
ashaグループ代表

～感謝とビジョンメッセージ～ashaオリジナル商品＆美容家電

72022 1月年 日 から

ashaから日頃の感謝を込めて、
お得な夏の美容セットがなんと・・・

(金) 8 31月 日 まで(水)

20％OFF最大
おかげさまで20周年
お客様、スタッフ、地域の皆様、関係者の方々全ての人の思いが20年
続けて来られた原動力になりました。ここまで来れたのも、皆様のお
かげと感謝しております。20年分の感謝の思いを少しでも皆様に還
元できればと思っております。是非この機会をご利用くださいませ。

asha Kobe 078-411-2289

asha HOMME 0797-35-6685

下地 宏和

白髪が目立ちにくくなります

定番人気

商品
半年間 HUEを使った頭皮

頭皮の痒みがなくなって白髪が少し
減ったような気がします。そして一番
はトップがふんわりしてきた事が使
ってよかった一番の理由です

3

4

7,700円(税込)＋

脱白髪染めハイライトカラー
季節に合わせて色味を変えることもでき、ハイライト
が入ることでスタイルにより立体感が出て、上品なス
タイルをより楽しめます。赤みや黄みを抑えることで
透明感のあるカラーも再現できます。

毎月のめんどくさい 白髪染めを
ワクワクするおしゃれ染めにしませんか？

夏カラーも長持ちさせたい方、ブリーチしている方
忙しくてなかなかサロンでカラーが行けない方な
ど必見！！お家で簡単にカラーを長持ちできちゃ
います♪

1,980円 (税込)< 通常 >2,200円
ソマルカシャンプー

全4色 

アッシュ

10%
OFF

20%
OFF

繰り返す白髪染めによるダメージや年齢と共にハリコシ
がなくなってきた、そんなお悩みを毎日のケアで改善し
ていきます。メラニンを作る細胞を活性化させることで
白髪を黒髪にさせます。
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5,104円 (税込)< 通常 >6,380円
HUEスカルプセラム

20%
OFF

4

5

6

7,392円 (税込)< 通常 >9,240円
HUE詰替

お家でもカラー長持ち
優しく労わりませんか?
ソマルカ カラーシャンプー

まずは3ヶ月！
1日2回の頭皮ケアで、髪本来の
美しさを取り戻しませんか？

HUE スカルプセラム

3週間も経つと白髪が出てきて気分が暗くなる

こんなお悩みありませんか？

これから１０年２０年と白髪染めを続けるのはイヤ
せっかく美容室に行くのだから、カラーリングを楽しみたい

アルコール
フリー

頭皮の乾燥
痒みを抑える

4種
ヒアルロン酸
保湿

いつものカラー料金に

優しいブリーチ剤で、ダメージを最小限に抑え、
白髪の量と生えぐせを見極めながら細かくハイライトを入れます

お好みにあわせた配合のカラーを塗布

お流ししてお仕上げ

　※ハイライトのダメージは最小限に抑え、頭皮の負担も

　　白髪染めより軽減できます。お気軽にご相談くださいませ。

表紙(01 ) 02

AfterBefore

AfterBefore

1

2

3

お客様の声

ハイライトのダメージは最小限に抑え
頭皮の負担も白髪染めより軽減でき
ます。お気軽にご相談くださいませ。

スタッフの声

大好評
メニュー

ashaでの対策メニュー
そんなお悩みを楽しみに変える

お家で時短にケアができる

ホームケアでの対策商品

asha VaSE 0797-35-6678

20周年

大感謝祭
神戸店店長

施術風景

曽我部　拡基

たくさんの方に楽しんで頂いてます

50%OFF→

30%OFF→

20%OFF→

20年

10年

5年

ご来店いただいて
いる年数でさらに
お得に！

税込 6,600円 税込 5,500円 

ashaの新定番！リピーター続出！エイジングに特化したホームケア。
うねりやパサつきを改善して、お家でもエイジングヘアケア始めませ
んか？20年以上愛される ashaの定番！

オリジナル商品で髪質問わず使えるホームケアセット。

 “にじゆら”とは、注染の特徴である色や輪郭に独自の
「にじみ」や「ゆらぎ」が生まれた「注染（ちゅうせん）」と
呼ばれる技法で染められています。その手ぬぐいをミラ
ーにした特製ミラーとオリジナルセット

or ちゅるんシャンプー&トリートメント

にじゆらの特製ミラーasha×
＆

ashaオリジナルセット

にじゆらの特製ミラーasha×

( エコロジ-シャンプー＋コラ or コンディショナー )

