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Corporate Philosophy

真摯で無垢な心
「真摯で純粋無垢な心を持ち、自分の人生を変えてくれた初心を忘れずに、周りの人だけでなく社会に対してもよい影響を及ぼせたらいいと

考えています」
O’right の創設者葛望平氏のブランドの初めの志と純粋な気持ちは、会社を設立してから現在に至るまで、社内に浸透しています。今もその
姿勢が変わることはありません。
企業は社会から利益を得て初めて経営が成り立ちます。私たちが商品やサービスを通じて皆様へ恩返しをするのは当然です。
また、外部から見たら小さなことでも、日々の積み重ねが必ず環境へ貢献できると信じています。 
二酸化炭素排出量ゼロが当面の私たちの目標です。「持続可能な社会を目指し、皆様と地球を内面から美しくすること」をミッション・ビジョン
に O’right は循環型社会の実現に寄与していきます。
当社は「ヘアケアブランド」ではありますが、皆様の髪のことだけでなく、「人々の生活」、「社会」 そして「地球環境」を念頭に、商品開発をして
います。 商品を通じて皆様の美だけでなく、日々の暮らしもよりよくしていけるよう努めていきます。

より美しい未来へ／ It’s O’right
2006 年 9 月に O’right はグリーンブランド志向へ発展することを確立してから、いいと思ったことを、最後までベストをやり遂げるようにし
ています。
O’right の「O」は理想的な美しい地球を表し、地球上の全てのものをリサイクルすることを意味しております。当社は「自然から学び、自然を
作る。地球上のものを等しく大切にする」をブランド使命として掲げており、私たちの世代だけでなく、未来の世代にとっても、より美しく
明るい暮らしを提供していきたいと思っています。

Chairman 董事長

Steven Ko 葛望平
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自然から学ぶグリーンスタイル
私たちは「持続可能な企業」を目標とし、製品をはじめ、さまざまなサービスのグリーン化を実現いたしました。当社の価値観でもある「グリーン
スタイル」、皆様と地球を内面から美しくする企画を皆様の生活へ浸透していけるように商品・サービスの提供を行っていきます。
美容業界では健康にやさしい商品の開発は進んでおりますが、グリーン理念を念頭に置いた商品開発はまだまだ成長の余地があると考えます。
私たちが「グリーンスタイル」を広めていくことで美容業界に革命をもたらし、環境に対する新しい価値観を築き上げていきます。

「あらゆるものをリサイクルする」精神を基に世界中の美容業界をリードできるような存在となれるよう、環境問題の解決 二酸化炭素排出ゼロ
の「グリーンライフスタイル」を広めていけるよう、日々努力を重ねていきます。
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Green Packaging

ツリーインザボトル
2 年間の研究開発を経て、包装容器初のレッド・ドットデザイン賞（ドイツ）を受賞しました。また、包装容器だけでなくシャンプーも “Best of 
the Best 2013”（アメリカ）の最高賞を受賞、その他には iF デザイン賞（ドイツ）、グッドデザイン賞（日本）を受賞し、国際四大デザイン賞の
うち、なんと 3 種もの賞を獲得しました。
次の年の 2014 年にはコーヒーかす原料のパッケージについても製品最高栄誉の優秀製品賞（台湾）を獲得しました。
地球環境に貢献したいと思う方全てに、当社の製品をお届けいたします。
使用後に庭にボトルを置くだけで、木を植えることができるのです！

100% 生物分解素材
廃棄した野菜・果物と植物から澱粉を採取して作ったもっとも天然のエコ素材です。最適な環境に、一年間埋めれば自然に堆肥と分解され、
大地を豊かにします。

