
 
 
                                
                            

 
 

   

すべてが新しい TSUBAKI、誕生。 

  毛髪メラニンホールが艶をくすませる原因であることを世界で初めて*発見！ 

2013 年 3 月中旬発売  
 

資生堂は、日本女性を美しい艶髪に導くヘアケアブランド「TSUBAKI（ツバキ）」を発売以来最大の

イノベーションを実施し、2013 年 3 月中旬より株式会社エフティ資生堂を通じて発売します。【3 ライン全

22 品目 22 品種、オープン価格】 
新しい TSUBAKI は、日本人の髪に多く含まれる毛髪メラニンに着目し、「髪がダメージを受けると生

じる毛髪メラニンホール（空洞）が、艶をくすませる原因であること」を初めて発見しました。そして、この

空洞を埋める「毛髪メラニンホール補修成分※1」を配合し、毛髪の内側まで届いた光を美しく反射させ、

深みのある理想的な艶をよみがえらせます。 
*株式会社 Mintel Japan データベース内 2012 年 11 月当社調べ。 

※1 アルギニン ：アルギニンとは、毛髪や肌をつくるアミノ酸の一種。レーズン、牛乳、ナッツなどの食物に多く含まれる。 

 

 

 

           
 
         徹底補修の白          艶とうるおいの赤         地肌ケアの金 
        ＜ダメージケア＞         ＜シャイニング＞        ＜ヘッドスパ美容＞ 
 
 
 

※ お客さまからのお問い合わせは「資生堂お問い合わせ先 フリーダイヤル ０１２０－３０－４７１０」でお受けしています。 

 
 
 
 



