
journey of fragrance,
impressions turn into
beautiful memories

Heavens Bird

Frozen Moon

Island Flower

Mysterious Wind

月～金 AM9：00～PM5：00（祝祭日は除く）

■「ヘアシーズンズ アロマシロップス」は美容師によるカウンセ
リングを通じて、お客様に提供するプロフェッショナル商品です

。

‘13.12 OG



※加水分解テキラリュウゼツ茎エキス（保湿成分）

ニューカレド
ニア

フィンラ
ンド

イスタンブー
ル

マチュピ
チュ

高い保湿力を持ち、たっぷりのミネラルを含んだテオシロップ※を配合した
ヘアケアシリーズ「ヘアシーズンズ アロマシロップス」。
髪や頭皮にうるおいを与え、健やかな美髪へと導きます。
また、数千種類の香料素材の中から厳選した４つの香りで、

まるで世界中を旅しているようなバスタイムを、あなたにお届けします。

濃密シロップと多彩な香りが贈る、
旅するヘアケアシリーズ
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ニューカレ
ドニア

スチラックス

南の島の楽園、
ニューカレドニアをイメージし、
バニラに似た甘い香りの
スチラックスを加えた、
幸福感のある
フローラルブーケの香り

アイランドフラワー

こんな方に…

・休日をよりエンジョイしたいあなたに
・幸せな気分に包まれたいあなたに

あでやかに花々が咲き誇る白い砂浜に裸足
で降り立ち、青いラグーンを臨む。“天国に一
番近い島”。人々は昔からニューカレドニアを
こう呼んだ。太陽の下、身も心も期待感と幸
福感に満ちあふれたら、そう、これぞまさに
楽園。

オレンジ

マチ
ュピ
チュ

ヘヴンズバード

天空都市、
マチュピチュをイメージし、
フレッシュでジューシーな
オレンジの香りを加えた、
優雅なアロマティック
フローラルウッディの香り

こんな方に…

・ラグジュアリー感を求めるあなたに
・優雅な気分に包まれたいあなたに

“マチュピチュ”。その気
品ある響きに魅せられ

て訪れる人も多いという
。かつてインカ帝国に

栄えた天空の都市は、今
もなお、謎のヴェールに

包まれたまま。時空を超
え、はるか彼方に想い

を巡らせて、神秘とロマ
ンを優雅に味わう旅に

出かけよう。

※写真・イラストはすべてイメージです。
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※写真・イラストはすべてイメージです。

フィンラ
ンド

フィンランドの森を歩く。妖精たちのささやきに耳を澄ませながら、深く聖なる森を。ふと空を見上げると木々の間に浮かんでいるのは、静かに冴えわたる北限の月。くつろぎながらオーロラを待ちわびる時間は、日常から解き放たれた穏やかなひととき。

こんな方に…

・もやもやした気分を和らげたいあなたに
・穏やかな気分に包まれたいあなたに

清々しく幻想的な
フィンランドをイメージし、
落ち着きのある
ジュニパーベリーを加えた、
穏やかな
シトラスフローラルムスクの香り

フローズンムーン

部屋の窓を大きく開け放つと、目に映るのは碧い空と凛と
佇むトルコブルーのモスク。ここは東と西の文化がモザイ
クのように交じりあう神秘的な街、イスタンブール。異国情
緒あふれる風に気分は高まり、異邦人の旅は、いま始まる。

こんな方に…

・気持ちを高めたいあなたに
・活動的な気分に包まれたいあなたに

ミステリアスウィンド

神秘的な
イスタンブールをイメージし、
爽やかですっきりとした
ユーカリを加えた、
透明感のある
ハーバルフローラルの香り

イスタ
ンブー

ル

ジュニパーベリー
ユーカリ



※写真・イラストはすべてイメージです。

フィンラ
ンド

フィンランドの森を歩く。妖精たちのささやきに耳を澄ませながら、深く聖なる森を。ふと空を見上げると木々の間に浮かんでいるのは、静かに冴えわたる北限の月。くつろぎながらオーロラを待ちわびる時間は、日常から解き放たれた穏やかなひととき。

こんな方に…

・もやもやした気分を和らげたいあなたに
・穏やかな気分に包まれたいあなたに

清々しく幻想的な
フィンランドをイメージし、
落ち着きのある
ジュニパーベリーを加えた、
穏やかな
シトラスフローラルムスクの香り

フローズンムーン

部屋の窓を大きく開け放つと、目に映るのは碧い空と凛と
佇むトルコブルーのモスク。ここは東と西の文化がモザイ
クのように交じりあう神秘的な街、イスタンブール。異国情
緒あふれる風に気分は高まり、異邦人の旅は、いま始まる。

