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Color

ヘアカラー

○ご使用の際は使用説明書を必ず最後までよく読んで正しくお使いください。 ○ご使用の際は毎回必ず皮膚アレルギー試験
（パッチテスト）
を行ってください。
○ヘアカラーはまれに重いアレルギー反応をおこすことがあります。
○今までにヘアカラーでかぶれたことのある方は、絶対に使用しないでください。

お客様に合わせ、自由にカラーコントロール

毛髪のコンディションを整え、
イメージ通りの色味を自由に表現できます。

レアラ

LEARA

レアラ カラー
第1

花と植物の恵みでつややかな美しさへ導く
グレイカラー

しっかりと濃く染め上げ、パサつきがちなグレイヘア
も毛先までうるおってなめらかな手触りに。

Ｒ-２１ カラーソムリエ ＨＡ／ＮＡ
販売名：サンコール

カラーソムリエ

ＨＡ／ＮＡ

第1

21種類の植物美容オイル（毛髪保護・保湿成分）と8種類のフラ
ワーエキス（保湿成分）を配合し、つややかで美しい髪に導きます。
染料を内部まで浸透させ、深みのある色味に染め上げます。

SUNCALL Herbaloxy

サンコール ハーバルオキシ ＥＸ ６
クリームタイプ第２剤

1,000mL

髪にしっかり密着するため、染めた時にムラになりにくく白髪が浮きづらく
なります。パサつきがちなグレイヘアに適しています。

サンコール ハーバルオキシ ６
クリームタイプ第２剤

1,100mL

ブリーチ作用があるため、トーンアップに適しています。

サンコール ハーバルオキシ ＥＸ ３ＡＣ
クリームタイプ第２剤

1,000mL

ブリーチ作用が弱いため、
トーンダウンに適しています。
髪にしっかり密着する
ことでムラの少ない染まり上がりに。
なめらかな手触りや、
つや感を与えます。

Color
Liquidoxy

ヘアカラー

6

サンコール リキッドオキシ ６

販売名：レアラ シーゲン ６

1,000mL
リキッドタイプ第２剤

カラーの 2 剤としては珍しいリキッドタイプのオキシです。
液状で髪になじみやすいため、
操作性をコントロールしやすい点
が特長です。

FOCUS ACID COLOR
つややかな色彩で、
オトナ髪を魅せるアシッドカラー。
美しく白髪をカバーし、自然な色味で褪色する。
つやのある、手触りの良い質感に。

フォーカス アシッドカラー
各 150g
独自開発のＢＡ
（Balance Adsorption）
処方を採用。
色持ちの良さと褪色の美しさを意識したヘアマニキュアです。
また、
ストレスなくスムーズに塗布できるので、
色素をより
効率的に染着させ、
ムラを感じさせない染め上がりになります。

○必ず「使用上の注意事項」、
「使用方法」
をよく読んで正しく
お使いください。

Color

ヘアカラー

Others

1

2

3

4

1 サンコール パウダーブリーチ

3 サンコール リムーバー

ブリーチ力と操作性にこだわったパウダータイプのブリーチ剤です。

地肌に付いたカラーをおだやかに取ります。

200mL
○ご使用の際は使用説明書を必ず最後までよく読んで正しく
お使いください。

2

4 サンコール プロテクトオイル
200mL
ハイブリーチをする人におすすめ。
脱色や染毛をさまたげず、カラー剤から頭皮を保護します。

○ご使用の際は使用説明書を必ず最後までよく読んで正しく
お使いください。

Perm

パーマ

リッジ感のあるしっかりとした仕上がり
髪への負担をおさえながら、
しっかりとしたリッジ感が得られる
と同時に、
クロロフィル
（毛髪保護成分）
の働きでくっきりとした
パーマが長く楽しめます。

R-21 ウェーブ TG 第1剤

R-21 ウェーブ TG 第2剤
400mL

チオグリコール酸コールド二浴式用第１剤
対象毛：健康毛〜ローダメージ毛対応

400mL

チオグリコール酸コールド二浴式用第２剤
（臭素酸塩）

R-21 ウェーブ TG-OX 第2剤

R-21 ウェーブ T/C 第1剤
400mL

チオグリコール酸コールド二浴式用第１剤
対象毛：ローダメージ〜ミドルダメージ毛対応

R-21 ウェーブ CYS 第2剤

R-21 ウェーブ CYS 第1剤
400mL

システインコールド二浴式用第１剤
対象毛：ローダメージ〜ミドルダメージ毛対応

400mL

チオグリコール酸コールド二浴式用第２剤
（過酸化水素水）

400mL

システインコールド二浴式用第２剤
（臭素酸塩）

○必ず「使用上の注意事項」、
「使用方法」
をよく読んで正しくお使いください。

Perm

パーマ

やわらかく軽やかな仕上がり
化粧品でありながら、幅広い髪質・ダメージレベルに対応。
軽く仕上がると同時にヘマチン（毛髪保護成分）の働きで
しっかりとしたカールを実現します。