【商品一覧】 

商品名 分類 容量 価格 

TSUBAKI シャイニング シャンプーNc 

販売名：資生堂 シャイニング シャンプーNc 
シャンプー 

ﾚｷﾞｭﾗｰ 220ｍＬ 

ｼﾞｬﾝﾎﾞ  550ｍＬ 

つめかえ用 400ｍＬ 

TSUBAKI シャイニング コンディショナーNｃ 

販売名：資生堂 シャイニング コンディショナーNc 

ヘアコンディショ

ナー 

ﾚｷﾞｭﾗｰ 220ｍＬ 

ｼﾞｬﾝﾎﾞ  550ｍＬ 

つめかえ用 400ｍＬ 

TSUBAKI シャイニング トリートメント Nc 

販売名：資生堂 シャイニング トリートメント Nc 
ヘアトリートメント 200ｇ 

TSUBAKI シャイニング ヘアマスク Nc 

販売名：資生堂 シャイニング ヘアマスク Nc 
ヘアマスク 180ｇ 

TSUBAKI ダメージケア シャンプーNc 

販売名：資生堂 ダメージケア シャンプーNc 
シャンプー 

ﾚｷﾞｭﾗｰ 220ｍＬ 

ｼﾞｬﾝﾎﾞ  550ｍＬ 

つめかえ用 400ｍＬ 

TSUBAKI ダメージケア コンディショナーNc 

販売名：資生堂 ダメージケア コンディショナーNc 

ヘアコンディショ

ナー 

ﾚｷﾞｭﾗｰ 220ｍＬ 

ｼﾞｬﾝﾎﾞ  550ｍＬ 

つめかえ用 400ｍＬ 

TSUBAKI ダメージケア トリートメント Nc 

販売名：資生堂 ダメージケア トリートメント Nc 
ヘアトリートメント 200ｇ 

TSUBAKI ダメージケア ヘアマスク Nc 

販売名：資生堂 ダメージケア ヘアマスク Nc 
ヘアマスク 180ｇ 

TSUBAKI ヘッドスパ シャンプーNc 

販売名：資生堂 ヘッドケア シャンプーNc 
シャンプー 

ｼﾞｬﾝﾎﾞ 550ｍＬ 

つめかえ用 400ｍＬ 

TSUBAKI ヘッドスパ コンディショナーNc 

販売名：資生堂 ヘッドケア コンディショナーNc 

ヘアコンディショ

ナー 

ｼﾞｬﾝﾎﾞ 550ｍＬ 

つめかえ用 400ｍＬ 

TSUBAKI ヘッドスパ エクストラクレンジング Nc 

販売名：資生堂 ヘッドケア エクストラクレンジング Nc

ディープクレンジ

ングシャンプー 
280ｍＬ 

TSUBAKI ヘッドスパ マスク Nc 

販売名：資生堂 ヘッドケア マスク Nc 
頭皮・ヘアマスク 180ｇ 

オープン

価格 

 
発売背景 

資生堂「TSUBAKI」は、2006 年 3 月の発売以来、日本女性の髪を美しい艶髪に導く「美髪ケア」ブ

ランドとしてインバスヘアケア市場の高付加価値ヘアケアカテゴリーをリードしてきました。累計出荷本

数は 2.7 億本を超え、中味機能等トータルで日本女性の BEAUTY を創りつづけるブランドとして評価

いただいています。 
資生堂が継続的に実施しているお客さまのヘアケアニーズの調査において、そのニーズは 2～3 年

ごとにゆるやかに変化することがわかってきました。2010 年ごろまでは、しっとりとした艶感を活かして

つくりこむ、比較的重めのスタイルが好まれる傾向にありましたが、2012 年ごろより自然な艶感で軽や

かなニュアンスを楽しむエアリーなスタイルが主流になっています。（下表参照） 
今回のイノベーションでは、髪内部の光の反射を整える「毛髪メラニンホール補修成分※1」などにより、

自然な「艶」がありながらも「軽やかな仕上がり」を両立しました。 
            

 

※1 アルギニン  

（2012 年 7 月資生堂調査, n=580 名）  



 

商品特長 

 
新しい TSUBAKI は、理想的な艶を生み出すための３つの要素に対応しています。新技術「毛髪

メラニンホール補修成分※1」とＴＳＵＢＡＫＩの中核価値である「厳選 椿オイル」を全品に採用しながら、

3 ラインの独自機能をより際立たせています。さらに、使った瞬間から仕上がりまで、ずっと実感でき

る「しなやかさ」も 3 ラインに共通する大きな特長です。 
 

１．＜内補修＞ 髪の内側から光の反射を整える「毛髪ﾒﾗﾆﾝﾎｰﾙ補修成分※1」【新技術】 

資生堂は、日本人のダークな色合いの髪に多く存在する毛髪メラニンと艶の関係に着目しました。

研究を進めた結果、紫外線や熱などのダメージによって髪内部の毛髪メラニンが分解・流出すると、

空洞ができ、散乱光が多くなることにより艶がなくなることを初めて発見しました。 
そこで、新しい TSUBAKI 全品に、その空洞をしっかり埋める「毛髪メラニンホール補修成分※1」

を配合。髪内部まで届いた光を美しく反射させて、くすみのない深みのある艶をよみがえらせることに

成功しました。 ※1 アルギニン 

     

 
 
 

２．＜外補修＞ 髪表面での光の反射を整える 「厳選 椿オイル」 【継承】 

新しい TSUBAKI にも、豊富な美髪成分を含む椿の実から抽出した「天然の椿オイル（ツヤ･毛髪

保護成分）」を配合しています。髪表面のキューティクルを整えて美しい反射をつくりだし、天使の輪

のようなくっきりとした艶を生み出します。 
○産地：温暖な気候、肥沃な土壌など、上質な椿オイルの条件が揃った長崎県五島列島産です。 
○収穫方法：実が落ちる前の完熟した実だけを一つひとつ人の手で摘み取っています。 
○搾油方法：選りすぐりの種子を圧搾法という昔ながらの方法で丁寧に時間をかけて搾り出します。 
○鮮度：その年に収穫された種子だけを使って搾油した、ピュアな一番搾りのオイルだけを使ってい

ます。  
 

 ３．＜感触＞ 揺れるたびに光を受け止める 「しなやかさ」 【強化】 

新しい TSUBAKI は美しい艶に欠かせない「しなやかさ」を向上させました。しなやかに動く髪は、

揺れるたびに光を受け止め、顔の周りで輝き、やわらかな艶を放ちます。 
 



 
 パッケージについて 
  新しい TSUBAKI のパッケージは、発売以来継承しているフォルムはそのままに、さらに優しく、やわらか

いデザインに進化しました。それぞれ 3 ラインのシャンプー、コンディショナー（ジャンボサイズ 550mＬ、つめ

かえ用 400mＬ）に、「しなやか」「やわらか」な仕上がりを想起させる椿の花をデザインし、店頭でのインパクト

も創出します。ジャンボサイズのボトルは、シュリンク包装となっており、お客さまがお使いになる際には、は

がすことが可能です。 
また、シャンプー、コンディショナー（つめかえ用 400mＬ）の外装パッケージには、サトウキビ由来ポリエチレ

ンを約 43％使用し、環境負荷低減をはかっています。 

当社は、商品の環境対応を加速しており、有限な石油資源の節約と CO2 排出量の削減を目的に、

2011 年 9 月より、化粧品等のパッケージにおいてサトウキビ由来ポリエチレン容器を順次導入していま

す。 

 
3 ラインそれぞれの特長 
 

ライン ライン特長 対象 特長成分 香り 

＜シャイニング＞ 

艶とうるおいの赤 

    