＆

 
 
第
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弾
は只今、製作

中
 

限定100
セット

第1弾

< 通常 >7,150円 < 通常 >9,560円

500ml シャンプー トリートメント300ml

120ml

240ml

200ml

300mlセット

ピンク ブラウン オレンジ7 8

ピンク 6 ブラウン7 オレンジ8

1 2

NEWSET20th特別記念セット
SET

SET

アッシュ

黄身を抑えた
透明感のある
カラーに

オレンジ

ピンク

ブラウン

つやのある
暖色系カラーに

赤みを抑えた
ブラウンカラーに

肌なじみする
暖色系カラーに

Before Before

Before Before

色をキープさせる場合は3日に1回、色が感じにくくなった場合は

毎日のご使用がオススメです。

HOW TO

アッシュ 5

3,300円2,750円セット①
の場合

セット②
の場合

セット①
の場合

セット②
の場合3,850円 4,620円

セット①
の場合

セット②
の場合4,400円 5,280円



 美活はこれではじめよう#new       
    
     

   HOT  ITEM  

絶対に焼きたくないし、
美容液成分も配合していて安心してつかえるものがいい！

26

14,025円 (税込)< 通常 >16,500円

ホリスティック

15%
OFF

28
15%
OFF< 通常 >13,200円 11,220円(税込)

23

41,580円 (税込)< 通常 >46,200円

KINUJOドライヤー 10%
OFF

三段階の風量、熱量が調整でき、大風量で
速乾かつW遠赤外線効果でツヤとまとまり
を叶えます。ジムや旅行に持ち運ぶのに最
適なコンパクトサイズです。

素早く巻けて崩れない！天然ミネラルを豊富に含む
鉱石数種類をアイロンのパイプとプレートに加工し
ているので髪を内側から根本的にケアしてくれます

超軽量コンパクトドライヤー 美容師やモデルさんから大人気

ストレートアイロンホリスティック

キューティクル復元メニュー
何度もしたくなるリピート率No.1

サロンケアメニュー

アロエを主成分としているオーガニックのシャンプー＆
トリートメント。頭皮のベタつきやかゆみを抑え、なおか
つ軽くふんわり仕上がります。ミント成分がスッキリと洗
い上げてくれるので暑い夏にオススメです。

9

11

10

10

9

13

13

10,454円 (税込)<通常> 13,068円

アージェントリペアシャンプー

12

11

12

アージェントリペアトーリートメント

1ℓ

3,168円 (税込)<通常> 3,960円

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。酵素活性で髪の毛根
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

7,425円 (税込) <通常>  8,250円

土台ローション
レヴィスカルプローション

10%
OFF

20%
OFF

ALL

10%
OFF

ALL

日中UVスキンケア

直感的に使えてすぐ乾く。
究極の時短ケアアイテムヘアケア アイテム

トップの部分パーマがいらなくなってさらに

カラーやパーマも持ちが良くなりました。乾

かしただけで自然なツヤがでるので主人に

「10歳ぐらい若返ったんじゃない？」と言わ

れたのがとても嬉しかったです

自然なツヤで天使の輪が

夏のホームケア商品

250ml

シャンプー

ボタン側 クシ側

トリートメント

シャンプー1ℓ

12,777円 (税込) <通常> 15,972円1ℓ

3,168円 (税込) <通常> 3,960円180ml
< 通常 >41,800円 35,530円(税込)
16 B i iTo2家庭用脱毛器(スタンダードセット)

一台でお子様のデリケートな肌の細い産毛から男性の
太く濃いヒゲ、VIOまで全身使用可能でプロクオリティの
ムダ毛ケアができます。安全に肌内部まで光が届き肌内部
で熱が広がるため痛みゼロが可能に！

15%
OFF

光美容 ツルスベ肌

< 通常 >168,300円 151,470円(税込)

17 エレクトリックバリブラシ
デンキバリブラシ

頭皮にあてるだけで筋膜に働きかけ、血流を良くし、老廃物の
排出を促進。頭筋膜を緩めることで、髪の立ち上がりが良くな
ります。眼精疲労やむくみの解消、リフトアップも期待できます。

