指通りで感じる質感 。
ディーセス ノイ ドゥーエ

カラーヘアデザインをもっと楽しみたくなる髪へ 。

心ときめく質感を手に入れるために、あなたは何をしますか？
ホ ー ム ヘ ア ケ ア の 答 え が 、こ こ に あ り ま す 。

dreaming

見ても、触っても、その髪はやわらかい。
美しい髪の表現を創り守るホームケア提案が、

ヘアデザインの一環としてお客さまから求められています。

毛先の先までの美しさにこだわって、サロンクオリティの質感をご自宅でも。
お客さまとヘアデザイナーの間に、ノイ ドゥーエ。

「いつもキレイでいたい 「いつもキレイを楽しんでほしい
」
」
２つの想いが１つになります。

指通りで感じる質感 。
ディーセス ノイ ドゥーエ

わたしを 物 語る質 感 。
色合い、フォルムだけでなく、毛先の先の手触りまでこだわりたい。だから、ノイ ドゥーエする。

シルクのように
さらりなめらかな手触り
軽やかにゆれる美しさ

あふれるような
みずみずしさと躍動感
弾むようなしなやかさ

ゆたかにうるおって
艶めくベルベットの手触り
やわらかなまとまり

毎日続ける質感デザインケア。

ヘアニュートリエントを使うことで、

毛髪の内部空洞を保湿しながら補修。表面では、うるおいのヴェールをつくります。
内部と表面から保湿して、毛先まで均一にうるおわせ、やわらかな髪にします。

アミノレセプター
（シャンプー共通配合）

分子量が小さく、毛髪となじみや
すいので、内部空洞へすみやかに
浸透。
マイナスイオンを持つ。
★1 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa

★1

×

−

※イメージ図

〈保湿成分〉

リピジュア®

★2

（ヘアトリートメント、ヘアニュートリエント共通配合）

＋
※イメージ図

★2 ポリクオタニウム−61

ドライ後は
表面の粒子が皮膜を形成

水

※イメージ図

補修

うるおい
補給

シャンプー使用時

※イメージ図

ヘアトリートメント
ヘアニュートリエント使用時

保湿

水分を抱えたリピジュア®が
毛髪内部・表面でアミノレセプターとイオン結合

アミノレセプターが
内部空洞や表面に吸着

シルキーリュクス

〈スペシャルケア〉
シャンプー ＆ ヘアニュートリエント

キューティクルを整え、毛髪を保護する
スムースシルク成分★3 配合
【シャンプー】
ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解シルク
【ヘアトリートメント】加水分解シルク
★3
【ヘアニュートリエント】イソステアロイル加水分解シルク

ディーセス ノイ ドゥーエ プロセス

毛髪となじみのよい成分で、プラスイオンを持つ。水分を
抱えながら、毛髪の内部と表面でアミノレセプターとイオ
ン結合しやすい。

ウェット時は
微粒子状

さらさら かろやか

〈デイリーケア〉
シャンプー ＆ ヘアトリートメント

※スペシャルケアは、週１回を目安に、
髪の状態と求める質感に応じて
デザイナーがアドバイスを行ないます。

より表情ゆたかに髪をデザインする
「３つの質感ライン」
各ラインそれぞれに質感ケア成分配合。

質感がさらに高まります。

内部と表面から保湿する「アクアアミノFIX効果」
〈毛髪補修成分〉

﹁ デイ リーケア ＆ スペシャルケア﹂で ︑求 め る 質 感へ︒

毛先の先まで均一に︑うるおってやわらかな髪に︒

３アイテムをデイリーとスペシャルで使い分けて、

ディーセスシリーズがこだわり続ける、毛先の先までの美しさに、
うるおいによる均一なやわらかさが加わって、
よりゆたかで自由な質感デザインが生まれます。

スペシャルケア

予洗い 約1分

予洗い 約1分

シャンプー 毛先まで泡をいきわたらせます

シャンプー 毛先まで泡をいきわたらせます

すすぎ 地肌を中心にしっかりと

すすぎ 地肌を中心にしっかりと

ヘアトリートメント塗布

ヘアニュートリエント塗布

もみ込み 約30秒

もみ込み 約30秒

すすぎ 地肌を中心に ていねいに

すすぎ 地肌を中心に ていねいに

ドライ 根元、中間、毛先の順に

ドライ 根元、中間、毛先の順に

毛先を中心に

※イメージ図

大人の上品さと可愛らしさ、フルーティブーケの香り
お手入れプロセスごとに、トップからミドル、ラストノートまで、
刻々と変わる香りをお楽しみいただけます。
シャンプー