指どおりなめらか、

スルンとまとまる 

なめらかな艶髪へ

艶が欲しい、でも

重くならずにうるお

いとまとまりがほし

い方へ 

髪にうるおいを与える  

椿リーフエッセンス※3

（毛髪保湿成分）配合 

花々と果実で

仕立てたあで

やかな椿蜜果

の香り 

＜ダメージケア＞ 

徹底補修の白 

 

パサついた髪を徹

底補修し、毛先ま

でしなやかな艶髪

へ 

カラー･パーマなど

により、髪が傷ん

で枝毛やゴワつき

が気になる方 

傷んでパサつく髪を徹

底補修する        

ツバキアミノ※4（浸透

補修成分）    

＋  

New 椿リペアバター※

5（毛髪補修･保湿成

分）配合 

花々と緑が織

りなす、すがす

がしい椿緑香

の香り 

＜ヘッドスパⓇ 

美容＞ 

地肌ケアの金 

    

ヘッドスパ美容で、

根元からふんわり 

弾力のある艶髪へ

地肌のケアと一緒

に、髪を根元から

ふんわり元気にさ

せたい方 

地肌のうるおいを守り

ながら肌あれを防ぐ 

New ツバキ花エキス※

6（保湿成分）配合 

New 天然エッセンシャ

ルオイルブレンド※7 

（保湿･柔軟成分）配合 

New 自然の恵

みと花々の温

もりが、心身を

ときほぐす新し

く進化したリラ

ックスアロマの

香り 

 

なお、地肌ケアの「金」には、「ツバキ花エキス※2（保湿成分）」を新配合。余分な皮脂などによりト

ラブルが増加する地肌をケアし、うるおいを守りながら、肌あれを防ぎます。 
 

※1 アルギニン  ※2 ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン 

※3 ツバキ葉エキス、DPG、ヒドロキシエチルウレア ※4 アミノ酸誘導体、プロテイン  

※5 椿バター、ソルビトール ※6 ツバキ花エキス、ソルビトール  ※7 セージ・ジンジャー・ローズヒップ・タイム・ソルビトール 

 

 



 

【商品概要】 
商品名 商品特長 

TSUBAKI シャイニング  

シャンプーNc 

220mL(ﾚｷﾞｭﾗｰ)・550mL(ｼﾞｬﾝﾎﾞ) 

400mL（つめかえ用） 

 

販売名：資生堂 シャイニング シャンプ

ーNc  

 

 

 

 

 
○より濃厚でクリーミーになった泡で、洗っているときからなめら

かさを実感できるシャンプーです。 
○毛髪メラニンホール補修成分※1 配合。 

艶をくすませる原因となっていた髪内部の毛髪メラニンホール

を徹底補修し、内側から輝く艶髪へ導きます。 
○厳選 椿オイル（ツヤ・毛髪保護成分）、椿リーフエッセンス※3

（毛髪保湿成分）配合。 

  髪に艶とうるおいを与えます。 

○花々と果実で仕立てたあでやかな椿蜜果の香り。 

TSUBAKI シャイニング  

コンディショナーNｃ 

220mL(ﾚｷﾞｭﾗｰ)・550mL(ｼﾞｬﾝﾎﾞ) 

400mL（つめかえ用） 

 

販売名：資生堂 シャイニング コンディ

ショナーNc  

 

 

 

 

 

 
○べたつかず、毛先までまとまってなめらかな指どおりのコンディ

ショナーです。 
○毛髪メラニンホール補修成分※1 配合。 

艶をくすませる原因となっていた髪内部の毛髪メラニンホール

を徹底補修し、内側から輝く艶髪へ導きます。 
○厳選 椿オイル（ツヤ・毛髪保護成分）、椿リーフエッセンス※3

（毛髪保湿成分）配合。 
髪に艶とうるおいを与えます。 

○UV プロテクト成分※2 配合。 

日常の紫外線をカットし、紫外線のダメージから髪を守ります。

○花々と果実で仕立てたあでやかな椿蜜果の香り。 

TSUBAKI シャイニング  

トリートメント Nc 

200g 

 