10%
OFF

リフトアップ 血流促進

ホームケア?
手軽に しっかりトップのボリュームが減りペタンとする 毎日のケアでキレイに

この夏の頭皮ケアはどちらのタイプ？

サロンケア?
大切な日の前日に

こんなお悩みありませんか？

既に美容グッズを持っている人も買い替えるなら絶対にオススメな商品

< 通常 >13,200円 11,880円(税込)14

15

ちゅるんシャンプー・トリートメント詰替

年齢とともに出てくるうねりや広がりなどのエイジングの悩みをお家
でも解決していく手助けに！ashaで髪整形や縮毛のストレートメニュー
をしていただいている方はもちろん、ちゅるんトリートメントをしていた
だいている方はさらに効果が持続

トリートメント1ℓ < 通常 >16,500円 14,850円(税込)

美髪 時短
待望のちゅるんシャンプーと
トリートメントの詰替が登場！

肌見せが多くなるこの季節
家庭自宅脱毛でしっかりケア！

頭皮と顔は繋がっているので頭皮を
刺激すると顔のリフトアップに！

頭皮がベタついた感じがする
年齢と共に髪が細くなってきた

8,800円(税込)1回 16,500円(税込)3回

うるつや復元率100%
まずはお試し！

時短で簡単に
おうちで頭皮デトックス

アージェントリペア
シャンプー＆トリートメント

サロンでしっかりとし
たい派

頭皮に直接アプローチ
した新感覚美容液

土台ローション
レヴィスカルプローション

頭皮ケア
これ1本

頭・首
顔・デコルテ
全身OK！

asha
スタッフも
愛用中

アウトバス
としても
ご使用OK！

美髪
育てる

髪と頭皮
守る

ミント成分
で爽快！

細毛を
ボリューム
アップ

HARI

予約販売商品

肌活性

バイオ美容針を使用し、引き締めながらツヤのある美肌に

年齢と共に頭皮が酸化し硬くなることで、元気な髪が生えにくい状態になっています。今まで

カラーやパーマのダメージは気になるけど、ぺちゃんこになるのがイヤでトリートメントをして

いなかった方、根本的に髪質改善をしたい方。そんな方にぜひ一度お試し頂きたいメニュー

です。

スプレータイプの全身用日焼け止めです。

界面活性剤/紫外線吸収剤フリー、美容

液成分配合で強い日差しにより乾燥し

がちな肌や髪をやさしく守ります。

肌も髪も、やさしく守る

21

2,871円 (税込)< 通常 >3,190円

アジュバンボディプロテクト 10%
OFF

ファンデーションだけでUVカットできない
夏場のファンデーションの浮きが気になる
そんな方にオススメ！V３ファンデーションの
下地として使って頂くとさらに効果がアップ！
肌のコンディションを整えながら紫外線
対策しませんか？

保湿と日焼け止めが一度にできる

7,480円 (税込)< 通常 >8,800円

SPF50 PA++++

SPF50 PA+++

V3プロテクションサンスクリーン
15%
OFF

< 通常 >8,800円 7,480円(税込)

18 V3ファンデーション
エキサイティング

15%
OFF

スキンケア効果 ツヤのある仕上がり

ナチュラルなカバー力乾燥しやすい方に

< 通常 >9,350円 7,947円(税込)

19 V3ファンデーション 
シャイニング

15%
OFF

エステ効果 セミマットな仕上がり

ベタつきやすい方に

< 通常 >7,700円
6,545円(税込)

20 V3 エキサイティングリフィル
15%
OFF

22

24

24

25

25

23,375円 (税込)< 通常 >27,500円

復元ドライヤーpro 15%
OFF

低音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イクルを引き締める
マイナス電子で髪がしっとりまとまります。

むくみも取れる不思議なドライヤー

漆黒

真白

お家美容を楽しみた
い派

HOT
LINE NUP

カールアイロン

26mm 27 32mm

0 3 04

タイプ タイプ

After

Before

髪に必要な5大栄養素が入った1剤を塗布

電子を含んだマイナスイオンたっぷりの
育成光線で15分温めます

軽くマッサージをして流します

栄養たっぷりの2剤を馴染ませ流します

お仕上げ、またはカラーやパーマの施術

頭皮のベタつきがなくなって、トップがふんわ

りするようになりました。以前は頭皮の臭いや

痒みが気になっていましたが、このメニューを

定期的に受けてからは、そんな悩みもなくな

りました。

頭皮のベタつきがスッキリ爽快！！

頭皮の毛穴がスッキリ！

AfterBefore

デトックス頭皮対策メニュー
キューティクル復元メニューと合わせ技で最強美髪へ

1,650円(税込)