R-21 カール COSME-TG EX 1

R-21 カール COSME-ACID 1

販売名：Ｒ-２１ カール コスメ ＴＧ イーエックス１

販売名：Ｒ-２１ カール コスメ アシッド１

400mL
※

１液（システアミン・チオグリコール酸塩）

400mL

※

１液（システアミン・チオグリコール酸塩）
対象毛：ミドルダメージ〜ハイダメージ毛対応
弱酸性タイプ

対象毛：健康毛〜ローダメージ毛対応

R-21 カール COSME-TG 1

R-21 カール COSME 2
400mL

400mL

※

２液

１液（システアミン・チオグリコール酸塩）
対象毛：ローダメージ〜ミドルダメージ毛対応

R-21 カール COSME-CYS 1
400mL
※

１液（システアミン・システイン）
対象毛：ミドルダメージ〜ハイダメージ毛対応

※毛髪軟化成分

○必ず「ご注意」、
「ご使用方法」
をよく読んで正しくお使いください。

Perm

パーマ

しっかり伸びて、しなやかな仕上がりに
21 種類の植物美容オイル
（毛髪保護・保湿成分）
を配合。
髪への負担をおさえ、仕上がりの質感にこだわりました。

Ｒ-21 ストレート ＥＸ 第１剤

Ｒ-21 ストレート Ｍ 第１剤

高温整髪用アイロンを使用するコールド二浴式縮毛矯正
剤用第１剤（チオグリコール酸塩）

高温整髪用アイロンを使用するコールド二浴式縮毛矯正
剤用第１剤（チオグリコール酸塩）

対象毛：硬毛・強いクセ毛対応

対象毛：カラー毛・軟化しやすいクセ毛対応

Ｒ-21 ストレート Ｈ 第１剤

Ｒ-21 ストレート 第２剤
400mL

高温整髪用アイロンを使用するコールド二浴式縮毛矯正
剤用第１剤（チオグリコール酸塩）

チオグリコール酸高温整髪用アイロンを使用するコールド
二浴式縮毛矯正剤用第２剤（過酸化水素水）

対象毛：硬毛〜普通毛・強いクセ毛対応

○必ず「使用上の注意事項」、
「使用方法」
をよく読んで正しくお使いください。

Perm

パーマ

straight cosme
やわらかな質感で、自然な仕上がりに

21種類の植物美容オイル（毛髪保護・保湿成分）に加え、レブリン酸
ガンマ
（保湿成分）
や菜種油からつくられたγ-ドコサラクトン
（毛髪保護成分）
を
配合。
うねりや広がりをおさえ、
つややかでまとまりのある髪に導きます。

❶

❷

❸

❹

❺

❻

❶R-21 ストレートコスメ EX クリーム1

❹R-21 ストレートコスメACIDプラス クリーム1

対象毛：硬毛・強いクセ毛対応

対象毛：カラー毛・軟化しやすいクセ毛対応

400g
１液（システアミン※・チオ タイプ）

400g
１液（弱酸性 タイプ）

❷R-21 ストレートコスメ H クリーム1

❺R-21 ストレートコスメ ACID クリーム1

対象毛：硬毛〜普通毛・強いクセ毛対応

対象毛：ダメージ毛・毛先既処理毛対応

❸R-21 ストレートコスメ M クリーム1

❻R-21 ストレートコスメ 2

400g
１液（システアミン※・チオ タイプ）

400g
１液（システアミン※・チオ タイプ）

400g
１液（弱酸性 タイプ）

400mL
２液

対象毛：カラー毛・軟化しやすいクセ毛対応
※毛髪軟化成分

○必ず「ご注意」、
「ご使用方法」
をよく読んで正しくお使いください。

Pro Treatment

プロトリートメント

アミノコンポジット×18※１（毛髪補修・保湿成分）配合
ダメージを内部から補修して美しい髪の状態を保つ
プロフェッショナル用ヘアケアです。

Feroue
フェルエ

❶フェルエ インナーケラスト

180mL・700mL詰替

リアクションケラチンPPT※2（毛髪補修成分）が髪の内部で定着し、
髪本来のハリ・コシ感を与え、
カラーやパーマの持続性を高めます。
アクティブケラチン※3（毛髪補修成分）、アミノコンポジット×18※1
（毛髪補修・保湿成分）
、
CMC成分※4
（毛髪補修成分）
配合。

❷フェルエ インナーモイスチャー

150mL・650mL詰替

❶

❷

コラーゲンPPT（ 毛髪補修・保湿成分）がダメージ毛に浸透・吸着
し、補修します。うるおいとやわらかさのある仕上がりに。アミノ
（毛髪補修・保湿成分）、CMC成分※4（毛髪補修
コンポジット×18※1
成分）配合。

❸フェルエ キューティクルコート

250g

キューティクル加水分解成分 ※5（毛髪保護成分）が柔らかい皮膜
で毛髪の表面をコートし、ダメージ部分への薬剤の過剰な浸透・
働きをおさえます。
シルクPPT
（毛髪補修成分）
、
アミノコンポジット×
（毛髪補修・保湿成分）
、
CMC成分※6
（毛髪補修成分）
配合。
18※1

❹フェルエ アルギソフナー

150mL・650mL詰替

アルギニン（毛髪保護成分・アルカリ剤）配合のトリートメントウォー
ターです。穏やかにキューティクルを開き、髪を膨潤。軟化することで、
くせ毛や硬毛をまとまりやすい髪にします。
また、カラー前に使用する
、アミ
ことで定着を良くします。
アクティブケラチン※3（毛髪補修成分）
（毛髪補修・保湿成分）、CMC 成分※7
（毛髪補
ノコンポジット ×18※1
修成分）配合。

