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MORNING
朝用アイテム 夜用アイテム

NIGHT

ウイルス対策 EUFORA
ユフォラ

POPULAR ITEM

AG

人気アイテム

CLASSIC ITEM 定番アイテム

HAIR GROWTH 育毛

ちゅるんトリートメント

スキンケア

スタイリング剤
STYLING AGENT

ヘアドライヤー
HAIR DRYER

フロムアース
FROM EARTH

ヘアアイロンHAIR IRON

GLOSS  TYPE MAT TYOE

当店人気No.1のアミノ酸系ノンシリコンシャン
プー。髪に栄養を与えながら汚れを落し、しっと
りサラサラな仕上がりに。カラーパーマの持ち
もUP。合成香料、着色料、パラベン不使用。髪
質を選ばないオールマイティーなアイテム。

セラミド・天然オレンジ・ベニバナエキス
が紫外線防止やカラーの色落ち防止効
果があります。ダメーシ髪に潤いを与
え、ハリコシや手触りを改善。合成香料、
着色料、パラベン不使用。

シャンプー、ボディソープ、クレンジング、ハンドクリームなど様々
な使い方ができるマルチクリームです。溶解作用で汚れを落と
しながら保湿し、むくみ、くすみなどの皮膚老化を改善します。

コラーゲンを主成分としており、キュー
ティクルをしっかりコートするので髪の
乾燥を防ぎます。カラーやパーマでダ
メージを受けた髪やまとまりにくい、パ
サつく方にオススメです。

オイルとクリームの間の質感で、内部にハリコシ、外部はツヤと潤い
を与えながらダメージを補修してくれます。インバス、アウトバス、
スタイリング剤の三役として使えるトリートメントクリームです。

６時間持続する洗い流し不要の手指消毒。コラーゲンを配合してい
るので手が荒れている方もしみません。持ち運びにも便利です。半
永久的に保存可能です。

細菌ウイルスを除菌し、２４時間菌の増殖を防ぎ抗菌してくれます。
消臭効果や防カビ効果にも優れているので、トイレやテーブルソ
ファーなどにも使っていただけます。

軟毛の方やしっかりとした動きのあ
るヘアスタイルを長時間キープし
てくれます。

潤いを与えながら、立体感やまとま
りのあるヘアスタイルを長時間キー
プしてくれます。

毛束感や毛先の動きのあるヘアス
タイルを長時間キープします。

スタイルキープできるミストです。シャ
ンプー剤でしっかり洗い流せます。ワッ
クスだけじゃ崩れてしまう方にオススメ。

トリートメントをベースにしているので
髪の乾燥を防ぎながらセットできる柔ら
かいワックスです。無香料、無着色、バ
ラベンフリーなので、抱っこしている子
供が舐めてしまっても大丈夫な安心し
てつかえるashaオリジナル商品です。

ハードなホールド力でしっかりと固め、毛
束感を艶やかにしてくれるジェルです。

ツヤと束感のあるスタイリング剤と
してはもちろん、乾燥するこの時期
には潤いを与えボディケアとして
使っていただけます。

グリースの“立ち上げ力とウェットな質
感”＆ジェルの“伸びの良さ”&ワックス
の“セット性”を併せ持ち、ヘアスタイル
を自然に固めて１日持続させます。

頭皮・髪・顔・全身に使っていただけま
す。清涼飲料として認可を受けている
天然フルボ酸エキス、ミネラル、アミ
ノ酸、ビタミン酵素など安心安全。

電源ONからすぐにあたたまるので忙しい朝でも時短
スタイリングが可能に！ 鉱石やミネラルパウダーを配
合したプレートで使うたびにつやと潤いを与え、弾力
のあるカールを長時間キープします。

200度の熱を加えても壊れないコラーゲンを配
合しているので、毎日のアイロンなどによるスタイリ
ングで起こる熱ダメージから守ります。

「振らずに近づけてゆっくり当てる」従来のドライヤーの常識と違った使い方でおうちでも美
髪をキープできます。低温の風で熱ダメージを減らし、温熱効果のある育成光線とキュー
ティクルを引き締めるマイナス電子で髪はしっとりまとまり、体に使うとむくみや凝り解消に！

頭皮環境を地肌から育み、紫外線か
ら頭皮や髪を守る、毛髪CMC成分を配合。
酵素活性で髪の本質に働きかけ、電子活性
の力で美髪を育てる頭皮専用美容液です。

カラーをされている全ての方にオススメ！ 頭皮の保湿
と白髪予防で若々しい髪を取り戻す
こんな方にオススメ！ カラーを繰り返している方、白髪が気にな
る方、頭皮環境が気になる方

ミネラル、ビタミン、酵素を含んだ栄養素
含んだフルボ酸エキスを配合し、栄養を
与えながらスキンケアできます。冬の乾
燥する肌をしっかり保湿してくれます。

新パッケージ
23 エコロジーシャンプー詰替（1000ml）
通常6,600円 5,280円(税込)