頭皮を制すものは髪を制す
まずはお試し！

年齢と共に頭皮が酸化し硬くなることで、元気な髪が生えにくい状態になっています。

今までカラーやパーマのダメージは気になるけど、ぺちゃんこになるのがイヤでトリー

トメントをしていなかった方、根本的に髪質改善をしたい方。そんな方にぜひ一度お試

し頂きたいメニューです。

炭酸マイナスイオン水で汚れを落とします

マイナスイオン水で汚れを落とします

流してシャンプー

最後に汚れがどれぐらい詰まっていたのかを
お見せしています

   ※ご希望の方は天然のミントの成分を配合

スタッフ
人気
No.1

How to

How to

大好評につき
7.8月限定！

1

2

3

4

5

1

2

3

4



近年のジェンダーレス化や美容意識の高まりによ
って、美容に興味を持つ世代も広くなり、メンズも
肌や髪に対してケアすることが当たり前になって
きました。HOMMEではメンズケアに特化した商
品を取り揃えておりますので、ぜひ気軽にお声掛
けください！

asha.HOMME店長
堀田　祥平

今、なぜメンズケアが人気なのか？

20%
OFF

男の第一印象は”秒”で決まる！ベストな印象は”清潔感”
 「 アシャが考える40代からの男性のアンチエイジングは

 男性特有の過剰な「皮脂」に着目し、髪と肌のお悩みを解決！

 のW使いが成功の秘訣！！！」 ヘアケア
メンズのヘアケアオススメ

メンズのスキンケアオススメ

 スキンケア
 ヘアケア

 店限定 asha VaSE / asha Kobe店でも受注発注させていだだきますので
お気軽にお声がけください！asha.HOMME

６時間
消臭

コラーゲン
配合

0 5 06

43 44 45 46

47

47 48 49

48

10%
OFF

ALL

20%
OFF

ALL

1,287円 (税込) <通常> 1,430円

90g

90g

90g

120g

300ml

80ml

380ml

1,386円 (税込) <通常> 1,540円

ナカノワックス 4番

ナカノワックス 5番

毛束感や動きのあるスタイルをキープするハードな質感

軟毛の方やしっかりした動きのあるスタイルをキープ

49 ナカノワックス 7番
普通の髪質をスタイルキープで使いやすい

50 ナカノワックス 10番
ハードなホールドでしっかりと固め、毛束感がつ艶やかになるジェル

21,600円 (税込) 缶入り 21,060円 (税込) 詰替
HGFactor

自然治癒力を高めダメージを受けた細胞を修復再生してくれる

2,200円 (税込) <通常> 2,750円

2,200円 (税込) <通常> 2,750円
3,520円 (税込) <通常> 4,400円

51 シルバーモイスト スプレー

52

53

シルバーモイスト ハンドフォーム

スプレー24時間消臭除菌効果持続

ハンドフォーム6時間消臭除菌効果持続

20%
OFF5,280円 (税込) <通常> 6,600円1ℓ

10%
OFF

ALL2,178円 (税込) <通常> 2,420円200ml

7,524円 (税込) <通常> 8,360円1ℓ

43 44

45 46

45

46

エコロジーシャンプー詰替   トリートメント詰替

スパッシュベビィ    詰替

アシャで一番人気のアミノ酸系シャンプー

高濃度フルボ酸が角質や毛髪の深くに浸透します
20%
OFF

8,870円 (税込)
 <通常> 11,088円

720ml54 コラトリートメント詰替

コラーゲンが主成分で、カラーやパーマで
ダメージを受けた髪をしっとりと仕上げます

47 48

51 52 53

49 50

10%
OFF

3,762円 (税込)