100% 原生林の種
容器には植物の種も埋め込まれており、空エコボトルを土に埋めれば二酸化炭素と水に分解され、自然の環境で種が成長します。

100%リサイクル可能のペットボトル
「循環型社会」の実現は O’right が持続可能な企業となるために重要なマイルストーンになります。
2016 年に大豐科技社と共同で「100% 再生利用可能なペットボトルシャンプー」の開発に成功いたしました！
製品を使用するだけで、どなたでも簡単に自然環境の保全が可能になります。
こちらの 100% 再生利用可能なペットボトルの原料は食物から採取しており、さまざまなプロセスを経て、開発されました。
2018 年より、化粧品、生活消耗品などのさまざまなメーカーをリードし、環境貢献へ一歩大きく踏み出すことが出来ました。100% 再生利用
可能なペットボトルを使用したことで従来の製品に比べ約 80% もの炭素排出を抑えることができました。これらの実績は自国だけでなく化粧品
業界に「リサイクル可能なプラスチック」が開発できることを発信し、海洋保全への期待を高めるものとなりました。
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世界初、100% 再生可能包装
廃プラスチック問題は、今も重大な環境問題の一つとして取り上げられています。
しかし、わたしたちは日々の研究開発並びに、新たなイノベーションの機会と斬新な
アイディアを通じ、100% リサイクルプラスチックを使用するだけでなく、さらに世界
初再生可能なポンプの開発に成功しました。世界初、中身からパッケージまで完全な

「循環可能な製品」を初めて世に出しました。これらの製品を使用することで確実に
炭素を低減し、環境貢献にまた一歩近づいたのです。

美善とグリーンファッションを兼ねたモウソウチクシリーズ
モウソウチクはアジアの温暖湿潤地域に分布する竹の一種です。台湾産の竹でしなやかでいて強い性質を持っています。これらを蓋として使用
するにあたり、加工はカッティングなどの簡易的なものにとどめています。繊細な模様や独特な質感は、自然への敬意を表すために、そのまま
デザインとして活かしています。
これらの竹は、台湾国内では職人のみが加工可能な特別な素材となっており、初めて伝統的な技術とグリーンファッションデザインの融合に
新価値を作り出しました。
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Development of Green Products

環境に配慮した商品に向けた姿勢
O‘right は、お肌から環境までやさしい処方開発に徹底しています。
また、台湾原産の化学肥料不使用の農産物から抽出したエキスを
配合することにより、農業の発展にも助力してきました。さらに、
環境への負担を軽減するために、環境認証製品と環境にやさしい
素材を開発しています。

環境保護のための研究開発
人類・社会と地球にやさしいブランド
O‘right の理念、活動を知ることで、ただのヘアケアブランドでは
ないことにお気づきになるでしょう。
設立以来、日 、々製品の研究開発を行ってきました。常に皆様の健康
にやさしいだけでなく、持続的に環境貢献のできる製品の提供を
目指しています。その証拠としてヨーロッパ連盟よりも厳しい標準
規制を設けており、すべての製品を厳格に管理しております。
国際 TAF 認定の有機抽出実験室から実験評価をいただいており、
今後もすべてのプロセスを厳格に管理し、皆様によりよい製品を
提供することをお約束します。

Free
パラオキシ安息香酸エステル防腐剤フリー
硫酸エステル塩界面活性剤フリー
DEA 類増粘剤フリー
可塑剤フリー
合成着色料フリー
エチレンオキシドフリー
ホルムアルデヒドフリー
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Corporate Social Responsibility

グリーンエネルギーが希望に変わる
二酸化炭素排出ゼロに向け、わたしたちは、とどまることなく CO2 削減活動を行っています。
原材料選びをはじめとして、製品の研究開発、生産過程の見直しなど、環境貢献ができないか日々改善を重ねています。まさにその成果として
SGS 企業組織認証と多くの製品でカーボン・ニュートラル認証を獲得しました。
これからも炭素排出量ゼロを目指し、消灯活動、ビーチクリーン、植樹の三大グリーン活動に参加し、目標達成できるよう、努力を重ねていき
ます。

CSR活動

台湾 EEWH グリーン
建築黄金級認証

ダイヤモンド級
グリーンビルカーボン
フットプリント認証

Green Factory 

経済部グリーン
ファクトリー認証

ISO  9001

ISO 50001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 227 16

ISO 14064-1

ISO 14067

ISO 17025

ISO 14046

ISO 11930
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シンプルで純粋な美しい未来へ
地球と共に過ごしましょう

