
水素&イオン結合にアプローチ。熱の力により独特のハリ・ツヤ・しなやか
さ・なめらかさを与えます。クセやうねり・ダメージによる広がりを落ち着か
せる効果もあり、持続性が高く、繰り返すことで髪質の改善も期待できます。

※プレックス系のダメージをケアを
　メインとするシステムトリートメントは
　別紙のパンフレットをご参照下さい。

マレイン酸ポリマーが熱ダメージから毛髪を守ります。内側と外側に働
く特殊毛髪架橋剤の働きにより、システイン酸の生成を抑制&毛髪を
強化。パーマやカラーに添加することでダメージを大幅に軽減させます。

○ヘアーカラー後の施術は褪色することがあります。 ※ヘアーカラー前の施術をオススメします。
○パーマヘアに施術した場合、ウェーブダウンする場合があります。
○施術後、ダメージ部に高アルカリの薬剤を使用するとダメージが起こる場合があります。
○酸やタンパク質で処理するため、髪質によって一時的に臭いが残ることがあります。
　※臭いが気になる場合は、アイロン施術前に優しくシャンプーして下さい。

○ダメージ部に繰り返し施術する場合は、セラムなどで希釈してご使用下さい。
○手指に傷などがあると、しみる場合がありますので、手袋を着用して下さい。
○施術後 6～24時間は、シャンプーや髪を濡らす行為はお控え下さい。
○弊社が推奨する製品以外とは混ぜないで下さい。

酸熱トリートメント（LA・CC） 使用上のご注意

酸熱系トリートメント

種 類 特徴と効果

（エルプレックス リキッド・セラム）
プレックス系トリートメント

ハリ・コシ

○

◎

ツヤ・感触

○

◎

おさまり・持続性

○

◎

J.B.Cアカデミーが開発した
酸熱トリートメントは・・・

・収斂し過ぎず、繰り返しの施術も安心です。
・ストレート部（既施術部）の完全ガード（保護）に！
・いつものストレート（縮毛矯正）と組み合わせて安心施術。
・毛髪にハリとしなやかさ・柔らかみとなめらかさを与えます。

サロンのメリット

1. ・アシスタントの方でも簡単に施術が可能なので生産性が向上！ 
・サロンの新メニューとして新規集客や客単価のアップに！

お客様のメリット

2. ・縮毛矯正までしなくてもある程度落ち着く！ しかも短時間での施術が可能！
・これまでのトリートメントよりも長持ち！

技術者のメリット

3. ・簡単で高単価メニューの提案が可能に！　
・お客様のなりたい髪質を叶えてあげられる！

エルプレックス CC

□配合成分
　レブリン酸・グリオキシル酸・カーリング剤・各種植物
　花エキス・各種アミノ酸・毛髪浸透促進剤・熱反応型
　植物由来ダメージ補修剤（エルカラクトン）
□効果
　太毛硬毛、弱いクセやダメージで広がりやすい毛髪を
　おさめ、ツヤと柔らかさ、なめらかさを与えます。
　縮毛矯正と組み合わせるとさらにgood！

CC

エルプレックス LA

グリオキシル酸系のシステインとケラチンでクセを抑える
□配合成分
　グリオキシロイルカルボシステイン・グリオキシロイ
　ルケラチンアミノ酸・カーリング剤・各種植物花エ
　キス・各種アミノ酸・毛髪浸透促進剤・熱反応型
　植物由来ダメージ補修剤（エルカラクトン）
□効果
　細毛軟毛、クセのある毛髪の広がりを抑え、ツヤと
　ハリ・コシを与えながらおさまりの良い髪にします。

