲みやすさで野菜不足が気になる方におすすめ。香
料・保存料・着色料無添加。

販売価格2,500円（税抜）

内容量：240ｇ（4ｇ×60袋）

［お召し上がり方］　健康補助食品として、1日当たり1～2袋を目安
に、100mL程度の水に溶かしてお召し上がりください。

野菜不足の方の栄養補給に！
食物繊維や、β-カロテン、鉄分など、
野菜不足の方の栄養補給におすすめ！
ヨーグルト等の色々な食品に混ぜても
おいしい！

ドリンクからサプリメント、書籍まで。
毎日続けてキレイを叶える、
サポートアイテムをご紹介します。

フルーツ入りなので飲みやすい
しぼりたてのような食感とマンゴー風
味の美味しいスムージー。さっと溶
けるので旅行先でもオフィスでもOK。
牛乳（アイス・ホット）で溶かしてもお
いしくいただけます。
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国産の野菜・果物など全100種と
芳醇な果実が生み出す「健美」
プロ仕様酵素※飲料
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 8476022 販売価格8,500円（税抜）

・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。

［お召し上がり方］　栄養補助飲料として、付属のコップで1回20mLを目安に、
1日1～2回程度を目安にお召し上がりください。原液のまま、または水やジュー
ス等で割ってお召し上がり下さい。
但し、お湯等の熱いものとは混ぜないでください。飲用の際はよく振ってからお
飲みください。

食事で後悔しないために。
「油」「炭水化物」「糖」に着目。

高カロリー食の三大元凶「油」「炭水化物」「糖」にアプ
ローチ！ネオプンティア、ファセオラミン、アラビノといっ
た3つの主要素材が気になる食事をトリプルサポート。
さらに21種類の素材をプラスした、プロフェッショナ
ルユースのボディメイクサポートサプリメントです。

トリプルカッタープロ 8476023 販売価格8,000円（税抜）

内容量：3ｇ×30包

［お召し上がり方］　栄養補助食品として1日あたり1包～2包を目
安に、水またはぬるま湯とともに、そのままお召し上がりください。

食生活の見直しに！
こってりとした食べ物が好
きな私。バランスの悪い食
事が続いた時に飲んでい
ます。飲みやすい味で、サ
ラダのドレッシングにも使っ
ています。

こってりとした食べ物が好
きな私。バランスの悪い食
事が続いた時に飲んでい
ます。飲みやすい味で、サ
ラダのドレッシングにも使っ
ています。

※100種類の植物を発行させる過程で生成され
た酵素によって熟成された発酵生産物を配合。

高カロリー食の三大元凶「油」「炭水化物」「糖」にアプ
ローチ！ネオプンティア、ファセオラミン、アラビノといっ
た3つの主要素材が気になる食事をトリプルサポート。
さらに21種類の素材をプラスした、プロフェッショナ

（税抜）

［お召し上がり方］　栄養補助食品として1日あたり1包～2包を目
安に、水またはぬるま湯とともに、そのままお召し上がりください。

食べる前に…
今日は食べるぞ！ という日
に摂っています。小包装な
ので持ち歩きしやすいです。
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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 8317001 販売価格8,800円（税抜）

内容量：1箱3粒入り×30包 

［お召し上がり方］　1日に約3粒を目安に水またはぬるま湯でそのままお召し上がりく
ださい。

ダイエットサポートに。
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。

L-カルニチン 4265121100 販売価格4,800円（税抜）

内容量：75粒（約37日分）

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

栄養補助食品に最適
年齢とともに「食べすぎた」
と思う日が増えてきているの
で、L-カルニチンを摂取して
います。

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。

（税抜）

［お召し上がり方］　1日に約3粒を目安に水またはぬるま湯でそのままお召し上がりく

パソコンをよく使うので。
PC作業で目をよく使うので栄
養補助として毎日飲んでいます。
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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
8477009 販売価格 3,800円（税別）

内容量：60粒（約30日分）
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。

美味しく続けられる！
無味無臭なので、朝ヨーグルトな
どに混ぜて食べています。ビタミ
ンミネラルが補えるのが嬉しい。
ツブツブ食感が美味しく満腹感
があります。

腸の健康と美容に
乳酸菌が気になっていたので、
こちらの新世代乳酸菌にもトラ
イ中です。続けやすい価格なの
もお気に入り。

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。
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
に浸すと食物繊維が約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を目安に水などに浸して膨潤させてお召し上がりください。

オメガチアシード
8477011 300g　2,000円（税抜）
8477010 100g   　800円（税抜）

8477012 600g　3,800円（税抜）販売価格

イ中です。続けやすい価格なの
もお気に入り。
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毎日の生活の中に美肌知識を
美肌検定®とは、『一般社団法人 日本エステティック協会』が初めて一般の方に向
けて実施する検定です。肌と体のしくみ、栄養や化粧品、セルフケアのしかたなどの
正しい知識を習得し、毎日の生活の中で実践していくことで、真の美肌を実現するこ
とを目的としています。
 テキスト『美肌検定®の教科書』では、33のレッスンでわかりやすく解説しています
ので、美肌の知識を楽しく学んでいただくことができます。すべてのレッスンをマスター
したら、検定にチャレンジ！ 検定はどなたでも受検することができます。合格すると

「AJESTHE美肌エキスパート®」として認められ、合格証が授与されます。
日 の々生活に美肌知識を取り入れることで、より美と健康を意識した生活を目指せます。

ページ数：128ページ・A5判 一般社団法人日本エステティック協会著

8299012 販売価格1,200円（税抜）

美肌検定（書籍）

〈テキストの内容〉
Chapter 1　美肌とは？
Chapter 2　正しい美肌ケアの基本の「キ」
Chapter 3　皮膚のしくみと働きを知ろう
Chapter 4　美肌とかかわりの深い４大ホルモン
Chapter 5　美肌を邪魔する４つの大敵
Chapter 6　日 の々お手入れに欠かせない化粧品のこと
Chapter 7　肌を巡らせるフェイシャルマッサージ
Chapter 8　ボディのセルフケア
●美肌検定試験例題100
●解答・索引

美肌検定®受検につきましては
日本エステティック協会
ホームページをご覧ください。
https://ajesthe.jp/

ディプロマがもらえる！
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お店でオーダーできる！

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。
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お店でオーダーできる！

ご自宅で使える
プロユース

ビューティアイテム

［サンプルプレゼント  クイズ］ ○○に入る数字をお答えください
「ご自宅で使えるプロユース ビューティアイテムカタログ」中で、温度が変えられるパーソナル
ケアドライヤーは何ページに掲載されているでしょう？

応募はこちら▶答え○○ページ