Hair Care



8

7

Shampoo
O’right シャンプー製品は、オーガニック認証機関による認定を取得した発泡成分を配合し、
お肌から環境まで配慮した製品です。

・オーガニック認証機関による認定を取得した発泡成分 *1

・環境にやさしい成分配合
・簡単に洗い流すことができるきめ細やかな泡
・敏感肌にも適応、低刺激性の成分配合

Treatment
O’rightトリートメント製品は、髪を自然に補修するための植物由来の保湿成分を使用してい
ます。毛髪に潤いを与えて静電気を防ぎ、くしどおりをよくすることで、なめらかで絡まない髪
へ仕上げます。

・天然成分配合
・静電気を抑える
・保湿
・栄養を与える
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Shampoo
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Treatment
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Recoffee Tea Tree Camellia Dandelion

カフェイン 
シャンプー
ダメージヘア、スキャルプケア

【オーライト　シャンプーCF】

ティーツリー
スキャルプ シャンプー
頭皮のフケ

【オーライト　シャンプーTT】 【オーライト　シャンプーCL】 【オーライト　シャンプーDL】 

カメリア
オイルコントロール 
シャンプー
オイリー頭皮

ダンデライオン
センシティブ シャンプー
敏感な頭皮用

台湾原生のコーヒーを独自の超音
波技術により抽出したカフェインエ
キスは、髪と頭皮に潤いを与え、フ
ケを抑えます。

爽快な香りのティーツリーオイルが
頭皮をキレイに清浄し、フケやかゆ
みを抑え、生き生きとした健康的な
髪へ導きます。環境にやさしいオー
ガニック認証機関による認定を取
得した発泡成分のきめ細かい泡は、
簡単にすすぐことができます。

ツバキ花エキス、そしてオーガニック
認証機関による認定を取得した発
泡成分が余分な皮脂を洗い流し、
頭皮を清潔に保湿、健康的なふん
わりヘアーにします。

植物由来のカモミールエキス配合。
細かいたんぽぽの泡は、肌をやさし
く包み込み、マイルドに洗浄してくれ
るシャンプーです。頭皮の弱い敏感
肌の方におススメです。・ カフェインエキス *2

・ スピレアエキス *3

・ フマリアエキス *4

・ オーガニック認証機関による認定を 
 取得した発泡成分 *1

・ さっぱりとしたフローラルの香り

・ ティーツリーオイル *5

・ オーガニック認証機関による認定を
 取得した発泡成分 *1

・ ティーツリー、甘みのあるミントの
 香り

・ オーガニック認証機関による認定を
 取得した発泡成分 *1

・ 甘いツバキの香り

・ カモミールエキス *6

・ コメエキス *7

・ オーガニック認証機関による認定を
 取得した発泡成分 *1

・ すっきりとしたカモミールの香り

250ml (Tree in the bottle) /  
400ml / 1000ml

400ml / 1000ml 400ml / 1000ml 400ml / 1000ml

97.6
Sustainable

97.1
Sustainable

97.2
Sustainable

97.6
Sustainable
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Green
Tea Ice Purple

Rose
Golden
Rose

【オーライト　シャンプーGT】 

グリーンティー 
シャンプー
ダメージヘア

【オーライト　シャンプーICE】 【オーライト　シャンプーPR】 【オーライト　シャンプーGR】 

アイス 
クーリング シャンプー
ダメージヘア

パープルローズ
カラーケア シャンプー
カラー・パーマ・ダメージヘア

ゴールデンローズ 
カラーケア シャンプー
カラー・パーマ・ダメージヘア

天然由来の緑茶エキスが髪にコシ
を与え、潤いを与え、髪を健康的な
状態に保ちます。オーガニック認証
機関による認定を取得した発泡成
分により、きめ細やかで弾力のある
泡が皮脂や汚れを取り除き、簡単に
すすぐことができます。

クールミント成分とオーガニック認
証機関による認定を取得した発泡
成分が余分な皮脂を取り除き、髪を
キレイに洗浄、すっきりと地肌・髪を
整えます。また、洗った後はスッキリ
とした清涼感があるため、運動後の
リフレッシュにおすすめです。

オーガニック認証機関による認定を
取得した発泡成分とパープルローズ
をイメージしたローズエキス *11が
髪に栄養を与え、カラーリング直後
に使用することで、美しいヘアカラー
をケアし、シルクのようになめらかな
ツヤ髪へ導きます。

