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voya g e c o s m e t i c s  ×  H A I R M O D E

どんな素材もしっかりコントロール!

魅惑のパーマデザイン
ハイダメージ毛、強力なクセ毛、硬毛、軟毛など、お客さまの髪の状態ははさまざま。
そんな素材に妥協せず、ねらい通りのパーマデザインにするには進化する薬剤を使いこなすこと。
さあ、お客さまを虜にするパーマデザインを提案しよう。



『アンリミット カール』
ノンアルカリで髪と同じ成分（ア
ミノ酸、ヒアルロン酸、たんぱく
質）を配合しているので、柔らか
く自然な質感のパーマスタイル
が実現できる。パーマがかかりに
くい髪質のプレ還元剤として効
果抜群。またしっかりカールを出
したい場合は『ウォーター』との
併用がおすすめ。

『アシッドプラス』
パーマ、ストレート、ブリーチなど
の施術時にパーマ剤、ヘアカラ
ー剤、ブリーチ剤、2剤に10%
混ぜるだけで髪が受けるダメージ
を大幅軽減。配合しているマイレ
ン酸、高分子ポリマーが髪の強
度を修復するため長時間継続す
るシステムトリートメント。

『クオレミスト』
キューティクルの細胞間脂質に
存在する18-MEAやセラミドを
ナノ化して配合されている。髪の
潤いとツヤを補うミストタイプのト
リートメント剤。

『クオレフォーム』
アニオン系のパーマやヘアカラ
ーの前処理剤。髪の毛に短時
間で浸透して、内部を強化。クリ
ームタイプのトリートメントを重ね
ることで、トリートメント効果を長
持ちさせることも。

『ウォーター』
硬くてパーマがかかりづらい髪に
は、1剤塗布前につけるプレ膨潤
剤。毛髪中に含まれているアミノ
酸「アルギニオン」を配合。極端
な膨潤がないので、安心して1剤
のサポート剤として使用可能。『ア
ンリミットカール』と併用すると、狙
い通りのしっかりとしたリッジのあ
るパーマスタイルが表現できる。

『レプレカラー』
高発色のトリートメントカラー。髪
を傷めないのはもちろん、修復し
ながら多様な色提案が可能。ク
リア、ブラック、ダークブラウン、ブ
ラウン、ライトブラウン、モカ、ラ
ズベリー、ヴァイオレット、インデ
ィゴ、オレンジの10色を展開中。

1. 前処理として、ミストタイプのトリートメント『クオレミスト』をウエットの状態になるまでしっかりと全
頭に吹きつけた後、毛先を軽く握り、浸透させる。

2. 髪の中間から毛先にかけて髪の内部を修復する泡タイプのトリートメント剤『クオレフォーム』を塗
布し毛先をタッピング。ダメージから保護する。

8. 中間水洗後、2剤『アフターリキッド』に処理剤『アシ
ッドプラス』を10%添加したものを5分・5分の2度づけ
する。

3. 髪の毛が硬く、パーマのかかりにくい髪質なので、1剤
の浸透を良くするため、浸透補助剤『ウォーター』を中間
から毛先を中心に塗布する。

5. ワインディング後、コスメ系ノンアルカリタイプのパー
マ1剤『アンリミット カール』を塗布。10分放置し、浸透
補助剤の『ウォーター』を再塗布し、5分放置。

7. 軟化チエック。弾力のあるリッジ感のカールが出たので
中間水洗へ。

4. 全頭を平巻きでワインディング。

6. 水洗後、『クオレフォーム』を塗布し、内部に栄養を入
れながらクリープする。

9. ロッドアウト後、毛先はダメージが進み、赤茶色になっ
ているので、シャンプー台で塩基性ヘアカラー『レプレカ
ラー』のダークブラウンを毛先中心にかぶせる。

濃紫：14ミリ、オレンジ：13ミリ、ピンク：12ミリ
イエロー：11ミリ、青：10ミリ、緑：9ミリ、薄紫：8ミリ

Rod On

Wash Out

硬くてパーマのかかりにくい髪にも
リッジのあるカールをオン!   

技術解説：江良 栞［R oug y］

Process

コスメ系パーマ剤で弾力のあるカールを!

モデルの髪は硬く、非常にパーマのかか
りにくい髪質です。そのため、これまでも
パーマをかけて思い通りのリッジ感が出
てない、すぐに取れてしまう、または強い
薬剤を使いダメージへつながったとのこと
でした。そこで、コスメ系パーマ剤と浸透
促進剤を組み合わせて、ダメージを最小
限に抑えつつ、リッジ感のある仕上がり
に導きました。（江良）

BeforeAfter

髪を傷めずに
ウエーブ感のある
パーマをかけたい！

■ 太さ：太い
■ 髪質：硬い
■ 毛量：普通

■ クセ：なし
■ ダメージ：毛先にあり

えら・しおり/1990年生まれ。栃木県出身。
資生堂美容専門学校卒業。都内1店舗を
経て2012年に『Rougy』に入社。現在、同
店スタイリスト。



『マルチクリーム』
細毛・軟毛・エイジング毛に対応
した薬剤であると同時に、顔周り
の細毛やパーマがかかりづらい
箇所、捻転毛などの難しいクセ
の部分に、プレ還元剤として使
用可能。真っすぐにし過ぎないス
トレート剤としても効果的。