レブリン酸で髪にツヤとなめらかさを

500g　サロン価格 ¥4,500-（税別）

LA

New

新発売！

新発売！

エルプレックス セラム

エルプレックス リキッド
マレイン酸ポリマーと架橋剤配合の
　　　　　　　  ダメージ補修ローション

なりたい私を応援します！

500g　サロン価格 ¥2,500-（税別）

500g　サロン価格 ¥2,500-（税別）

500g　サロン価格 ¥2,500-（税別）

マレイン酸ポリマーと架橋剤配合の
　　　　　　　  ダメージ補修クリーム
□配合成分
　マレイン酸ポリマー・ケラチン、コラーゲン、シルクP.P.T
　特殊毛髪架橋剤（R2＝リアクティブレジン）・キトサン
　リピジュア・各種アミノ酸・毛髪浸透促進剤・高分子ポリマー
□効果
　毛髪の内外に働く特殊毛髪架橋剤と高分子ポリマーの
　働きにより、毛髪のダメージを瞬時に修復。ツルサラに
　仕上げます。

□配合成分
　マレイン酸ポリマー・ケラチン、コラーゲン、シルクP.P.T
　特殊毛髪架橋剤（R2＝リアクティブレジン）・キトサン
　リピジュア・各種アミノ酸・毛髪浸透促進剤
□効果
　熱ダメージから毛髪を保護し、キューティクルのリフト
　アップやダメージを抑制します。カラーの褪色を防止し
　パーマ時のウェーブリッジを向上。システイン酸の生成
　を抑え、毛髪強度を回復します。

［発売元］株式会社エルコス  東京都板橋区板橋2-38-5
　　　　  ☎ 03-6905-2901 www.ellcos.co.jp

ダメージ防止 &回復システムメニューダメージ防止 &回復システムメニュー

ELPLEX

Menu du système de prévention & récupération des dommages

主にヨーロッパで発展した新メニューが遂に日本でもスタート。

「カラー」「ストレート」「パーマ」「トリートメント」全ての施術に！

今までにはなかった仕上がりと手触りを体感してください。

Le nouveau menu a développé principalement en Europe Enfin commence au Japon. Vous avez parlé de la texture des cheveux.

E L P L E X
S Y S T E M
TREATMENT

エルプレックス リキッド ＜ヘアトリートメント＞ NET 500g / 16.907 OZ

発　売　元／株式会社エルコス　東京都板橋区板橋2-38-5
製造販売元／株式会社エルコス　栃木県那須塩原市戸田35

【ご使用法】本品適量を毛髪に塗布した後、洗い流して下さい。
【ご注意】●目に入ったときは、すぐに水で洗い流して下さい。●お肌に異常が生じていないか
よく注意して使用して下さい。●お肌に合わないとき即ち次のような場合には使用を中止して
下さい。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚
科専門医にご相談されることをおすすめします。使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激等の異常
があらわれた場合。使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場
合。●幼児の手の届く場所には、保管しないで下さい。

It's kept in the state that the special hair building 
pill which operates on inside the hair and the 
outside suppresses chemical damage of the 
perm & hair color, recovers the strength of the 
hair and is right to work.

水、クエン酸、エタノールアミン、PVP、（ラネス－４０マレイン酸Na／スチレンスルホン酸）コ
ポリマー、シクロヘキサンｰ１.４ｰジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、ポリクオタニウムー
５５、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解シルク、加水分解ケラチン（羊毛
）、ポリクオタニウムー６４、ヒドロキシプロピルキトサン、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水
分解ケラチン、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解コラーゲン
、ポリソルベート２０、カラメル、アルギニン、PCA-Na、乳酸Na、アスパラギン酸、PCA、グ
リシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルア
ラニン、フェノキシエタノール、香料

ELPLEX

1
LIQUID

For Professional

Made in Japan

エルプレックス セラム ＜ヘアトリートメント＞ NET 500g / 16.907 OZ

Damage of a hair is restored in an instant by the 
special hair building pill which operates on inside 
the hair and the outside, a macromolecule polymer, an 
ingredient of all kinds' amino acid and a permeation 
booster and it's built into the best hair.