❸

❹

※1 毛髪に含まれる18種類のアミノ酸混合物
※2 ラウリルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン
（羊毛）
※3 加水分解ケラチン
（羊毛）
※4 ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル/オクチルドデシル）、
コレステロール、
ラノリン脂肪酸
※5 PG加水分解ケラチン
（羊毛）
※6 イソアルキル（C10-40）
アミドプロピルエチルジモニウムエトサルフェート、セラミド２、
コレステロール、
ラノリン脂肪酸
※7 セラミド２、
コレステロール、
ラノリン脂肪酸

❺フェルエ アシッドウォーター

650mL

髪のpHバランスを整える酸リンスです。ヘアマニキュアの前処理や
カール・ストレートの中間処理、
カラーの後処理におすすめ。
乳酸
（pH
調整剤）、クエン酸（pH調整剤）、アクティブケラチン※1（毛髪補修成
分）
、
アミノコンポジット×18※2（毛髪補修・保湿成分）、CMC成分※3
（毛髪補修成分）
配合。

❻フェルエ ヘミング

❻

❺

150mL・700mL詰替

カラー時の発色促進や、カールやストレート時におけるS-S結合の
再結合の促進に。ヘマチン（毛髪保護成分）、アクティブケラチン※1
（毛髪補修成分）、アミノコンポジット×18※2（毛髪補修・保護成分）
、
（毛髪補修成分）
配合。
CMC成分※4
ヘミング

heming

❼フェルエ デオバッファー

700ｍL

ニオイのもととなるメルカプタンと硫化水素を、
カキタンニン
（毛髪
保護成分）
と硫酸銅
（消臭成分）
が吸着。
施術中の気になるニオイを
※1
おさえます。アクティブケラチン （毛髪補修成分）、アミノコンポ
（毛髪補修・保湿成分）
、
CMC成分※4
（毛髪補修成分）
配合。
ジット×18※2

❽フェルエ プロトプラス

150mL・1,100mL

カタラーゼ（毛髪保護成分）が毛髪内部に浸透し、過酸化水素に働
きかけ除去。カラー後の褪色やパサつきをおさえ、髪をすこやかな
、
状態に導きます。
アミノコンポジット×18※2（毛髪補修・保湿成分）
（毛髪補修成分）
配合。
CMC成分※3

❼

❽
❾フェルエ ケアパック

15g×3・230g・650g・650g詰替

ダメージを受けた髪の内部をしっかり補修し、外側をやわらかい
被膜でコーティングすることでしっとり、
なめらかな質感に仕上がり
ます。キューティクル加水分解成分（毛髪保護成分）※5、コラーゲン
PPT（毛髪補修・保湿成分）、アミノコンポジット×18※2（毛髪補修・
（毛髪補修成分）
配合。
保湿成分）
、
CMC成分※6

❿フェルエ グロスコート

150mL・650mL詰替

❾

❿

カチオン化セルロース※7
（毛髪保護成分）
が髪一本一本をコーティン
グ。髪の内部の水分を保ちながらタンパク質の流出を防ぎ、つやの
（毛髪補
あるしなやかな髪に仕上げます。
アミノコンポジット×18※2
（毛髪補修成分）
配合。
修・保湿成分）
、
CMC成分※4

⓫フェルエ アクアナリッシュ

50mL・180mL・700mL詰替

たっぷりとうるおいを与え、
髪の内部を補修し、
しっとりとした髪に仕
上げます。
ドライヤーやアイロンの熱によるダメージから髪を保護し、
ヘ
アデザインを美しくキープ。
ヒアルロン酸Na(保湿成分)、
キューティク
※5
ル加水分解成分 （毛髪保護成分）、ヒートリアクションコラーゲン
アミノコンポジット×18※2(毛髪補修・保湿
PPT※8(毛髪補修・保護成分)、
ローズウォーター
（保湿成分）
配合。
成分)、
CMC成分※4(毛髪補修成分)、

⓫

※1 加水分解ケラチン
（羊毛）
※2 毛髪に含まれる18種類のアミノ酸混合物
※3 セラミド２、
コレステロール、
ラノリン脂肪酸
※4 ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル/オクチルドデシル）、
コレステロール、
ラノリン脂肪酸
※5 PG加水分解ケラチン
（羊毛）
※6 イソアルキル（C10-40）
アミドプロピルエチルジモニウムエトサルフェート、セラミド２、
コレステロール、
ラノリン脂肪酸
※7 ポリクオタニウム−10
※8（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解コラーゲン

Pro Treatment

プロトリートメント

System Treatment

髪の奥深くまで毛髪補修成分アミノ酸が浸透
髪の内部を補修し、ベースを整える 1st と、外部を
コートし、PPT やうるおいを閉じ込める 2nd の
2 ステップトリートメント。

Feroue
フェルエ

フェルエ システムトリートメント 1st
700g･700g詰替
髪の内部を補修。

フェルエ システムトリートメント 2nd SS
700g･700g詰替
髪の外部をコート。
サラサラ･しっとり。

フェルエ システムトリートメント 2nd YS
700g･700g詰替
髪の外部をコート。やわらか･しっとり。

Pro Treatment

プロトリートメント

pr of essi ona l trea tment
f or c ol or sty l e

３ステップで髪の外側と内側からダメージを補修し、
サロンでの仕上がりをキープ
海藻エキス※1
（保湿成分）
とカラーロックポリマー※2
（毛髪保護成分）
が
作用し、
ヘアカラー染料や水分を髪の内側に閉じこめます。
さらにアミノ
コンポジット ×18※3
（毛髪補修・保湿成分）
がすこやかな髪に導きます。