『ミネラルハニー』
5種類のハチミツ成分を配合
した高濃度CMC処理剤。前
処理、中間処理、薬剤への添
加など、さまざまな使用方法に
対応。補修成分として、セラミ
ドを含むCMC成分、高分子
ケラチン、18MEA、毛髪表面
を改善する尿素誘導体、各種
アミノ酸を配合している。

『S Pプレミアム』
アンリミットシリーズに10%添加するだけで効
果が高まる還元剤。酸性域でチオよりしっかり
効果を出せるスピエラを低濃度に配合し、髪
の疎水性と親水性の両方に働きかけるので、
パーマやストレートのききがアップ。膨潤させな
いのでパーマの繰り返しやダメージヘアでも安
心で、短時間で強い癖もしっかり伸ばしたり曲
げたりできる。毛先用としてシールドに混ぜる
際は、3～5%に減量するなど配合量を抑える。

『セシルクリーム』
チオ、チオ乳酸で髪を修復しなが
ら曲げたり伸ばしたりできる低ア
ルカリ高還元剤。還元剤の中で
唯一の修復成分であるシステイ
ンを高濃度に配合している。ハ
リ・コシを失っているエイジング毛
やハイダメージ毛に効果的。

『アフターリキッド』
カチオン性の1剤と相性のよい
アニオン性高分子を配合した2
液。1、2剤共にメドウフォーム
ラクトン配合により、キューティ
クルを整え熱からガードすること
で、帯電防止、毛髪の疎水化な
どが期待できる。消臭効果を持
っているので、嗅いの強いシス
テアミン系カーリング液に最適。

『シールド』
髪のキューティクルに作用する
還元剤を低濃度に配合したトリー
トメント剤。パーマやストレートの
減力しない前処理剤として使用
することで、髪の内部補修が可
能に。また、既ストレート部分に
塗布し、アイロンをかけることで、
表面のざらつきを取り除き、柔ら
かな質感に導く。

9. 2剤『アフターリキッド』に処理剤『アシッドプラス』を
10%添加したもの（※）を塗布し、10分放置。
※リキッドをディスペンサーで泡状にしています。

4. 低アルカリ高還元のパーマ剤『セシルクリーム』に『SP
プレミアム』を10％添加し、根元から毛先まで塗布。

1. 前処理として、ミストタイプのトリートメント『クオレミス
ト』をウエットの状態になるまで全頭に吹きつけ、毛先を軽
く握り、しっかりと浸透させる。

2. 前処理として、髪の中間から毛先にかけて髪の内部を
修復する泡タイプのトリートメント剤『クオレフォーム』を塗
布し、毛先をタッピング。ダメージから保護する。

3. 根元1センチほど空けた箇所に『マルチクリーム』を塗
布。根元から中間までコームでしっかり伸ばす。

7. 中間水洗し、ドライ後、根元からアイロンを入れる。ア
ールを描くようにアイロンスルーし、毛先を伸ばしすぎない
ようにする。

5. 1剤塗布後、15分放置して、軟化チェック。写真の程
度のカールが出たら良い。

6. 毛先に還元力のある『シールド』を塗布し、5分放置し
て中間水洗へ。

8. ワインディングを施す毛先 3センチ程度に高濃度
CMC処理剤『ミネラルハニー』を塗布する。

10. ロッドアウト後、髪を艶やかに見せるため、シャンプー
台で塩基性ヘアカラー剤『レプレカラー』のバイオレット
を全頭にかぶせる。

オレンジ：13ミリ

Rod On

Wash Out

ゴワゴワ&ウネウネの強力縮毛も
クセを生かしつつ質感をチェンジ!

技術解説：上原健一［R oug y］

Process

複合還元でダメージを修復しながらクセ毛をコントロール

乾燥毛でハイダメージ毛。そしてなんとい
ってもかなり強いクセ毛で特に中間部分
はコイル状にうねるクセがありました。扱
いやすくはしたいけど、イメージをあまり大
きく変えたくないと言う本人の希望があっ
たので、複数のパーマ剤を塗り分けて複
合還元し、根元はストレート、中間から毛
先にはカールを加えて柔らかな質感のパ
ーマスタイルに仕上げました。（上原）

■ 太さ：細い
■ 髪質：軟らかい
■ 毛量：多い

■ クセ：全体的に強いクセがある
■ ダメージ：ハイダメージ

BeforeAfter

クセを残しつつ
扱いやすい
髪型にしたい!

■お問い合わせ先：株式会社ボヤージュコスメティックス　Tel.03-6321-2543　voyagecosmetics.co.jp

うえはら・けんいち/1971年生まれ。鹿児島
県出身。山野美容専門学校卒業後、2011

年に独立し、東京・青山に『Rougy』をオー
プン。