こんな方に…

・気持ちを高めたいあなたに
・活動的な気分に包まれたいあなたに

ミステリアスウィンド

神秘的な
イスタンブールをイメージし、
爽やかですっきりとした
ユーカリを加えた、
透明感のある
ハーバルフローラルの香り

イスタ
ンブー

ル

ジュニパーベリー
ユーカリ



シロップのように美しいうるおいを、髪や頭皮に。

植物の生命力「テオシロップ※」

＜その他共通成分＞

●加水分解卵殻膜（毛髪保護成分） ●リンゴ酸（ｐＨコントロール成分）

卵の殻の内側にある薄皮（ケラチンタンパ
クの膜）を加水分解して得られた成分で、
保護力にすぐれています。

果物に含まれている酸です。他の酸に比
べ、すぐれたpHコントロール効果があり、
毛髪を弱酸性に戻します。

※加水分解テキラリュウゼツ茎エキス（保湿成分）
※テオシロップは、USDAオーガニック認定を受けています。
　（USDAとは、アメリカ農務省による、オーガニック認定全米基準のことです）

1

2

3

※加水分解テキラリュウゼツ茎エキス
（保湿成分）

「テオシロップ」は、メキシコを中心とした乾燥地域で
育つ「竜舌蘭」から採れる成分。メキシコ先住民に
よって食用・醸造用として使われており、テオメトル
（＝神の植物）とも呼ばれ珍重されてきました。
乾燥地域を生き抜く生命力を秘めた、琥珀色の
シロップです。ヘアシーズンズアロマシロップスは、
このテオシロップを全アイテムに配合しました。

高い保湿力と、たっぷりのミネラル
テオシロップには、空気中の水分を集め、留める効果のある糖類
（イヌリン・フルクトース・グルコース）が豊富に含まれており、高い保湿力を持っています。
また、ミネラル成分やビタミン類も含んでおり、髪の内側からも、
うるおいのある状態に導き、美しいツヤを表現します。

濃密でしっかりした泡立ち、泡もち
糖類を多く含むテオシロップをシャンプーに配合することで、
濃密で細かく、もっちりとした泡立ちに。
泡もちもしっかりしており、シャンプー時の摩擦から髪を守り、
さらに髪と頭皮の汚れをしっかり落としながら、キレイに洗いあげます。

テオシロップ配合のシャンプーが髪と頭皮の汚れを落とし、
ヘアトリートメント・マスクでしっかり保湿。根元はふんわり、中間から毛先はまとまる、
なめらかでシルクタッチな指通りを実現します。

シルクタッチな指通り

※イラストはイメージです。

角質層

毛髪

頭皮

「ヘアシーズンズ アロマシロップス」は、保湿力の高い「テオシロップ※」に
注目したヘアケアシリーズです。

※写真はイメージです。

リュウゼツラン

： テオシロップ※

： 水分
： 加水分解卵殻膜
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Line Up

MASK

HAIR
TREATMENT

SHAMPOO

ヘアシーズンズ アロマシロップス ラインナップ

豊潤な泡で、うるおいのある洗いあがり
なめらかな洗い心地で、うるおいに満ちた
健康的な髪と地肌のベースをつくります。

＜特徴成分＞
高密着アミノ酸誘導体※1（コンディショニング成分）
※1 ココイルアルギニンエチルＰＣＡ

シリコーン・
合成着色料
フリー

高い水分保持力で、うるおいのあるしなやかな髪に
髪内部の水分保持量を高め、
うるおいのある、しなやかな髪に仕上げます。

＜特徴成分＞
高浸透アミノ酸誘導体※2（保湿成分）

※2 ジラウロイルグルタミン酸リシンＮａ

※2 ジラウロイルグルタミン酸リシンＮａ

合成着色料
フリー

集中リペア効果で、みずみずしくまとまる毛先に
髪内部のダメージを補修して、
毛先までうるおいを与え、やわらかくまとまる髪に仕上げます。

＜特徴成分＞
・高浸透アミノ酸誘導体※2（保湿成分）
・18-MEA誘導体※3（毛髪補修成分）

※3 イソアルキル（Ｃ10-40）アミドプロピルエチルジモニウムエトサルフェート

合成着色料
フリー

シャンプー
250mL ￥1,600
550mL ￥3,200
450mL（詰替） ￥2,200
2,000mL（業務用）

ヘアトリートメント
240g ￥2,600
550g ￥4,800
450g（詰替）￥3,400
2,000g（業務用）

マスク
240g ￥2,800

ミステリアスウィンドアイランドフラワー フローズンムーン

※価格はすべて税抜です。

ヘヴンズバード

○マスクは、毎日ご使用いただけますが、補修効果が高いため、週に１～２回のご使用をおすすめします。
　さらにしっとり落ち着かせたい場合は、5分ほどおくと、より効果的です。

○マスクは、テオシロップ※4 をヘアトリートメントより多く配合し、さらに18-MEA誘導体を配合。
　これにより、ヘアトリートメントよりも高い補修効果があります。

※4 加水分解テキラリュウゼツ茎エキス（保湿成分）
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