トリファクス ＰＲＯ ベース

700mL

[ しっとりさらさら ] 髪にうるおいを与えるとともに、髪の表面に

トリファクス ＰＲＯ リアクト

700g

疎水性保護膜が、カラー染料や水分を髪に閉じ込めます。

からみつき、
トリファクス ＰＲＯ リアクトの定着を良くします。

トリファクス ＰＲＯ モア

700mL

トリファクス ＰＲＯ クリア

400mL

[ しっとりまとまる ] 髪にうるおいを与えるとともに、髪の表面に

頭皮や髪の表面にある余分な疎水性保護成分をすっきり洗い流し、

からみつき、
トリファクス ＰＲＯ リアクトの定着を良くします。

すこやかな頭皮と髪を保ちます。

※1
※2
※3

ヒバマタエキス（ベース、モア、リアクトに配合）
ポリクオタニウムー６４（リアクトに配合）
毛髪に含まれる 18 種類のアミノ酸混合物

Hair Care

ヘアケア

Hair an d Scalp care Ser ies
自然の恵みを活かし、
髪と頭皮をすこやかに
21種類の植物美容成分
（毛髪保護・保湿成分）
や3種類の発酵
成分
（保湿成分）
、
ヘマチン
（毛髪保護成分）
を配合。
髪をケア
するだけでなく、
地肌そのものもすこやかに整えます。

❶Ｒ-21 シャンプー
50mL・270mL・500mL・700mL詰替
21種 類 の 植 物 美 容 エキス（ 毛 髪 保 護・保 湿 成 分 ）や ヘマチン
（毛髪保護成分）、３種類の発酵成分（保湿 成分）配合。頭 皮環境
を整え、ハリ・コシ感のある美しい髪 へと導きます 。また、ヘア
カラー･パーマ直後の残留アルカリを穏やかに除去します。

❷Ｒ-21 トリートメント

40g・250g・500g・700g詰替

21種類の植物美容オイル（毛髪保護・保湿成分）やヘマチン（毛髪
保護成分）、3種類の発酵成分（保湿成分）配合。ハリ･コシ感のある
指どおりのよい髪へと導きます。また、ヘアカラー･パーマ直後の
残留アルカリを穏やかに除去します。

❶

❷
❸Ｒ-21 ハーバルクリアプラス
販売名

R-21 クリアプラス

150mL・700mL詰替
21 種類の植物美容エキス（毛髪保護・保湿成分）やヘマチン
（毛髪
保護成分）
、
3種類の発酵成分
（保湿成分）
配合。
余分な脂質や汚れ
をなじませて落とし頭皮環境を整える、頭皮用クレンジングク
リームです。

❹Ｒ-21 スキャルプパックプラス
400g
21 種類の植物美容エキス
（毛髪保護・保湿成分）
、3 種類の発酵成分
（保湿成分）
、ヘマチン（毛髪保護成分）やケラチン PPT（毛髪補修成
分）配合。
頭皮にうるおいを与え、根元からしっかりハリ・コシ
感のある髪へ導く頭皮用パックです。

❸

❹

❺Ｒ-21 スキャルプサプリ V

115mL・400mL詰替

P O D （保 湿 成分）、21種 類の植物美 容エキス（毛髪保護・保湿
成分）、３種類の発酵成分（保湿成分）、ヘマチン（毛髪保護成分）、
グロブルⓇ※2（毛髪保護成分）配合。ベルガモットの香り。
頭皮環境を整え、
ハリ・コシ感のある、
すこやかな髪へ導くスキャル
プ用美容液です。
※1

❻Ｒ-21 ベースミスト

180mL・360mL詰替

21 種類の植物美容エキス（毛髪保護・保湿成分）
、３種類の発酵成分
ガンマ
（保湿成分）、
γ−ドコサラクトン（毛髪保護成分）やヒートリアク
※3
ションコラーゲン PPT（毛髪補修・保護成分）
配合。ドライヤーや
アイロンの熱から髪を守り、髪内部を補修するミストタイプトリー
トメントです。うるおいを閉じ込め、つや感のある髪に導きます。

❺

❻

※1 ピロリジニルジアミノピリミジンオキシド
※2 ユーカリ油
※3（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解コラーゲン

Hair Care

ヘアケア

Hair care Ser ies
よりハリ・コシ感とつやのある美しい髪に
21種類の植物美容成分（毛髪保護・保湿成分）をはじめ、3種類
の発酵成分（保湿成分）やヘマチン（毛髪保護 成分）といった
成分をバランスよく配合しました。

Ｒ-21 シャンプー ＥＸ

Ｒ-21 トリートメント ＥＸ

50mL･270mL･500ｍL･700ｍL詰替

40g･250g･500g･700g詰替

頭皮環境をすこやかに整え、よりハリ・コシ感とつやのある美しい
髪へと導くシャンプーです。PPT［ ケラチン系］界面活性剤（洗浄成
分）により、きめ細かい泡で髪をやさしく洗い上げます。

根元から毛先まで、しっかりとしたハリ・コシ感とうるおいのある
なめらかな髪へと導くトリートメントです。アミノコンポジット×
18※（毛髪補修・保湿成分）配合。

※毛髪に含まれる 18 種類のアミノ酸混合物

Hair Care

ヘアケア

FOCUS HAIR CARE
アシッドカラーの褪色を抑え、
すこやかな髪に導く
一般処方のヘアケアでは褪色しやすいアシッドカラーの特性を考慮し、
pH 値を低く設定することで、
毛髪を酸性に保ち、
アシッドカラーの
褪色や変色を防ぎます。