24 エコロジーシャンプーボトル込（300ml）
通常2,255円 1,804円(税込)

25 エコロジーコンディショナー（1000ml）
通常6,600円 5,280円(税込)

26 エコロジーコンディショナー
ボトル込（300ml）

通常2,255円 1,804円(税込)

35 キュアキュアラ（300g） × 3個セット
通常6,237円 4,989円(税込)

36 キュアキュアラ（300g）
通常2,310円 2,079円(税込)

22 ちゅるんトリートメント
通常4,895円 4,405円(税込)

21 ちゅるんシャンプー
通常4,235円 3,811円(税込)

コラトリートメント
詰替（720ml）27

通常11,088円 7,761 円(税込)

コラトリートメント
ボトル込（300ml）28

通常4,895円 3,426円(税込)

37 オリーム（200g）
通常4,180円 3,553円(税込)

通常2,750円 1,925円(税込)

AG ハンドフォーム
（80ml）18

通常9,900円 3,960円(税込)
シルバーモイストハンドフォーム（380ml）×１ （80ml）×２16

通常5,500円 3,300円(税込)

シルバーモイストミスト（300ml）×１
シルバーモイストハンドフォーム（80ml）×１17

通常4,400円 3,080円(税込)

AG ハンドフォーム
（380ml）19

通常2,750円 1,825円(税込)

20 スプレータイプシルバーモイストAg＋（300ml）

通常1,430円 1,287円(税込)

ナカノ４番（90g）12

通常1,430円 1,287円(税込)
ナカノ５番（90g）13

ナカノ7番（90g）14
通常1,430円 1,287円(税込)

通常1,320円 1,188円(税込)
フィクスマニア（200ml） 11

ashawax（50g）15
通常1,650円 1,485円(税込)

通常1,540円 1,386円(税込)
08 ナカノ10番（120g）

通常4,840円 3,872円(税込)

10 UTAUメロウバーム （35g）
ヘアスタイリング／ボディクリーム

通常1,650円 1,485円(税込)
09 N. オム ジェルグリース

通常8,360円 7,524円(税込)
スパッシュ（1000ml）06

通常2,420円 2,178円(税込)
スパッシュベビィ（200ml）07

通常5,280円 4,752円(税込)
ラメラスパミルク（90g）05

02 ホリスティックカールアイロン
通常16,500円 14,850円(税込)32ミリ

01 ホリスティックカールアイロン
通常16,500円 14,850円(税込)２6ミリ

通常2,750円 2,475円(税込)

ゼプト エレクトロン
ル・ラッシュ（150mL）03

04 リニューアル「復元ドライヤーPro® 漆黒・真白」
24,750円(税込)通常27,500円

通常3,960円 3,366円(税込)

アージェント
リペアシャンプー（250ml）29

通常13,068円 11,107円(税込)

アージェント
リペアシャンプー（1000ml）30

通常3,960円 3,366円(税込)

アージェント
トリートメント（180ml）31

通常15,972円 13,576円(税込)

アージェントリペア
トリートメント（1000ml）32

通常5,060円 4,301円(税込)

シックニング
コンディショニング
トリートメント（200ml）

34

通常4,620円 3,927円(税込)

シックニング
シャンプー（200ml）33

通常8,250円 7,425円(税込)
43 土台ローション

レヴィ スカルプローション

通常4,950円 4,455円(税込)通常6,050円 5,445円(税込)

41

42

ヒュウケア スカルプセラム（120mL）
通常6,380円 5,423円(税込)

ヒュウケア スカルプセラム 詰替
通常9,240円 7,854円(税込)

4039 デュアルビークレンジングバーム ザ・ハイブリッド オイル

キャンペーン期間:TODAY～2021年12月31日

asha.co.jp

38 Lashaddictラッシュアディクト
通常11,000円 9,350円(税込)

忙しい朝こそ時短アイテムで

ドライヤーは
乾かすだけじゃない！

つけてから最低４時間消毒不要！
手肌にダメージを与えない保湿できる消毒液

スタイリングを自由自在に

大人女性のための
ワンランク上のヘアケア

赤ちゃんから大人まで使える安心安全なヘアケア

頭皮の保湿を叶える機能型オーガニックシャンプー

まつ育人気No1!

大人の髪の悩みを解決！
根元は立ち上げ、クセ・うねりを
抑え健康的な髪質へ

予約販売

今回限りの大特価！

今回限りの大特価！

白髪ケア

髪を強く

お
う
ち
美
容
習
慣
特
集

さらに豪華賞品が当たるビッグチャンス！
ashaジャンボ宝くじ絆創倖セレクションとコラボ企画！
5,000円購入ごとに宝くじ1口プレゼント！

大人気

asha’s
DAILY BEAUTY ROUTIEN 
YEAR-END SALE 2021
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