オーガニック認証機関による認定を
取得した発泡成分とゴールデンロー
ズをイメージしたローズエキス *11

が髪に栄養を与え、ワサビエキス
*12 が美しいヘアカラーをケアし、シ
ルクのようになめらかなツヤ髪へ導
きます。

・ 緑茶エキス *8

・ オーガニック認証機関による認定を
 取得した発泡成分 *1

・ グリーンティーの香り

・ ツボクサエキス *9

・ クールミント *10

・ オーガニック認証機関による認定を
 取得した発泡成分 *1

・ クールミントの香り

・ ローズエキス *11

・ ワサビエキス *12

・ オーガニック認証機関による認定を
 取得した発泡成分 *1

・ オリエンタルローズの香り

・ ローズエキス *11

・ ワサビエキス *12

・ オーガニック認証機関による認定を
 取得した発泡成分 *1

・ スウィートローズの香り

250ml (Tree in the bottle) /  
400ml / 1000ml

400ml / 1000ml 400ml / 1000ml 400ml / 1000ml

96.0
Sustainable

97.7
Sustainable

96.5
Sustainable

95.4 
Sustainable
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Bamboo Goji
Berry

Peach
Blossom

Deep
Cleansing

バンブー
モイスチャライジング 
シャンプー
ドライヘア・ダメージヘア

【オーライト　シャンプーBB】

ゴジベリー
ボリューマイジング
シャンプー
ボリュームが無く・細い髪

【オーライト　シャンプーGB】 【オーライト　シャンプーPB】 【オーライト　シャンプーDCL】 

ピーチブロッサム
ボリューマイジング
シャンプー
ボリュームが無く・細い髪

ディープ クレンジング
シャンプー
クレンジング用・パーマ・
カラーリング前のクレンジング

天然竹から抽出された竹エキスが
乾燥した髪 1 本 1 本の水分量を保
ち、美しく豊かな状態へ導いてくれ
ます。

ゴジベリーエキスとオーガニック認
証機関による認定を取得した発泡
成分が髪内部の繊維に潤いを与え
てふっくらさせます。

モモ花エキスとオーガニック認証機
関による認定を取得した発泡成分
が頭皮に潤いを与えて健やかに保
ち、地肌のキメを整えます。ダメー
ジをケアし潤いを与えることで弾力
のあるなめらかな髪へと導きます。

油脂やホコリなどの不純物を取り除
き、ニオイの元もスッキリ洗い落とし
ます。根元のベタつきを抑え髪をキ
レイにしてくれるのでパーマやカラー
リング前の使用におすすめです。・ 竹エキス *13

・ オーガニック認証機関による認定を 
 取得した発泡成分 *1

・ 甘みのあるバンブーリーフの香り

・ ゴジベリーエキス *14

・ オーガニック認証機関による認定を
 取得した発泡成分 *1

・ 甘いフルーティーな香り ・ モモ花エキス *15

・ オーガニック認証機関による認定を
 取得した発泡成分 *1

・ さわやかなフローラルの香り

・ オーガニック認証機関による認定を
 取得した発泡成分 *1

・ ハーブの香り

400ml / 1000ml 400ml / 1000ml 400ml /  1000ml 1000ml

97.3
Sustainable

96.3
Sustainable

97.4
Sustainable

90.8
Sustainable
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Recoffee Golden
Rose

Purple
Rose Bamboo

【オーライト　ヘアトリートメントCF】 

カフェイン 
コンディショナー
ダメージ  ヘア・スキャルプケア

【オーライト　ヘアトリートメントGR】 【オーライト　ヘアトリートメントPR】 【オーライト　ヘアトリートメントBB】 

ゴールデンローズ 
カラーケア コンディショナー
カラー・パーマ・ダメージヘア

パープルローズ
カラーケア コンディショナー
カラー・パーマ・ダメージヘア

バンブー 
モイスチャライジング
コンディショナー
ドライヘア・ダメージヘア

天然カフェインエキスとオイルのダブ
ル効果で毛髪の水分と油分を補い、
アブラナエキス由来の保湿成分で
髪の指通りをよくします。

ゴールデンローズをイメージした
ローズエキス*11が髪に栄養を与え、
ワサビエキス *12 が表面をコーディ
ングし、美しいヘアカラーをケアしま
す。ツヤを与え水分を補い保つこと
でカラーリング後の髪も美しいツヤ
のある状態を保つことができます。