 <通常> 4,180円

200g55 オリームトリートメント

オイルとクリームの間の質感で、インバス、
アウトバス、スタイリング剤の3役としてご
使用頂けるトリートメントクリーム

10%
OFF

1,485円 (税込)
 <通常> 1,650円

50g56 アシャワックス

アシャオリジナルの朝のスタイリングが決
まりやすくまとまりやすいトリートメントワ
ックスです

80g
10%
OFF

1,485円 (税込)
 <通常> 1,650円

57

60 61

N.  オムジェルグリース

HGFは肝臓の細胞を増殖させるタンパク質。アルツハイマー認知症、加齢による病気や生活習慣病が

発症しやすくなることは、HGFを作る能力の低下が関係しています。厳選した１２種類の和漢植物を配

合し、自然治癒力を高め、ダメージを受けた細胞を自らの力で修復再生し、病気の予防をしてくれます。

人生１００年時代、最後まで自分の足で歩き、美味しく食べていきませんか？

200ml
58 フィクスマニアスタイリングミスト

体の疲れが取れない方に是非試して欲しい！

シャンプー剤でしっかり洗い流せるキープ
ミスト。ワックスだけで崩れてしまう方に

20%
OFF

3,872円 (税込)
 <通常> 4,840円

35g59

63 64 65

UTAUメロウバーム

柔らかい質感のでツヤや束感のあるスタ
イルで朝のスタイリングが楽チンになります♪ワックスとジェルの特性を兼ね備え、

ウェットな仕上がりに

自宅で簡単頭皮のデトックス！

29
ソーダフォームクレンザー
THE GROOMING

10%
OFF3,069円 (税込)

 <通常> 3,410円170g

32

33

トリートメント
THE GROOMING

10%
OFF990円 (税込)

 <通常> 1,100円60g

15%
OFF5,142円 (税込)

 <通常> 6,050円500g

10%
OFF

15%
OFF

1,485円 (税込)
 <通常> 1,650円120ml

3,927円 (税込)
 <通常> 4,620円500ml

30

31

シャンプー
THE GROOMING

10%
OFF4,950円 (税込)

 <通常> 5,500円

 THE GROOMINGヘアケア4点セット<通常> 11,660円

120ml

34

62

スカルプエフェクター
THE GROOMING

のラインナップ(★通常サイズ)を4点セット購入していただくと15%off！

★

★

★ ★

★

弾力のある炭酸泡でシャンプー前に
頭皮をマッサージすることで血行の
促進や汚れを浮き上がらせてシャンプー
の効果を引き上げます。清涼感もあるの
で夏場のリフレッシュにもおすすめです

ソーダフォームクレンザー

トリートメント

頭皮の潤いを守りながら不要な皮脂
や汚れ、強いスタイリング剤もすっきり
洗浄できます。肌のタイプを選ばずに
使っていただけます。

シャンプーとセットで使うことでハリ
コシを瞬時に形成できます。ベタつき
のない軽さなのでセットの持ちを阻害
せずボリュームのある髪に仕上がります。

ドライの前に使ってもベタつきのない育毛
エッセンスです。生体関連成分アデノシン
を配合しており男性の細毛、薄毛にアプロ
ーチします。ハリコシのある髪を育毛、毛根
に働きかけ太く強い髪を育て、根元に立ち
上がりを持たせます。

36

37

ウォッシュ
THE GROOMING

10%
OFF

15%
OFF

15%
OFF

15%
OFF

1,683円 (税込)
 <通常> 1,870円60ml

10%
OFF1,287円 (税込)

 <通常> 1,430円60g

15%
OFF1,870円 (税込)