Ｒ-21 フォーカス シャンプー

Ｒ-21 フォーカス トリートメント
700ｍL詰替

アシッドカラーのアフターケアに適したシャンプーです。
根元からふんわり立ち上がり、ボリューム感のある髪に仕上げます。

700g詰替
アシッドカラーのアフターケアに適したトリートメントです。
根元からふんわり立ち上がり、
ボリューム感のある髪に仕上げます。

Hair Care

ヘアケア

「補修」
と
「保湿」
にこだわったヘアケアシリーズ
アミノコンポジット ×18 ※1（毛髪補修・保湿成分）配合。また、
保湿作用に優れた海藻エキスをブレンドした
「5 種の海からの恵み
成分※2（
」毛髪保護・保湿成分）
をシャンプーに配合し、
手触りの良い
しっとりとした髪に導きます。

Feroue
フェルエ

フェルエ シーリーフ シャンプー
270mL･460ｍL･700ｍL詰替･1,800ｍL
髪のダメージを内部から補修して、すこやかな髪に導きます。

フェルエ シーリーフ トリートメント
40g･230g･460g･700g詰替
しなやかでまとまりのある髪に仕上げます。

フェルエシーリーフシャンプーモイスト
50mL･270mL･460ｍL･700ｍL詰替･1,800ｍL
髪のダメージを内部から補修して、自然なうるおいのある髪に
導きます。

※1 毛髪に含まれる 18 種類のアミノ酸混合物
※2 ヒバマタエキス、ワカメエキス、ヒジキエキス、スサビノリエキス、サガラメエキス

Hair Care

ヘアケア

ローズの香りとうるおいをまとうヘアケアシリーズ
アミノコンポジット×18 ※（ 毛 髪 保 護・保 湿 成 分 ）とローズウォー
ター（保 湿 成 分）を配 合 。髪へのこだわりを追 求したシャンプー＆
トリートメントです。

Feroue
フェルエ

フェルエ シャンプー Ｒ
500ｍL･700ｍL（詰替）･1,800ｍL
スムーズな指通りとしっとり感のある髪に仕上げます。

フェルエ トリートメント Ｙ
700g
（容器付）
･700g
（詰替）
根元から毛先まで、やわらかくしっとり感のある仕上がり。

※毛髪に含まれる 18 種類のアミノ酸混合物

Hair Care

ヘアケア

美しいサロンカラーを長く楽しみたい方へ
シャンプーに配合された海藻エキス※1（保湿成分）とトリートメントの
が作用し、
染料や水分を髪の
カラーロックポリマー※2（毛髪保護成分）
内側に閉じ込め、自然なつやとうるおいのある髪に導きます。

トリファクス シャンプー
300mL･500mL･700ｍL（詰替）･2,800ｍL
ヘアカラーの色持ちをアップし、傷んだ髪を補修。

トリファクス トリートメント モイスト
230g･700g
（容器付）･700g
（詰替）･2,500g
しなやかでまとまる髪に仕上げます。

トリファクス トリートメント スムース
230g･700g
（容器付）･700g
（詰替）･2,500g
さらっとつややかな髪に仕上げます。
※1 ヒバマタエキス
※2 ポリクオタニウム−64