パープルローズをイメージしたロー
ズエキス *11が髪に栄養を与え、ワ
サビエキス *12 が表面をコーディン
グし、カラーリング直後に使用し、美
しいヘアカラーをケアします。ツヤを
与え水分を補い保つことでカラーリ
ング後の髪も美しいツヤのある状態
を保つことができます。

天然竹から抽出された竹エキスが
乾燥した髪 1 本 1 本の水分量を保
ち、美しく豊かな状態へ導いてくれ
ます。

・ カフェインエキス *2

・ カフェインエッセンスオイル *16

・ 加水分解コムギタンパク
 （グルテンフリー）*17

・ アブラナ由来の保湿成分 *18

・ さっぱりとしたフローラルの香り

・ ローズエキス *11

・ ワサビエキス *12

・ アブラナ由来の保湿成分 *18

・ スウィートローズの香り

・ ローズエキス *11

・ ワサビエキス *12

・ アブラナ由来の保湿成分 *18

・ オリエンタルローズの香り

・ 竹エキス *13

・ カモミールエキス *6

・ アブラナ由来の保湿成分 *18

・ 甘みのあるバンブーリーフの香り　

250ml / 1000ml 250ml / 1000ml250ml / 1000ml 250ml / 1000ml

90.7
Sustainable

90.2
Sustainable

90.4
Sustainable

90.5 
Sustainable
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Home Care for 
Hair and Scalp

50ml  / 100ml

50ml / Salon Use 1000ml

50ml / Salon Use 1000ml

カフェイン ボタニカル スキャルプ リバイタライザー

クーリング＆リフレッシング スキャルプ スプレー

ティーツリー ピューリファイング スキャルプ スプレー

95.0
Sustainable

92.9
Sustainable

98.3
Sustainable

【オーライト　スキャルプケアCF】

【オーライト　スキャルプケアC&R】

【オーライト　スキャルプケアPU】

台湾原産のコーヒーを採用し、独自の超音波技術によりカフェインエキスを抽出、髪と頭皮に潤い
を与え、フケを抑えます。根元から栄養を与えることで、頭皮を健康的な状態に保ちます。

クールミント成分が頭皮を保湿し、フケを抑えます。頭皮を健やかに保ち潤いを保つことで、より
健康的な状態へ導きます。

爽快な香りのティーツリーオイル *5で頭皮を清浄して、健康的で潤いのある髪へと導きます。

・ カフェインエキス *2

・ ジンジャーエキス *19

・ スピレアエキス *3

・ フマリアエキス *4

・ クールミント *10

・ シソエキス *20

・ ティーツリーオイル *5
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10ml  / 100ml

10ml  / 100ml

10ml  / 100ml

10ml  / 100ml

リコフィ ヘアオイル

パープルローズ ヘアオイル

ゴールデンローズ ヘアオイル

カメリア エッセンシャル ヘアオイル

【オーライト　ヘアオイルRCF】

【オーライト　ヘアオイルPR】

【オーライト　ヘアオイルGR】

【オーライト　ヘアオイルCL】

台湾原生のコーヒーを独自の超音波技術により抽出したオイルは、髪に潤いを与えます。

パープルローズをイメージしたローズエキス *11が髪のダメージを補修し、キューティクルを整えます。 うるおい
を保つ保湿成分「植物スクワラン *21」の効果により、シルクのような仕上がりが長く続きます。また、ミクロン技術
でベタつきを感じることなくお過ごしいただけます。

ゴールデンローズをイメージしたローズエキス *11が髪のダメージを補修し、キューティクルを整えます。 潤いを
保つ保湿成分「植物スクワラン *21」の効果により、シルクのような仕上がりが長く続きます。 また、ミクロン技術
でベタつきを感じることなくお過ごしいただけます。

