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株式会社CUTICULA（クチクラ）
〒458-0821  名古屋市緑区鳴海町尾崎山43-698  TEL.052-627-0025  FAX.052-627-0059

ラミダスシステム   &ハイドロフォビック®

R A M I D A S U - S Y S T E M®

H Y D R O P H O B I C  C U R L



１液（S-１、S-2）　pH 9.0
カール成分／チオグリコール酸、シ
ステイン、システアミン
アルカリ成分／アルギニン（80%）、
アンモニア
アルカリ度／4.25
カール力／3.6
400mL   ¥1,800

１液（S-１）　pH 7.6
カール成分／チオグリコール酸、シ
ステイン、アセチルシステイン
アルカリ成分／フリー
アルカリ度／0.05
カール力／2.6
400mL   ¥1,200

１液（S-１）　pH 9.0
カール成分／サルファイト、チオグリ
コール酸
アルカリ成分／アンモニア、モノエタ
ノールアミン
アルカリ度／0.4
カール力／0.4
400mL   ¥1,200

１液（S-１、S-2）　pH 9.0
カール成分／システアミン、チオグリ
コール酸
アルカリ成分／アルギニン（80％）、
アンモニア（20％）
アルカリ度／4.85
カール力／4.66
500mL   ¥2,000

１液（S-１、S-2）　pH 9.0
カール成分／システイン、システアミン
アルカリ成分／アンモニア、モノエタ
ノールアミン
アルカリ度／3.8
カール力／3.1
400mL   ¥1,300

１液（S-2）　pH 9.0
カール成分／システアミン
アルカリ成分／アルギニン（50%）、
アンモニア
アルカリ度／3
カール力／2.6
400mL   ¥1,300

１液（S-2）　pH 8.5
カール成分／システアミン
アルカリ成分／アルギニン（100%）
アルカリ度／3.5
カール力／2.6
400mL   ¥1,800

１液（S-2）　pH 6.8
カール成分／システアミン
アルカリ成分／アルギニン、アンモ
ニア
アルカリ度／0.23
カール力／1.3
400mL   ¥1,700

※1  ジラウロイルグルタミン酸リシンNa：毛
髪補修成分　
※2  γードコサラクトン：毛髪補修成分
※3  １８－MEA由来の保湿成分
※4  なめらか成分
※5  マカデミア種子油、ブドウ種子油、アル
ガニアスピノサ核油、ヒマワリ種子油、メド
ウフォーム油、コメ胚芽油、ヘーゼルナッツ
油、シア脂油、アボカド油、ホホバ種子油、ツ
バキ種子油、アーモンド油、月見草油、カニ
ナバラ果実油:保湿成分
※6  保湿成分
※7  カルボキシメチルシステインリシン、加水
分解ケラチン（羊毛）：毛髪補修成分
※8  ストレート成分
※9  ストレート成分
※10  定着成分
※11  毛髪補修成分
※12  （ラネスー40マレイン酸Na／スチレン
スルホン酸）コポリマー：なめらかツヤ成分

１液（S-2）　pH 6.8
カール成分／システアミン
アルカリ成分／フリー
アルカリ度／0.1
カール力／1.3
400g   ¥1,800

２液（臭素酸塩）
1,000mL   ¥2,200

２剤（過酸化水素）
960g   ¥2,000

キューティクルカール剤 コールド用 ホット系用
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※表示価格は全て税抜



ケミカリング  ボンド  ウォーター（化学的結合水®） = C／B シリーズ

処理剤・毛髪補修剤等

内容成分／ペリセア®、エルカラクト
ン
効果／キューティクルの浮きを抑
え、毛髪強度、保水力、弾力、質感
をアップし、熱を加えることでうね
り、絡まりを持続的に抑える
200mL   ¥2,500
500mL   ¥4,300（レフィル）

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）

内容成分／γ（ガンマ）-ドコサラクト
ン、メドウフォーム－δ－ラクトン、ピ
トステロール
効果／各成分をリッチに配合した疎
水性コンディショナーで、まとまり感
が向上し、軽くて柔らかな手触りに
600g   ¥4,200
1,000g　¥5,800（レフィル）