販売名：資生堂 シャイニング トリート

メント Nc  

        

 

 

 

 

○高浸透処方で、パサつきやすい毛先までうるおってなめらかな

仕上がりのトリートメントです。 

○毛髪メラニンホール補修成分※1 配合。 

艶をくすませる原因となっていた髪内部の毛髪メラニンホール

を徹底補修し、内側から輝く艶髪へ導きます。 
○厳選 椿オイル（ツヤ・毛髪保護成分）、椿リーフエッセンス※3

（毛髪保湿成分）高濃度配合＜コンディショナー比＞。 

  髪に艶とうるおいを与えます。 

○UV プロテクト成分※2 配合。 

日常の紫外線をカットし、紫外線のダメージから髪を守ります。

○花々と果実で仕立てたあでやかな椿蜜果の香り。 

 

特に乾燥が気になって艶とうるおいがほしいとき 
髪の芯までたっぷりうるおう浸透トリートメント 

指どおりなめらか、スルンとまとまる艶髪へ 
パサついてうるおいがほしい方のコンディショナー 

指どおりなめらか、スルンとまとまる艶髪へ 
パサついてうるおいがほしい方のシャンプー 



商品名 商品特長 

TSUBAKI シャイニング  

ヘアマスク Nc 

180ｇ 

 

販売名：資生堂 シャイニング ヘアマ

スク Nc  

   

       
  

    

 

 

 

 

○パサつく髪にうるおいを集中補給。毛先までうるおいに満ちた

艶髪を一日中持続する集中保湿ヘアマスクです。 

○毛髪メラニンホール補修成分※1 配合。 

艶をくすませる原因となっていた髪内部の毛髪メラニンホール

を徹底補修し、内側から輝く艶髪へ導きます。 
○厳選 椿オイル（ツヤ・毛髪保護成分）3 倍配合、椿リーフエッ

センス※3（毛髪保湿成分）高濃度配合＜コンディショナー比＞ 

髪に艶とうるおいを与えます。 

○UV プロテクト成分※2 配合。 

日常の紫外線をカットし、紫外線のダメージから髪を守ります。

○花々と果実で仕立てたあでやかな椿蜜果の香り。 

TSUBAKI ダメージケア  

シャンプーNc 

220mL(ﾚｷﾞｭﾗｰ)・550mL(ｼﾞｬﾝﾎﾞ) 

400mL（つめかえ用） 

 

販売名：資生堂 ダメージケア シャンプ

ーNC 

   

 

 

 

 

○ダメージを徹底補修して、毛先までしなやかな感触へ導くシャ

ンプーです。 
○毛髪メラニンホール補修成分※1 配合。 

艶をくすませる原因となっていた髪内部の毛髪メラニンホール

を徹底補修し、内側から輝く艶髪へ導きます。 
○ツバキアミノ※4（浸透補修成分）、椿リペアバター※5（毛髪補

修・保湿成分） ＋ 厳選 椿オイル（ツヤ・毛髪保護成分）配

合。 
傷んでパサつく髪の芯まで補修します。 

○花々と緑が織りなす、すがすがしい椿緑香の香り。 

 

TSUBAKI ダメージケア  

コンディショナーNc 

220mL(ﾚｷﾞｭﾗｰ)・550mL(ｼﾞｬﾝﾎﾞ) 

400mL（つめかえ用） 

 

販売名：資生堂 ダメージケア コンディ

ショナーNc  

 

 

 

 

○ダメージを徹底補修し、毛先までしなやかな感触へ導くコンディ

ショナーです。 
○毛髪メラニンホール補修成分※1 配合。 
  艶をくすませる原因となっていた髪内部の毛髪メラニンホール

を徹底補修し、内側から輝く艶髪へ導きます。 
○ツバキアミノ※4（浸透補修成分）、椿リペアバター※5（毛髪補

修･保湿成分） ＋ 厳選 椿オイル（ツヤ・毛髪保護成分）配

合。 
傷んでパサつく髪の芯まで補修します。 

○UV プロテクト成分※2 配合。 

日常の紫外線をカットし、紫外線のダメージから髪を守ります。

○花々と緑が織りなす、すがすがしい椿緑香の香り。 

パサついた髪を徹底補修し、毛先までしなやかな艶髪へ 
髪が傷んでゴワつきが気になる方のコンディショナー 

パサついた髪を徹底補修し、毛先までしなやかな艶髪へ 
髪が傷んでゴワつきが気になる方のシャンプー 

艶を持続させながら 1 度で確かなまとまり感がほしいとき 
1 度でうるおう集中保湿マスク 



商品名 商品特長 

TSUBAKI ダメージケア  

トリートメント Nc 

200ｇ 

販売名：資生堂 ダメージケア トリート

メント Nc  

       