マカダミアナッツオイルとアサイーオイルが潤いを与えることで、コシのあるフレッシュでつやのある健康的な髪を
保ちます。

・ カフェインエッセンスオイル *16

・ ローズエキス *11

・ 植物スクワラン *21

・ ローズエキス *11

・ 植物スクワラン *21

・ カメリア（ツバキ）オイル *22

・ マカダミアナッツオイル *23

・ アサイーオイル *24
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もう一歩踏み出す美しい生活
サステナブルライフスタイル

Green Lifestyle



Toothpaste
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本製品はさまざまな植物がベースとなっております。ニュージー
ランド産のトタラは歯の健康を維持し、ブナは汚れを取り除き自
然な白さを取り戻し、ムクロジは歯垢（プラーク）を除去し口内を
清潔な状態に維持します。ローズマリー、スターアニス、クローブ、
スペアミント *28 の 4 種をブレンドしたエッセンシャルオイルは、
森林を思わせるような自然な香りでさっぱりとした爽快感をお届
けします。

オーライト　No.ゼロトゥースペースト 

99.0
Sustainablel

95ml

・ 有機桃拓松木エキス（トタラ） *25

・ 山毛櫸木エキス（ブナ） *26

・ 木欒子エキス（ムクロジ） *27



For Professional
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モイスチャライジング 
シャンプー
ドライ・ノーマルヘア

カラーケアシャンプー
カラー・パーマ・ダメージヘア

オイルコントロール
シャンプー
オイリー頭皮ケア

リペアシャンプー
頭皮ケア

髪を保湿し、表面を整える Gトレハ
ロース *29を配合。シルクのような
髪へ仕上げます。

加水分解ダイズタンパク *30 が、髪
に浸透しカラーやパーマによるダ
メージを補修します。弾力性と保
湿性を向上することで、髪をふんわ
り潤った状態に仕上げます。オーガ
ニック認証機関による認定を取得し
た発泡成分 *1が髪をやさしく洗浄
します。

スイカズラ花エキス *31とオーガ
ニック認証機関による認定を取得し
た発泡成分 *1が、頭皮に残った皮
脂をしっかり洗い上げ、ふわふわヘ
アに仕上げます。

レモングラスエキス*32が頭皮をしっ
かり洗い上げると共に、バリア機能
を高めます。オーガニック認証機関
による認定を取得した発泡成分 *1

との組み合わせにより、頭皮を清潔
で快適な状態へ導きます。

・ Gトレハロース *29

・ オーガニック認証機関による認定を 
 取得した発泡成分 *1

・ 加水分解ダイズタンパク *30

・ オーガニック認証機関による認定を
 取得した発泡成分 *1

・ スイカズラ花エキス *31

・ オーガニック認証機関による認定を
 取得した発泡成分 *1

・ レモングラスエキス *32

・ オーガニック認証機関による認定を
 取得した発泡成分 *1

5L 5L 5L 5L

97.0
Sustainable

96.7
Sustainable

96.8
Sustainable

97.1
Sustainable
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ディープクレンジング
シャンプー
クレンジング用・パーマ・
カラーリング前のクレンジング

ヘアトリートメント MG
ドライ・ダメージヘア

ヘアトリートメント RS
カラー・パーマ・ダメージヘア

サロン専用の配合処方で頭皮と髪
の皮脂と汚れを徹底的に洗浄し、髪
を自然な状態に戻します。

保湿成分 *33が髪を保湿、補修する
ことで熱や環境によるダメージから
守り、枝毛の発生を抑えます。

保色成分 *34 が、髪の表面をコー
ティングし、ハイトーンでもカラーを
長持ちさせます。なめらかでツヤの
ある髪へ仕上げます。・ オーガニック認証機関による認定を