 <通常> 2,200円120g

2,337円 (税込)
 <通常> 2,750円120ml

38

39

スキンローション
THE GROOMING

How to

肌のテカリ、ベタつきが気になる 髭剃り後、乾燥しやすい

ウォッシュ（洗顔）
顔を全体を濡らした後、約2cm手に
取り、水分を与えながら泡だて、顔
を包み込むように洗い、十分にすすぐ

ローション（化粧水）
洗顔や髭剃り後に500円硬貨大を
取り顔全体に優しく馴染ませる

2

モイスチャーエフェクター（美容液）
10円硬貨大を取り、乾燥しやすい部分を
中心に顔全体に馴染ませる

3

スキン
ケア

 ヘアケア

他にも人気アイテムをご紹介します

毛穴汚れ

スッキリ洗
浄

頭皮用
トニック

ハリ感
アップ

毛穴スッキリつっぱらず清潔肌に ベタつきもカサつきも同時にケア

細い髪もボリュームがUP

洗い上がりがスーッとスッキリ！

頭皮の保湿と毛根に栄養を与えて
髪が生えやすい環境に整えます

1kg 3,600円 (税込)66 AFEW洗剤

SDGsの目標6
「安全な水とトイレを世界中に」
にも繋がります。

世界で広がるSDGsには持続可能な
17のゴール目標があります

Pick up

なぜ、目標６が必要なのか？それは、命に関わる課題で世界中では

人口の40％を超える人たちが水不足に苦しむだけでなく、糞便に

汚染されている水を飲料水として使用するしか無いなど、衛生的に

も極めて生命の危機に関わる課題を抱えていると共に、紛争等の

原因にもなっているからです。

ashaスタッフがAFEWのアンバサダー
として活動しております。
是非いいね！をお願いいたします♪

ashaはSDGsに取り組んでいる商品の取り扱いを始めました。

界面活性剤ゼロで、使用後洗浄成分はすべて水に戻る環境への優し

さがあり、これだけで台所、洗濯、トイレなどおうち丸ごと掃除できる優

れものです！アレルギーなど敏感肌なお子様にも安心して使っていた

だけます。日々の生活に取り込むだけで、自分だけでなく、環境や地球

にも優しくなるのです。

酸素＆酵素の力で汚れを分解して落とす！
洗浄力 漂白力 除菌力 脱臭力 脱脂力
今、話題のエシカルが備わった賢い洗浄剤

通常のお洗濯と違って、AFEWなら安全に汚れを分解してくれる

一般の洗剤

汚れを
落とす

界面活性剤入り

酸素と酵素洗浄剤

汚れを
分解する

界面活性剤ゼロ！

界面活
性剤で

酸素と
酵素で

AFEW洗剤はこの目標

高 濃 度 水 素 美 容 液で
髪と頭 皮を洗うという新 発 想ー

週 2 回

 スキンケア のラインナップ(★通常サイズ)をセットで購入していただくと15%off！

10%
OFF

4,356円 (税込)
 <通常> 4,840円 10%

OFF

4,356円 (税込)
 <通常> 4,840円

20%
OFF

12,056円 (税込) <通常> 15,070円

10%
OFF

4,851円 (税込)
 <通常> 5,390円

頭皮老化の90%の原因は”活性酸素”にあった
水素の働き

超 高 濃 度 水 素 の働きで約 8 0 % 制 御 ! !

いつまでも健康で若々しい髪を守りませんか？

繰り返すカラー 日常の紫外線 加齢

モイスチャーエフェクターTHE GROOMING

うるおいをゼリー化して長く留める保湿美容液

シャンプー

スカルプエフェクター

髪年齢マイナス10歳
若返りで髪に自信を

9,910円 (税込)

  THE GROOMINGスキンケア3点セット<通常> 6,600円42

35

5,610円 (税込)

10%
OFF

1,188円 (税込)
 <通常> 1,320円

1

10%
OFF2,970円 (税込)

 <通常> 3,300円60ml
15%
OFF

4,207円 (税込)
 <通常> 4,950円120ml40 41

活性酸素

ダメージの原因

頭皮、髪内部にはダメージの原因である
「活性酸素」が存在します。特にカラーや
パーマ、紫外線を浴びることにより活性
酸素は大量発生。痛みパサつき白髪う
ねり薄毛につながります。この活性酸
素は通常のシャンプー、トリートメント
では、除去できません。

分子の小さい

水素が

髪内部へ

水素シャンプー、トリートメントを
使うことで宇宙一分子が小さいと
言われる水素が頭皮、髪内部へ浸
透します。

※トリートメント前にH2カプセルを
塗布することでさらに高濃度水素が発生。

水素と
活性酸素が
結びつき
無害化

活性酸素と水素が結びつき水と
なって無害化します。さらにフラナ
ガンシリカ水の働きで毛髪内の重
金属やカラー、パーマによる残留薬
剤の排出を促します。

蓄積ダメージ
をクリアに

カラーやパーマ。紫外線などの
外的要因や加齢による蓄積ダ
メージをしっかりデトックス。土
台を整えるから芯から強く美し
い髪へ。

お湯で髪と頭皮を予洗いした後、
泡で包み込むように洗い、十分に
すすいでください。2～3分泡パッ
クをしてから洗い流すと美容液成
分が浸透して、よりしなやかに仕上
がります。

シャンプー カプセル トリートメント

300ml

H2 SHAMPOO

シャンプー後、2～3プッシュ手の
ひらに取り、頭皮をマッサージす
るように馴染ませ髪にも揉み込
みます。

シャンプー カプセル トリートメント

75ml

H2 CAPSULE

シャンプー、H2カプセル後に軽く
水気を切り、適量を髪全体になじ
ませてから洗い流してください。
保湿や補修にこだわった成分が
髪に潤いを与えます。

髪をスキンケアする”新発想”乾燥
してかさついた髪を内部から潤い
溢れる髪に！

限定特別価格！水素ヘアケアは
セットでの購入でさらにお得◎

シャンプー カプセル

H2シリーズ3点フルセット

トリートメント

300ml

H2 TREATMENT

ラインナップ / 使用STEP

頭皮のベタつきが気になる 匂いが気になる