        
 

 

 

 

  

○高浸透処方で、補修成分がパサついた髪の芯まで浸透し、ゴ

ワつく毛先がしなやかにまとまる仕上がりのトリートメントです。

○毛髪メラニンホール補修成分※1 配合。 
 艶をくすませる原因となっていた髪内部の毛髪メラニンホール

を徹底補修し、内側から輝く艶髪へ導きます。 
○ツバキアミノ※4（浸透補修成分）、椿リペアバター※5（毛髪補

修･保湿成分）高濃度配合。＜コンディショナー比＞ 
傷んでパサつく髪の芯まで補修します。 

○厳選 椿オイル（ツヤ・毛髪保護成分）配合 
○UV プロテクト成分※2 配合。 

日常の紫外線をカットし、紫外線のダメージから髪を守ります。

○花々と緑が織りなす、すがすがしい椿緑香の香り。 
TSUBAKI ダメージケア  

ヘアマスク Nc 

180ｇ 

販売名：資生堂 ダメージケア ヘアマ

スク Nc  

 

       

 

 

 

 

○蓄積した深いダメージを１度で集中補修。しっとりしたまとまり

感を 1 日中持続するヘアマスクです。 

○毛髪メラニンホール補修成分※1 配合。 
艶をくすませる原因となっていた髪内部の毛髪メラニンホール

を徹底補修し、内側から輝く艶髪へ導きます。 
○ツバキアミノ※4（浸透補修成分）、椿リペアバター※5（毛髪補

修･保湿成分）高濃度配合。＜コンディショナー比＞ 
傷んでパサつく髪の芯まで補修します。 

○ 厳選 椿オイル（ツヤ・毛髪保護成分）3 倍配合。＜コンディショ

ナー比＞ 

○持続型トリートメント成分配合。 

○UV プロテクト成分※2 配合。 

日常の紫外線をカットし、紫外線のダメージから髪を守ります。

○花々と緑が織りなす、すがすがしい椿緑香の香り。 
 

蓄積した深いダメージを１度で集中的に補修したいとき 
１度でまとまる 集中補修マスク 

パサつき、毛先の広がり、色くすみなどダメージの複合症状に

パサついた髪の芯まで徹底補修する浸透トリートメント 

 
（以下余白） 



商品名 商品特長 

TSUBAKI ヘッドスパ  

シャンプーNc 

550mL(ｼﾞｬﾝﾎﾞ) 

400mL（つめかえ用） 

 

販売名：資生堂 ヘッドケア シャンプー

Nc 

  

   

 

 

 

 

○根元はふんわり、毛先はまとまる仕上がりのシャンプーです。 

○クリーミーな泡で、老廃物をすっきり洗浄します。（ノンシリコー

ン処方） 
○毛髪メラニンホール補修成分※1 配合。 
 艶をくすませる原因となっていた髪内部の毛髪メラニンホール

を徹底補修し、内側から輝く艶髪へ導きます。 
○天然エッセンシャルオイルブレンド※7（保湿･柔軟成分）、ツバ

キ花エキス※6（保湿成分）配合。 
地肌のうるおいを守りながら、肌あれを防ぎます。 

○厳選 椿オイル（ツヤ・毛髪保護成分）配合 
○しなやか・なめらかで、つやが出る仕上がりです。 
○自然の恵みと花々の温もりが、心身をときほぐすリラックスアロ

マの香り。 
 

TSUBAKI ヘッドスパ  

コンディショナーNc 

550mL(ｼﾞｬﾝﾎﾞ) 

400mL（つめかえ用） 

 

販売名：資生堂 ヘッドケア コンディシ

ョナーNc 

 

   

 

 

 

 

 