 取得した発泡成分 *1 ・ 保色成分 *34

・アブラナ由来の保湿成分 *18

・ 保湿成分 *33

・アブラナ由来の保湿成分 *18

5L 5L 5L

93.7
Sustainable

90.5
Sustainable

91.1 
Sustainable



21

オーガニック認証機関による認定を 
取得した発泡成分

カフェインエキス

スピレアエキス

フマリアエキス

ティーツリーオイル

カモミールエキス

コメエキス

緑茶エキス

ツボクサエキス

クールミント 

ローズエキス 

ワサビエキス

竹エキス

ゴジベリーエキス

モモ花エキス

カフェインエッセンスオイル

加水分解コムギタンパク （グルテンフリー）

アブラナ由来の保湿成分

ジンジャーエキス

シソエキス

植物スクワラン 

カメリア（ツバキ）オイル

マカダミアナッツオイル

アサイーオイル

有機桃拓松木エキス（トタラ）

山毛櫸木エキス（ブナ）

木欒子エキス（ムクロジ）

ローズマリー、スターアニス、クローブ、 
スペアミント

Gトレハロース

加水分解ダイズタンパク

スイカズラ花エキス

レモングラスエキス

保湿成分

保色成分

*1 

*2

*3

*4

*5

*6

*7

*8

*9

*10 

*11 

*12

*13

*14

*15

*16

*17

*18

*19

*20

*21 

*22

*23

*24

*25

*26

*27

*28 

*29

*30

*31

*32

*33

*34

コカミドプロピルベタイン 

アラビアコーヒーノキ殻エキス

セイヨウナツユキソウエキス

カラクサケマンエキス

ティーツリー葉油

カミツレ花エキス

コメエキス

チャ葉エキス

ツボクサエキス

メントール 

ダマスクバラ花エキス 

乳酸桿菌／ワサビ根発酵エキス

マダケ根茎エキス

クコ果実エキス

モモ花エキス

アラビアコーヒーノキ種子油

加水分解コムギタンパク

グリセリン

ショウガ根エキス

シソ葉エキス

スクワラン 

ユチャ種子油

マカデミア種子油

アサイヤシ果実油

トタロール

セルロース

ムクロジエキス

ローズマリー葉油、トウシキミ果実／種子油、 
チョウジ花油、スペアミント油

グリコシルトレハロース

加水分解ダイズタンパク

スイカズラ花エキス

レモングラスエキス

グリセリン、ジメチコノール、加水分解水添デンプン

ビス（C13－ 15 アルコキシ）PGアモジメチコン

環境にやさしい、きめ細やかな泡で簡単にすすぐことができます。 

コーヒー豆の殻から抽出したカフェインエキスで、毛髪にハリ、コシを与え、ダメージヘアをやさしく整えます。

頭皮を健やかに保ち、手ざわりやわらかに整えます。

毛髪にハリを与え、クシどおりをよくします。

頭皮を清潔な状態にし、すっきりとした爽快な香りで毛髪の不快臭を抑えます。

髪にやさしい成分がしっかりと潤いを与え健やかに保ちます。

髪に潤いを与え、美しい艶のある状態に保ちます。

髪にコシを与え、健康的な状態に保ちます。

天然由来の植物エキスが優しく髪を清浄。頭皮に潤いを与え、パサつきを抑えます。

ミントから抽出したミントグラスエキスが頭皮をやさしく保護し、毛先を補修します。 

自然な香りで髪の毛に潤いを与え、傷んだ毛先をやさしく整えます。 

カラーリングされた髪にも美しい艶と輝きをもたらします。

天然保湿成分が不足している水分を補い、瑞 し々い髪へと導きます。

頭皮に栄養を与え、毛髪に潤いを与え、しなやかに整えます。

植物由来成分が頭皮に潤いを与えて健やかに保ち、ボリュームのある美しい髪へと導きます。

コーヒーの粕から抽出したコーヒーオイルで髪に栄養、潤いを与え、ダメージを抑え、つやを与えます。

髪の内部へ浸透し毛髪をすこやかに保ちます。（小麦由来成分配合／グルテンフリー）

静電気を抑え、なめらかで指通りの良い髪に仕上げます。

頭皮に栄養を与え、頭皮に刺激を与えて健やかに保ちます。

頭皮の潤いを保つとともに、頭皮を清浄して健やかに保ちます。

優れた保湿機能で熱や静電気によるダメージを防ぎます。  
髪全体がコーティングされることで、艶のある滑らかな髪へと導きます。

髪に潤いとツヤを与え、紫外線などのダメージから守ってくれます。

