
［等電点ストレート］

ハイドロフォビック　クリアメイク　
ＫＩＷＡＭＩー３　Ｃ／Ｂ　ＬＡ 
レブリン酸・活性ケラチン
ヘアトリートメント　pH4.2
500g／¥6,800（税別）　特許出願中

LA LAα

LA・ LAα

LAα2
ハイドロフォビック　クリアメイク　
ＫＩＷＡＭＩー３　Ｃ／Ｂ　ＬＡα  
等電点ストレート1液　pH 4.6
レブリン酸、チオ乳酸、 システアミン、活性ケラチン
400g　¥3,600（税別） 特許出願中

ハイドロフォビック　クリアメイク　
ＫＩＷＡＭＩー３　Ｃ／Ｂ　ＬＡα２
等電点ストレートの専用2液
主要な成分／中性バッファーブロム酸 
1000g　¥2,000（税別） 特許出願中

HIPS Formula（等電点処方）®
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塗布中は還元が始まらず、加温によって還元がスタートします。

アルカリ不使用なので、軟化がありません。

髪が一番安定している状態で、ストレートにする処方です。

等電点ストレート
等電点ストレートとは？

髪の等電点  pH 4.5 ～5.5

＝

失敗が少ない

＝

ダメージが少ない

＝

＝

安心・安全な技術を提供するための

アルカリ酸
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ストレート

チオ乳酸・システアミン
中性バッファーブロム酸

HIPS Formula（等電点処方　）  だから伸びる 等電点でストレート施術を行うというこ
とは、髪が健康で、一番安定した状態
で施術を行うということです。髪がプラ
スでもマイナスでもないので、レブリン
酸やストレート成分が、イオン吸着する
ことなく髪の内部まで入って、酸熱の
作用と弱いストレートの作用のダブル
作用でクセ毛をストレートにします。

®

等電点でも伸びるのはなぜ？
Hair Isoelectric Point Straight

HIP
S
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ula

等電
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ダメージレスな状態で
ストレートにできるただ1つのpH！！

塗布中、膨潤・還元は進まないので
ビビる心配が少ない！！

軟化しないため、根元が潰れず
エイジング毛に適している！！



“これまで一度も、きちんと伸ばせたことがありません”

TEL：052-627-0025   http://www.cuticula.net
株式会社CUTICULA（クチクラ）レブリン酸のパイオニアメーカー

プロダクツ＆
技術動画はこちら

Before After

施術の流れ
スタイリング剤や皮脂の汚れなどをしっかり
洗い落とします。

『LAα』（A）を1～２cmスライスで根元に塗
布した後、中間から毛先までいっきに塗布。

ホットキャップまたは、スチーマー（45～
50℃）で、20～30分加温します。

シャンプー後、『ピース3』（B）を髪全体にな
じませてすすぎます。

『ピース2』（C）を髪全体につけて、テンショ
ンをかるくかけてブロー。

190℃をキープしてアイロンスルー。

専用の2液『LAα2』（D）を塗布します。

※ 通常のブロム酸は髪の等電点領域では働きにくいため、
等電点ストレート専用の「中性バッファーブロム酸」をお使い下さい。

15～20分、自然放置。

水洗後、『ピース3』（B）を髪全体になじま
せて、かるくすすぎます。

履　歴／2ヶ月前と4ヶ月前に縮毛矯正
　　　   をしたが、失敗
毛　量／ふつう
太　さ／やや細め
白髪率／全体に10％程度
　　　  トップ～生え際は20％～

CASE STUDY

A
ハイドロフォビック　クリアメイク　
ＫＩＷＡＭＩー３　Ｃ／Ｂ　ＬＡα  
 等電点ストレート1液　pH 4.6
主要な成分／レブリン酸、チオ乳酸、
システアミン、 活性ケラチン
400g　¥3,600

B
ハイドロフォビック　クリアメイク
ピース３
内容成分／ペリセア®、シクロペンタシロキサン
効果／まとまり感の向上、軽くて柔らかな手
触りにする
600g   ¥3,200
1,000g　¥4,300（レフィル）

C
ハイドロフォビック　クリアメイク
ピース２
内容成分／エルカラクトン、クオタニウム３３
効果／熱を加えることでうねり、絡まりを持
続的に抑え、柔軟性と滑らかな感触を与える
200mL   ¥2,500
500mL   ¥4,300（レフィル）

D
ハイドロフォビック　クリアメイク　
ＫＩＷＡＭＩー３　Ｃ／Ｂ　ＬＡα２
等電点ストレート専用2液
主要な成分／中性バッファーブロム酸 
1000g　¥2,000

塗布順と薬剤

特許出願中

特許出願中

※1 ※2

※3 ※4

※1  ジラウロイルグルタミン酸リシン Na：毛髪補修成分　
※2  なめらか成分　※3  γードコサラクトン：毛髪補修成分
※4 １８－MEA由来の保湿成分

シャンプー

１液塗布

加温

ツインブラシ

アイロン

２液塗布

自然放置

水洗

バブリングシャンプー

① 根元
LAα（A）

② 中間～毛先
LAα（A）



〒458-0821  名古屋市緑区鳴海町尾崎山43-698  TEL.052-627-0025  FAX.052-627-0059

最新テクノロジー＆ハイパワーシステムで、プレートの温度を一定に保つ、ストレートアイロン！！

SM4-R /SM3-R　¥21,000（税別）

セラミックストレートアイロン

SM4-C /SM3-C
ピュアセラミックTMプレート　¥33,600（税別）

ピュアセラミックストレートアイロン

酸熱トリートメントや縮毛矯正では、仕上がりや持続性に大きく影響するため、
アイロンの温度を一定に保つことが重要。FEEL CERAMICS のハイテクシステ
ムにより、世界最速のスピードで温度を回復させ、最高のパフォーマンスを発揮。

遠赤外線を大量に発生させて髪内部まで浸透し、髪の水分を振動させることに
より温度を上げるので、髪表面が過熱状態にならない。そのため、髪に必要
な水分を奪わずアイロン熱による色素破壊を最小限に抑えられる。

既処理部
ヘアカラー 無

新生部
ヘアカラー 無

クセ毛

新生部／ヘアカラー 無

クセ毛

新生部／ヘアカラー 有

クセ毛

既処理部
ヘアカラー 無

新生部
ヘアカラー 無

LAα

クセ毛 ビビリ毛

既処理部
ヘアカラー 有

新生部
ヘアカラー 有／無

ビビリ毛クセ毛

LAαLAα：LA = 1：1 LAα：ピース3 = 1：1

LAα LAα：ピース3 = 1：1

既処理部新生部

クセ毛

ストレート
ワンタッチ塗布

リタッチ塗り分け

ハイブリーチ毛 塗り分け

既処理部
ヘアカラー 有

新生部
ヘアカラー 有／無

LAα LA

クセ毛

LAα

LAα LA

LAα

等電点ストレート応用編

■温度が重要な技術におすすめ！ ■熱で色落ちしやすい寒色系カラー毛におすすめ！

株式会社CUTICULA （クチクラ）
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