Hair Care

ヘアケア

。
レアラ

LEARA

700mL詰替
カラーヘアをより美しく、すこやかにまとまりの良い髪に仕上げます。

700mL詰替
さらさらで、
まとまりよく仕上げます。

Hair Care

ヘアケア

シリーズ全品に天然メントール
（涼感成分）
配合
メントールの気持ちの良い爽快感と、すっきりとした
洗い上がり。髪と頭皮環境を整え、すこやかな髪へと
導きます。

ミントベル
MINTVELL

ミントベル マリンブルーシャンプー
販売名：MV

マリンブルーシャンプー

ミントベル サニーシトロンシャンプー
販売名：MV

サニーシトロンシャンプー

300mL･675mL･1,700ｍL
クールで爽快な洗い上がり。

300mL･675mL
さわやかでうるおいのある洗い上がり。

ミントベル ミスティックオーシャンシャンプー
販売名：MV

ミスティックオーシャンシャンプー

300mL･675mL

ミントベル スパコンディショナー
販売名：MV

頭皮に爽快感とうるおいを与え、
さらっとした髪に仕上げます。

爽快でしっとりした洗い上がり。

ミントベル フレッシュグリーンシャンプー
販売名：MV

フレッシュグリーンシャンプー

ミントベル シーズンスパ

販売名：MV

300mL･675mL･1,700ｍL
すっきりさわやかな洗い上がり。

スパコンディショナー

300mL･675mL･675ｍL詰替

シーズンスパ

140g
頭皮をすっきり爽快にし、
うるおいを与えます。
○凍傷の恐れがありますので、
１箇所に１秒以上続けて噴射しないでください。

Styling

スタイリング

繰り返す毎日に、彩りを添えるスタイリングシリーズ。
ヘアオイルからヘアクリームまで揃えたラインナップで思い描いた
スタイルを手軽に、自由につくり出せます。

6

キートス ループ モアユース オイル

8

7

キートス ループ ヘアクリーム ３

10mL･100mL

40g･105g･190g

しっとりとしたつやを与え自然な毛流れを作り、毛先までやわら
かくまとまる髪に導きます。ザクロの香り。

ほどよいセット力で髪に自然なつやと、やわらかくふわっと揺れ
るような動きを与えます。ホワイトフローラルの香り。

キートス ループ モイスト ヘアオイル

6 キートス ループ ヘアクリーム ４

10mL･100mL

40g･105g･190g

乾燥などによるパサつき、広がりが気になる髪にうるおいを与
え、まとまりのあるしっとりとした髪に仕上げます。フルーティム
スクの香り。

束感を与えるハードなセット力で、髪に自然なつやと動きを与え
時間が経ってもスタイルをキープします。グリーンフローラルの
香り。

キートス ループ グロス ヘアオイル

7 キートス ループ ヘアクリーム ６

10mL･100mL

40g･105g･190g

髪に自然なつやを与え、毛先までおさまりのよいサラサラとした
髪に整えます。キンモクセイの香り。

毛束感、空気感を自由に表現できる強力なセット力で、立体感の
あるスタイルを演出します。グリーンフローラルの香り。

キートス ループ ヘアモイストバター ０

8 キートス ループ ヘアハードジャム ８

40g･105g･190g

40g･105g･190g

パサつきをおさえ、髪に自然なつやとうるおいを与えます。セッ
ト力の無い、やわらかなヘアクリームで、ベースにもフィニッシュ
にもおすすめです。ホワイトフローラルの香り。

強力なセット力で根元から髪をしっかり立ち上げ、ウェットで束
感のあるスタイルを長時間キープします。グリーンフローラル
の香り。

Styling

スタイリング

素髪感のある、やわらかな質感をスクリムで
ヒアルロン酸
（保湿成分）
配合で、
髪に自然なつや感とうるおいを与え、
さらっとした手触りに仕上げるヘアクリームです。

サンコールスクリム モイストヘアクリーム
120g
バームならではのつややかにしっとりまとまる仕上がりと、クリームのみずみ
ずしくさらりとした質感を感じられるウォータークリームバーム処方。髪本来
の美しさが引き立つ、ナチュラルな素髪感を演出します。ヒアルロン酸（保湿成
分）、シルクPPT（毛髪補修成分）配合。

Styling

スタイリング

S T R AI G HT HAI R O I L
くせやうねりをケアし、
思わず触れたくなる、美しい髪へ
21種類の植物美容オイル（毛髪保護・保湿成分）配合で
内側から輝きが溢れるような美髪に導きます。

R-21 ストレート ヘアオイル モイスト

R-21 ストレート ヘアオイル グロス

10mL・100mL

ガンマ

うねりをおさえ、しっとり、まとまりのある髪に。γ−ドコサラクトン（毛髪
保護成分）
や21種類の植物美容オイル
（毛髪保護・保湿成分）
配合で、美しい髪
※
に導きます。
さらに、
オイルケラチン（毛髪補修成分）配合で、髪のダメージ
を補修します。

10mL・100mL

ガンマ

うねりをおさえ、つや感とまとまりのある髪に。γ−ドコサラクトン
（毛髪
保護成分）
や21種類の植物美容オイル
（毛髪保護・保湿成分）
配合で、美しい髪
※
に導きます。
さらに、
オイルケラチン（毛髪補修成分）配合で、髪のダメージ
を補修します。

※ イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛）

髪のコンディションを整えながら、
欲しいスタイルが思いのまま
自然の恵みをスタイリング剤にも。
ベルガモットがほのかに香ります。

R-21 デザイニング ハードスプレー
180g
強いセット力と速乾性で髪をしっかりホールドし、
美しいスタイルを長時間キープします。

BOTANIENCE Series
Pro Treatment
Hair Care
Styling

ボタニエンス シリーズ

プロトリートメント

ヘアケア

スタイリング

Pro Treatment
BOTANIENCE

プロトリートメント

scalp spa series

頭皮と髪に深く豊かな美しさを
ボタニエンス スキャルプスパシリーズは、すこやかな髪を
育むための頭皮づくりをサポートするシリーズです。

6

Ｒ-21 ボタニエンス スキャルプオイルクレンズ

100ｍL

頭皮の余分な脂質や汚れをなじませ、
すっきり除去します。
ホホバオイル※1を
含む21種類の植物美容オイル（毛髪保護・保湿成分）、プラセンタ脂質
（保湿
配合。
成分）、グロブルⓇ※2（毛髪保護成分）

Ｒ-21 ボタニエンス スキャルプクリアクレンズ
400ｇ
頭皮の余分な脂質や汚れを浮き上がらせ、おだやかに除去します。21種類の
植物美容オイル（毛髪保護・保湿成分）、8種類のアミノ酸（保湿成分）
、
ピディ
オキシジル【POD】※3（保 湿 成分）、プラセンタエキス（保湿成分）、ヘマチン
（毛髪保護成分）配合。
ボタニカルハーブの香り。

Ｒ-21 ボタニエンス スキャルプクリーム

9g×3・400g

頭皮にうるおいを与え、根元からしっかりハリ・コシ感のある髪へ導きます。
ピディオキシジル【POD】※3（保湿成分）、21種類の植物美 容エキス（毛 髪
保 護・保 湿 成分）、ヘマチン（毛髪保護成分）、ケラチンPPT
（毛髪補修成分）、
プラセンタエキス（保湿成分）配合。ボタニカルハーブの香り。

4 Ｒ-21 ボタニエンス スパシステムトリートメント
200ｇ

毛髪表面をコートして、
なめらかでつやのある質感を保ちます。
21種類の植物
美容オイル
（毛髪保護・保湿成分）、ピディオキシジル【POD】※3（保湿成分）、
プラセンタエキス
（保湿成分）
、
ヘマチン
（毛髪保護成分）
配合。ボタニカルハーブ
の香り。