保湿成分がダメージを受けた髪を内側から補修まとまりのあるサラサラヘアーへと導きます。

枝毛を防ぎ、髪に保湿力と潤いを与え、ハリ・ツヤのある美髪へと導きます。

口内を清潔な状態にし、歯の健康を維持します。

歯の汚れをやさしく取り除き、自然な白さを取り戻します。

歯垢をキレイに取り除き、爽やかな息をキープします。

森林を思わせるような自然な香りでさっぱりとした爽快感をお届けします。 

乾燥から髪を守り、キューティクルをなめらかにします。

髪を保湿し表面を整えることで、ツヤのある美髪へと導きます。

皮脂の洗浄とバランスのとれたオイルコントロールで頭皮のすっきりと心地よさを感じます。

補修と栄養補給で保護膜を形成し、癒しと爽快感を与えます。

髪にうるおいを与え、コーティングすることにより、パサつきや枝毛を抑え、髪を柔らかく、しなやかにします。

髪をコーティングし、カラーリングした髪色を長持ちさせます。

成分本文
番号 表示名称 配合目的
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全シャンプー 

カフェイン シャンプー、カフェイン コンディショナー、カフェイン ボタニカル スキャルプ リバイタライザー

カフェイン シャンプー、カフェイン ボタニカル スキャルプ リバイタライザー

カフェイン シャンプー、カフェイン ボタニカル スキャルプ リバイタライザー

ティーツリー スキャルプ シャンプー、ティーツリー ピューリファイング スキャルプ スプレー

ダンデライオン センシティブ シャンプー 、バンブー モイスチャライジング シャンプー、バンブー モイスチャライジング コンディショナー

ダンデライオン センシティブ シャンプー 、バンブー モイスチャライジング シャンプー、バンブー モイスチャライジング コンディショナー、オイルコントロールシャンプー

グリーンティー シャンプー

アイス クーリング シャンプー

アイス クーリング シャンプー、グリーンティー シャンプー、ティーツリー スキャルプ シャンプー、リペアシャンプー、ティーツリー ピューリファイング スキャルプ スプレー、 
クーリング＆リフレッシング スキャルプ スプレー、カフェイン ボタニカル スキャルプ リバイタライザー

ゴールデンローズ カラーケア シャンプー、パープルローズ カラーケア シャンプー、ゴールデンローズ カラーケア コンディショナー、パープルローズ カラーケア コンディショナー、ゴールデンローズ オイル、 
パープルローズ オイル 

ゴールデンローズ カラーケア シャンプー、パープルローズ カラーケア シャンプー、ゴールデンローズ カラーケアコンディショナー、パープルローズ カラーケア コンディショナー

バンブー モイスチャライジング シャンプー、バンブー モイスチャライジング コンディショナー

ゴジベリー ボリューマイジング シャンプー

ピーチブロッサム ボリューマイジング シャンプー

カフェイン コンディショナー、リコフィ ヘアオイル

カフェイン コンディショナー

全 コンディショナー、ティーツリー ピューリファイング スキャルプスプレー、No. ゼロトゥースペースト

カフェイン ボタニカル スキャルプ リバイタライザー

クーリング＆リフレッシング スキャルプ スプレー

ゴールデンローズ オイル、パープルローズ オイル 、カメリア エッセンシャル ヘアオイル、バンブー モイスチャライジングコンディショナー 

カメリア エッセンシャル ヘアオイル

カメリア エッセンシャル ヘアオイル

カメリア エッセンシャル ヘアオイル

 No. ゼロトゥースペースト

 No. ゼロトゥースペースト

 No. ゼロトゥースペースト

 No. ゼロトゥースペースト 

モイスチャライジング シャンプー、アイス クーリング シャンプー、全トリートメント、カメリア オイルコントロール シャンプー

カラーケアシャンプー

オイルコントロール シャンプー

リペアシャンプー

ヘアトリートメント MG

ヘアトリートメント RS

配合製品



#TogetherGreener#TogetherGreener

Instagram

株式会社ｂ－ｅｘ　東京都世田谷区用賀4-10-5   お問合せ窓口 03（6757）7767
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