主な成分／レブリン酸（10倍希釈用）
効果／水素結合をサポートすること
で、パーマやカラーの持ちや手触りを
良くする、キューティクル定着剤
1000mL　¥2,500
5000mL　¥10,500

内容成分／アルガンオイル、シア脂
油、マカデミア種子油、ホホバ油、ア
ボガド油等14種類      のオイル
効果／髪の収まり、絡まり、艶感
アップ、なめらかな手触りに
100mL  ¥2,450（お客様価格¥3,500）

ハイドロフォビック
クリアメイクピース１

ハイドロフォビック
クリアメイクピース２

ハイドロフォビック
クリアメイクピース３

ハイドロフォビック
アミノアシッド

1本の髪の毛のねじれ現象を測り、
パーマやカールがかかるか、かから
ないかの判断から、最適なパーマ、
カールの選定・仕上がりイメージま
でを診断
¥32,000

毛髪診断キット

ハイドロフォビック
クリアメイクピース４

※2※1

※6

※5

※3

内容成分／ペリセア®
効果／キューティクルの浮きを抑え、
毛髪強度、保水力、弾力、質感をアッ
プする修復剤
300mL  ¥3,360（お客様価格¥4,800）
レフィル 1000mL   ¥10,000

内容成分／クオタニウム３３
効果／髪を疎水性に導き、艶や滑ら
かさをアップする保湿剤
300mL  ¥3,360（お客様価格¥4,800）
レフィル 1000mL   ¥10,000

ハイドロフォビック
クリアメイクピース５
ＫＩＷＡＭＩー１

ハイドロフォビック
クリアメイクピース５　
ＫＩＷＡＭＩー２

（特許番号5028540号）

1液（S-１、S-2）　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
効果／髪が一番安定している等電点
で施術をするため、ダメージが少な
く、膨潤・軟化もしないため、失敗も
少ない
400g　¥3,600

ハイドロフォビック
クリアメイク　ＫＩＷＡＭＩー３

Ｃ／Ｂ　ＬＡα

特許出願中

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　¥2,300

ハイドロフォビック
クリアメイク　ＫＩＷＡＭＩー３

Ｃ／Ｂ　ＬＡα２

特許出願中

カラー専用　pH 4.5
主要な成分／マレイン酸、 レブリ
ン酸、コポリマー
効果／キューティクル層・コルテック
ス層に働きかけ、カラーの施術をし
ながら、髪のタンパク質を整え補修
し、カラーの持ちをよくする
500mL   ¥5,000

ハイドロフォビック
クリアメイクピース5

ＫＩＷＡＭＩー３　Ｃ／Ｂ　Ｍｃ

特許出願中

カール、パーマ専用　pH 4.5
主要な成分／マレイン酸、レブリン
酸、活性ケラチン
効果／キューティクル層・コルテック
ス層に働きかけ、カールやパーマの
施術をしながら、髪のタンパク質を
整え補修し、カールやパーマの持ち
をよくする
500mL   ¥5,000

ハイドロフォビック
クリアメイクピース5

ＫＩＷＡＭＩー３　Ｃ／Ｂ　ＭＪ

特許出願中

等電点ストレート® 等電点ブースター®

※8 ※9 ※10 ※12

※11

※表示価格は全て税抜

※表示価格は全て税抜



※

ハイドロフォビック   クリアメイク　
KIWAMI－3　C／B　S
ケミカリングボンドウォーター®
シャンプー
200mL   ¥3,150 （お客様価格¥4,500）
レフィル 500mL   ¥5,950円 （お客様価格¥8,500）

ハイドロフォビック   クリアメイク
KIWAMI－3　C／B　W
ケミカリングボンドウォーター® 
ウォーターベール 
［洗い流さないトリートメント］　
200mL   ¥2,450 （お客様価格¥3,500）