Ｒ-21 ボタニエンス スキャルプサプリ

販売名：Ｒ-21 BT スキャルプサプリ

115mL・370mL詰替
頭皮環境を整え、
ハリ・コシ感のある、
すこやかな髪へ導くスキャルプ用美容液です。
※３
（保湿成分）
や、
２１種類の植物美容エキス
（毛髪保護・
ピディオキシジル
【ＰＯＤ】
（保湿成分）
、
ツボクサエキス※５
（保湿成分）
、
プラ
保湿成分）
、
ヒト幹細胞培養液※４
センタエキス
（保湿成分）
、
ヘマチン
（毛髪保護成分）
配合。
ボタニカルハーブの香り。

6 Ｒ-21 ボタニエンス スキャルプサプリSP

販売名：Ｒ-21 BT スキャルプサプリSP

115mL・370mL詰替
うるおいを与えながら頭皮環境を整え、
ハリ・コシ感のある美しい髪へと導くスキャル
※３
（保湿成分）
や、
２１種類の植物美容エ
プ用美容液です。
ピディオキシジル
【ＰＯＤ】
（保湿成分）
、
ツボクサエキス※５
（保湿
キス
（毛髪保護・保湿成分）
、
ヒト幹細胞培養液※４
成分）
、
プラセンタエキス
（保湿成分）
、
ヘマチン
（毛髪保護成分）
配合。
また、
グロブル® ※2
（毛髪保護成分）
が頭皮の気になるニオイをおさえます。
ボタニカルハーブの香り。

※1 ホホバ種子油
※2 ユーカリ油
※3 ピロリジニルジアミノピリミジンオキシド
※4 ヒト幹細胞順化培養液
※5 ツボクサ葉／茎エキス

Pro Treatment

プロトリートメント

1

4

2

5

6

1 Ｒ-21 ボタニエンス アロマオイル LV
10mL
軽やかでフレッシュなラベンダーの香り

7

4 Ｒ-21 ボタニエンス アロマブレンド RX
リラックス

10mL

オレンジやマジョラムなどをブレンドした温かみのある香り

2 Ｒ-21 ボタニエンス アロマオイル GF
10mL

5 Ｒ-21 ボタニエンス アロマブレンド RF
リフレッシュ

10mL

清涼感のあるハーブとシトラス系の爽やかな香り

さわやかな甘みと苦みのあるグレープフルーツの香り

3 Ｒ-21 ボタニエンス アロマオイル BM
10mL
みずみずしく甘いベルガモットの香り

3

6 Ｒ-21 ボタニエンス アロマブレンド BE
ビューティー

10mL

フローラルとウッディの落ち着きのある香り

7 Ｒ-21 ボタニエンス アロマブレンド NA
ナチュラル

10mL

ウッディに柑橘やフローラルが合わさった心地よい香り

○妊娠中の方へのアロマオイル、
アロマブレンドのご使用はお控えください

Pro Treatment

プロトリートメント

H a ir C a re S e rie s

BOTANIENCE

form make series

つややかで毛先まで指通りのよい、素直な髪へ
R-21 ボタニエンス フォルムメイクシリーズは、髪のうねりを扱いやすい
状態にしながら、ダメージもケアする３浴式のストレートトリートメント
システムです。

Ｒ-21 ボタニエンス フォルムメイク １M

Ｒ-21 ボタニエンス フォルムメイク ２

400g
1液

400ｍL
2液

髪のくせ・うねりをおさめ、なめらかで扱いやすい髪へ。

S-S結合の再結合を促し、理想のスタイルに導きます。髪への浸透性

レブリン酸（保湿成分）、γ−ドコサラクトン（毛髪保護成分）、ヒート

が高く、
アイロン後にもなじみやすい処方。
スポイドでもハケでも扱

リアクションケラチンPPT※1（毛髪補修・保護成分）、アクティブケラ

いやすい粘性です。

ガンマ

チン※2（毛髪補修成分）、アミノコンポジット×18※3（毛髪補修・保湿
成分）
、
21種類の植物美容オイル
（毛髪保護・保湿成分）
、
グロブル®※4

グロブル®※4
（毛髪保護成分）
配合。

フレッシュフローラルの香り。

（毛髪保護成分）
、
ヘマチン
（毛髪保護成分）
配合。

Ｒ-21 ボタニエンス フォルムメイク １A

Ｒ-21 ボタニエンス フォルムメイク ３

400g
1液（弱酸性タイプ）

200g
3液

自然なおさまりのいいスタイルに導き、
つや感ある髪へ。

毛先までコートし、うるおいとつやをキープします。

レブリン酸（保湿成分）、γ−ドコサラクトン（毛髪保護成分）、ヒート

γ−ドコサラクトン（毛髪保護成分）、ヒートリアクションケラチン

リアクションケラチンPPT※1（毛髪補修・保護成分）、アクティブケラ

PPT※1
（毛髪補修・保護成分）
、
アクティブケラチン※2
（毛髪補修成分）
、

チン※2（毛髪補修成分）、アミノコンポジット×18※3（毛髪補修・保湿

アミノコンポジット×18※3（毛髪補修・保湿成分）
、
21種類の植物美容

成分）
、
21種類の植物美容オイル
（毛髪保護・保湿成分）
、
グロブル®※4

オイル
（毛髪保護・保湿成分）
、
グロブル®※4
（毛髪保護成分）
、
ヘマチン

（毛髪保護成分）
、
ヘマチン
（毛髪保護成分）
配合。

（毛髪保護成分）、CMC成分 ※5（毛髪補修成分）配合。

※1 （ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）
※2 加水分解ケラチン（羊毛）
※3 毛髪に含まれる18種類のアミノ酸混合物
※4 ユーカリ油
※5 イソアルキル（Ｃ１０−４０）アミドプロピルエチルジモニウムエトサルフェート、セラミド２、コレステロール、ラノリン脂肪酸