○根元はふんわり、毛先はまとまる仕上がりのコンディショナー

です。 

○毛髪メラニンホール補修成分※1 配合。 
  艶をくすませる原因となっていた髪内部の毛髪メラニンホール

を徹底補修し、内側から輝く艶髪へ導きます。 
○天然エッセンシャルオイルブレンド※7（保湿･柔軟成分）、ツバ

キ花エキス※6（保湿成分）配合。 
地肌のうるおいを守りながら、肌あれを防ぎます。 

○厳選 椿オイル（ツヤ・毛髪保護成分）配合 
○UV プロテクト成分※2 配合。 

日常の紫外線をカットし、紫外線のダメージから髪を守ります。

○自然の恵みと花々の温もりが、心身をときほぐすリラックスアロ

マの香り。 

地肌からふんわり美しい髪を育みたい方へ 
ヘッドスパⓇ美容で根元からふんわり弾力のある艶髪へ導く 

ヘッドスパシャンプー 

地肌からふんわり美しい髪を育みたい方へ 
ヘッドスパⓇ美容で根元からふんわり弾力のある艶髪へ導く

ヘッドスパコンディショナー 

（以下余白） 



商品名 商品特長 

TSUBAKI ヘッドスパ  

エクストラクレンジング Nc 

280mL 

 

販売名：資生堂 ヘッドケア エクストラ

クレンジング Nc  

        

        

 
 
 
○地肌に必要なうるおいを守りながら溜まった老廃物をしっかり

取り除くシャンプーです。 
○毛髪メラニンホール補修成分※1 配合。 

艶をくすませる原因となっていた髪内部の毛髪メラニンホール

徹底補修し、内側から輝く艶髪へ導きます。 
○天然エッセンシャルオイルブレンド※7（保湿･柔軟成分）配合。 
○天然オイルクレンジング成分配合。 

溜まった老廃物をすっきり洗浄し、フケ・かゆみを抑えます。（ノ

ンシリコーン処方） 
○ツバキ花エキス※6（保湿成分）配合。 

地肌のうるおいを守りながら、肌あれを防ぎます。 
○厳選 椿オイル（ツヤ・毛髪保護成分）配合。 

髪に艶を与えます。 
○地肌をひきしめる、穏やかな冷感効果があります。 
○さっぱり感があり、サラサラでべたつきのない仕上がりです。 
○毎日ご使用いただけます。 
○自然の恵みと花々の温もりが、心身をときほぐすリラックスアロ

マの香り。 

TSUBAKI ヘッドスパ  

マスク Nc 

180ｇ 

 

販売名：資生堂 ヘッドケア マスク Nc 

 

  

       

 

 

 

 

○マッサージによる地肌の血行促進効果で地肌から艶髪を育む

頭皮ケア・マスクです。 

○清浄･保湿・柔軟などのヘッドスパ効果で地肌環境を整え、肌

あれを防ぎます。 

○毛髪メラニンホール補修成分※1 配合。 
艶をくすませる原因となっていた髪内部の毛髪メラニンホール

を徹底補修し、内側から輝く艶髪へ導きます。 
○天然エッセンシャルオイルブレンド※7（保湿･柔軟成分）、ツバ

キ花エキス※6（保湿成分）配合。 
○厳選 椿オイル（ツヤ・毛髪保護成分）配合 
○UV プロテクト成分※2 配合。 

日常の紫外線をカットし、紫外線のダメージから髪を守ります 

○根元はふんわり、毛先はしなやかにまとまる仕上がりです。 

○自然の恵みと花々の温もりが、心身をときほぐすリラックスアロ

マの香り。 
使用方法 
①シャンプー後、水気を十分に切り、チューブの先端を地肌に近

づけ、生え際から後頭部に向かって線を引くように液を出しま

す。 
②地肌全体を指の腹を使ってくるくると動かすようにマッサージ

し、髪全体にまんべんなく包み込むようにたっぷり使用してくだ

さい。 
③リラックスしながら 5 分ほど放置し、地肌を中心によくすすいで

ください。 

地肌の老廃物をしっかりオフしてすっきりしたいときの 
ディープクレンジング 

ヘッドスパマッサージで地肌からすっきりケアしたいときに 
地肌と髪にうるおいを与えるマッサージスパマスク 

※1 アルギニン   ※2 ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン 

※3 ツバキ葉エキス、DPG、ヒドロキシエチルウレア  ※4 アミノ酸誘導体、プロテイン   ※5 椿バター、ソルビトール 

※6 ツバキ花エキス、ソルビトール   ※7 セージ・ジンジャー・ローズヒップ・タイム・ソルビトール  