シャンプー＆ウォーターベール 

１）ラウロイルメチルアラニンNa・ラウロイルアスパラギン酸Na　２）ラウラミドプロピルヒドロキシスルタイン　３）スルホコハク酸ラウレス２Na　４）ココイル加水分解コラーゲン　５）水溶性プロテオグ

リカン　６）ポリクオタニウムー５１　７）フムスエキス　８）ヒト遺伝子組替オリゴペプチドー１　９）ヒト遺伝子組替ポリペプチドー３　10）ヒト遺伝子組替ポリペプチドー１１　11）加水分解アナツバメ巣

エキス　12）ピロリジニルジアミノピリミジンオキシド　13）マヨナラ葉エキス　14）ミツイシコンブエキス　15）ヒト脂肪細胞順化培養液エキス　16）オランダガラシ葉／茎エキス　17）ジラウロイルグルタ

ミン酸リシンNa　18）加水分解ケラチン（羊毛）

pH4.45

酸熱用レブリン酸

LAβ

T M K G

エルエーベータ

ハイドロフォビック クリアメイク
KIWAMIー3  C／B   LAβ

※特許出願中

［ヘアトリートメント］

※1 レブリン酸（補修） 
※2 カルボ キシメチルシステインリシン（補修） 
※3 加水分解ケラチン（補修）

主な成分／レブリン酸、APP、プロテキュート
※1 ※2 ※3 

1,000g   ¥8,000

ケミカリング  ボンド  ウォーター（化学的結合水®） = C／B シリーズ

毛髪にあるシステインとプ
レックス成分が作用し、毛髪
タンパクを補修します。

分子量：306
補修成分：ジマレイン酸プロ
ピレンジアンモニウムT
50mL　¥4,100

ケミカリング
ボンドウォーター  T  

反応型酸熱トリートメント
※表示価格は全て税抜

あなた好みに
カスタマイズ可能な
酸熱トリートメント、
６月１日新発売！！

内部補修
エラプレックス

細胞を守る成分に似たポリ
マーで、ヒアルロン酸の２倍
の保湿性で細胞を守るよう
に、毛髪をダメージや乾燥か
ら守ります。

保湿成分：ポリクオタニウ
ムー５1
50mL　¥4,800

配合成分／アミノ酸系1）・ベタイン系2）・スルホコハク酸
系3）・ＰＰＴ系4）・プロテオグリカン5）・リピジュア ®6）・ 
コメ発酵液・フルボ酸エキス7）・ESPトリプル成分（EGF 
8）＆FGF9）＆KGF10）×シアル酸11）×プラセンタエキ
ス）・ビディオキシジル12）・コシロノセンダングサエキス・
ビワ葉エキス・マジョラムエキス13）・キャピシル®（アカツ
メクサ花エキス・アセチルテトラペプチドー３）・国産昆布
エキス14）・幹細胞培養液15）・バージョンアップ ®16）・ペ
リセア® 17）・レブリン酸・高分子ケラチン18）　 

保湿成分／ベタイン、植物エキス　
補修成分／マレイン酸 、レブリン酸

※オトギリソウ花／葉／茎エキス、カミツレ花エキス、フ
ユボダイジュエキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマ
ギク花エキス、ローマカミツレ花エキス

ケミカリング
ボンドウォーター  M

保湿
リピジュア

高分子活性ケラチンが立体
的にダメージホールに吸着、
毛髪内にあるシステインによ
り、高分子活性ケラチンのＳ-
Ｓ結合が活性化して毛髪タ
ンパクを補修します。

分子量：25,000～45,000
補修成分：加水分解ケラチン
50mL　¥3,500

ケミカリング
ボンドウォーター  K

表面補修
高分子活性型ケラチン

エルカラクトンは、熱の力を
使って髪に密着させ、うねり
や髪の絡まり、まとまり、ハリ
コシなどを改善します。

補修成分：γ-ドコサラクトン
50mL　¥3,500

ケミカリング
ボンドウォーター  G

疎水
エルカラクトン