○必ず「ご注意」、
「ご使用方法」
をよく読んで正しくお使いください。

Hair Care

ヘアケア

BOTANIENCE

hair care

自然の恵みにサイエンスの発想を取り入れたヘアケアシリーズ
21種類の植物美容成分
（毛髪保護・保湿成分）
配合のヘアケアシリーズ。
お客様のお悩みに合わせて選べるラインナップです。
髪をやさしく洗い上げ、
うるおいのある指どおりの良い髪に導きます。

❶Ｒ-21 ボタニエンス シャンプー
50mL･270mL･500mL･650ｍL詰替
きめ細かい泡で髪をやさしく洗い上げ、ハリ・コシ感のある髪へと導き
ます。21種類の植物美容エキス（毛髪保護・保湿成分）、ヘマチン（ 毛 髪
保護 成分）、ピディオキシジル【POD】※1（保湿成分）
、プラセンタエキス
（保湿 成分）、PPT[ケラチン]系界面活性剤（毛髪洗浄成分）
配合。
ボタニ
カルハーブの香り。

❷Ｒ-21 ボタニエンス トリートメント
40g･230g･500g･650g詰替

❶

❷

根元から毛先まで、つや感のあるサラサラした指どおりの良い仕上がり。
21種類の植物美容オイル
（毛髪保護・保湿成分）
、
ヘマチン
（毛髪保護成分）、
※1
ピディオキシジル
【POD】
（保湿成分）
、
プラセンタエキス（保湿成分）配合。
ボタニカルハーブの香り。

❸Ｒ-21 ボタニエンス シャンプー ハイドレート

販売名：Ｒ-21 ボタニエンス シャンプー H

50mL･270mL･500mL･650ｍL詰替
きめ細かい泡で髪をやさしく洗い上げ、
自然なうるおいのある髪に導きます。
２１種類の植物美容エキス
（毛髪保護・保湿成分）
、
ツボクサエキス※2
（保湿成
分）
、
４種類の発酵成分
（保湿成分）
、
PPT[ケラチン]系界面活性剤（毛髪洗
浄成分）
配合。
フローラルサボンの香り。

❹Ｒ-21 ボタニエンス トリートメント ハイドレート
販売名：Ｒ-21 ボタニエンス トリートメント H

❸

❹

40g･230g･500g･650g詰替
うるおいのある、
しなやかで指どおりの良い仕上がり。
２１種類の植物美容
オイル（毛髪保護・保湿 成分）、ツボクサエキス ※2（保湿成分）、４種類の
ガンマ
発酵成分（保湿成分）、γ−ドコサラクトン（毛髪保護成分）配合。フロー
ラルサボンの香り。

❺Ｒ-21 ボタニエンス ヘアマスク
9g×3・200g

❺

うるおいのある、しなやかで指どおりの良い仕上がり。さらに質感を高め
たいときに。
２１種類の植物美容オイル
（毛髪保護・保湿成分）
、
ツボクサエキス※2
（保湿成分）
、
４種類の発酵成分
（保湿成分）、
γ−ドコサラクトン
（毛髪保護成分）
配合。
フローラルサボンの香り。

※１ ピロリジニルジアミノピリミジンオキシド
※２ ツボクサ葉／茎エキス

Styling

スタイリング

H a i r C a r e Se r ies

BOTANIENCE

STYLING SERIES

スタイリングしながらボタニカルの恵みでケア
ボタニカルと科学、それぞれ選び抜いた成分配合で髪の悩みに
寄り添い、髪本来の美しさを引き出します。

Ｒ-21 ボタニエンス ストレートヘアオイル モイスト

Ｒ-21 ボタニエンス ストレートヘアオイル グロス

10mL･100mL
うねりをおさえ、しっとりまとまりのある髪に導くヘアオイルです。

ガンマ

γ‐ドコサラクトン（毛髪保護成分）、21種類の植物美容オイル（毛髪

10mL･100mL
うねりをおさえ、つや感とまとまりのある髪に導くヘアオイルです。

ガンマ

γ‐ドコサラクトン（毛髪保護成分）、21種類の植物美容オイル（毛髪

保護・保湿成分）、オイルケラチン※1
（毛髪補修成分）、オイルプラセ

保護・保湿成分）、オイルケラチン※1
（毛髪補修成分）、オイルプラセ

ンタ※2
（保湿成分）
配合。
ラベンダー＆ゼラニウムの香り。

ンタ※2
（保湿成分）
配合。
ラベンダー＆ゼラニウムの香り。

Ｒ-21 ボタニエンス ストレートヘアクリーム
100g
うねりをおさえ、髪に自然なつやとうるおいを与えるヘアクリーム
ガンマ

です。γ‐ドコサラクトン（毛髪保護成分）、21種類の植物美容オイル
（毛髪保護・保湿成分）、オイルケラチン※1
（毛髪補修成分）、オイルプ
ラセンタ※2
（保湿成分）
配合。
ボタニカルハーブの香り。

※1 イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛）
※2 プラセンタ脂質