ヘアトリートメント

へアニュートリエント

TOP

アップル・オレンジ・カシス・
グレープフルーツ・レモン・ライム

アップル・ペア・オレンジ・
カシス・レモン・ライム

レモン・マンゴー・カシス

MIDDLE

ローズ・ジャスミン・スズラン

ジャスミン・ローズ・スズラン

アップル・ピーチ・ローズ・
ジャスミン・カーネーション

LAST

ホワイトムスク・サンダルウッド

ホワイトムスク・サンダルウッド

ホワイトムスク・サンダルウッド
バニラ

シャンプー

ヘアトリートメント

ヘアニュートリエント

シャンプー

200mL 1,600円
（税抜）

ヘアトリートメント

200g 2,400円
（税抜）

ヘアニュートリエント
150g 3,000円
（税抜）

毛先にていねいに

放 置 約3分

使用量の目安

ドライ後

毛髪表面のリピジュア®が
うるおいのヴェールをつくる

デイリーケア

ショート

ミディアム

ロング

約3mL（1プッシュ） 約6mL（2プッシュ） 約9mL（3プッシュ）

約 3 g（1プッシュ） 約 6 g（2プッシュ） 約 9 g（3プッシュ）
約3g

約6g

約9g

※毛量や髪質によって使用量を調整してください。

しなやか うるおい
ウィローリュクス
コルテックスに水分導入し、保湿する
オーシャンコラーゲン成分★4 配合
【シャンプー】
水溶性コラーゲン
【ヘアトリートメント】加水分解コラーゲン
【ヘアニュートリエント】イソステアロイル加水分解コラーゲンAMPD

シャンプー

200mL 1,600円
（税抜）

ヘアトリートメント

200g 2,400円
（税抜）

★4

ヘアニュートリエント
150g 3,000円
（税抜）

しっとり やわらか
ヴェロアリュクス
CMCを補修し、うるおいを保つ
CMCサプリ成分★5配合
【シャンプー】
水添レシチン
★5
【ヘアトリートメント】
ラウロイルグルタミン酸ジ（コレステリル/オクチルドデシル）
【ヘアニュートリエント】ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル/オクチルドデシル）

お店
ケア ＆
おうち
ケア

カラーヘアデザインをもっと楽しみたくなるヘアケアブランド・ディーセスで、
毛先の先まで髪キレイ！
シャンプー

お店 髪の状態に合わせて素材ケア
では…「ディーセスリンケージ ミュー」

「からまりやすい細い髪に」ノーマルコース

「パサつきやすい普通毛に」プ ラ スコース
「広がりやすい硬毛・多毛・くせ毛に」エックスコース

おうち 仕上りのお好みに合わせて質感ケア
では…「ディーセス ノイ ドゥーエ」

誰もが
あこがれる
上質素材へ

それぞれに
異なる
質感表現へ

（S i l k yLuxe）
「さらさら かろやか」シルキーライン

200mL 1,600円
（税抜）

ディーセス ノイ ドゥーエ サイズラインナップ
シャンプー

ヘアトリートメント

ヘアニュートリエント

（WillowLuxe）
「しなやか うるおい」ウィローライン
（VelourLuxe）
「しっとり やわらか」ヴェロアライン

※サロンケアコースとホームケアラインの組み合わせは、髪質と求めるデザイン効果によって、デザイナーとお客さまが話し合って選択してください。

200mL 500mL 400mL
パック

1L
パック

2.5L 業務専用ポンプ付き
パック
ボトル（詰替用）

200g

500g

400g
パック

1kg
パック

2.5kg
パック

業務専用ポンプ付き
ボトル（詰替用）

150g

ヘアトリートメント

200g 2,400円
（税抜）

ヘアニュートリエント
150g 3,000円
（税抜）

サロンでも、ご自宅でも…。
美しいカラーヘアデザインのための髪創りをサポートします。
カラー、フォルム、質感… 手触りまで、トータルな美しさをお客さまへ。
ミルボンは、毛先の先までの美しさにこだわるヘアケアの推 進を通して、
ヘアデザイナーの皆さまをサポートいたします。

カラーヘアデザインをもっと楽しみたくなる髪 へ 。

Home Care
指 通りで感じる質 感 。

ディーセス ノイ ドゥーエ

S a l o n Tr e a t m e n t
毛 先まで つながる素 材の 質の高まり。

ディーセス リンケージ ミュー
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