発　売　元／株式会社エルコス　東京都板橋区板橋2-38-5
製造販売元／株式会社エルコス　栃木県那須塩原市戸田35

For Professional

Made in Japan

【ご使用法】本品適量を毛髪に塗布した後、洗い流して下さい。
【ご注意】●目に入ったときは、すぐに水で洗い流して下さい。●お肌に異常が生じていないか
よく注意して使用して下さい。●お肌に合わないとき即ち次のような場合には使用を中止して
下さい。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚
科専門医にご相談されることをおすすめします。使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激等の異常
があらわれた場合。使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場
合。●幼児の手の届く場所には、保管しないで下さい。

水、ジメチコン、グリセリン、セテアリルアルコール、（ラネス－４０マレイン酸Na／スチレンスル
ホン酸）コポリマー、ベヘニルPGトリモニウムクロリド、アモジメチコン、ベヘントリモニウムクロ
リド、ステアルトリモニウムクロリド、ベヘニルアルコール、エチルヘキサン酸セチル、デオプロ
マグランジフロルム種子脂、マカデミア種子油、シア脂、ポリクオタニウムー６４、ポリクオタニウ
ムー５５、加水分解ケラチン（羊毛）、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン、（ジヒド
ロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解コラーゲン、ヒドロキシプロピルキト
サン、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解シルク、アルギニン、PCA-Na、
乳酸Na、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イ
ソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、ジココジモニウムクロリド、セテスー２０、シクロヘキ
サンｰ１.４ｰジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、カラメル、PEG-90M、イソプロパノール、
エタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料

ELPLEX

2
SERUM

使用する薬剤に対し５～10％の
エルプレックス 1 リキッドを混合

通常通り塗布・放置・チェック後
プレーンリンス＆シャンプー

エルプレックス 2 セラム を塗布し
２分ほどコーミング後、放置３分

プレーンリンスし仕上げ

ブリーチパウダー ＋ ６％OX ＋ エルプレックス 1 リキッド
50ｇ　       ：   100ｍL  ：　　7～15ｍL

ヘアカラー１剤 ＋ ６％OX ＋ エルプレックス 1 リキッド
50ｇ　      ：  50ｍL    ：　　5～10ｍL

ブリーチ・ヘアカラーブリーチ・ヘアカラー

例

使用する１剤に対し５～10％の
エルプレックス 1 リキッドを混合

上記の薬液を塗布しワインディング
後１剤を塗布し、放置→テストカール

３～５倍に希釈した エルプレックス 1
リキッド を塗布し、放置３分

２剤処理→ロッドオフし
プレーンリンス

毛先等のダメージ部に５～10倍に
希釈したエルプレックス 1 リキッド

を塗布し、ハーフドライ

エルプレックス 2 セラム を塗布し
２分ほどコーミング後、放置３分

プレーンリンスし仕上げ

ウェーブウェーブ

パーマ１剤 ＋ エルプレックス 1 リキッド
80ｍL       ：　　　4 ～ 8ｍL

例

使用する薬剤の総量に対し５～10％の
エルプレックス 1 リキッドを混合し、還元

プレーンリンス後、エルプレックス 2 セラム
 を塗布し、トリートメント処理

３～５倍に希釈した エルプレックス 1
リキッド を塗布し、ドライ&ストレート処理

２剤処理→プレーンリンス

毛先等のダメージ部に５～10倍に
希釈したエルプレックス 1 リキッド

を塗布し、ハーフドライ

エルプレックス 2 セラム を塗布し
２分ほどコーミング後、放置３分

プレーンリンスし仕上げ

ストレートストレート

ストレート剤 ＋ エルプレックス 1 リキッド
100ｍL       ：　　　5 ～ 10ｍL

例

ご    使　用　方　法ご    使　用　方　法

キューティクル
のリフトアップ

を抑制
毛髪強度の
低下を防止

ウェーブリッジ
の増大

ダメージの
回復 熱変性を抑制

エルプレックス

※明るいヘアカラー剤の場合は2～3%を上限として混合して下さい。

毛髪の内外に働く特殊毛髪架橋剤の働きにより、パーマ・ヘアカラーなどの

ケミカルダメージを抑え、毛髪の強度を回復し、健やかに保ちます。

＜配合成分＞

・マレイン酸 【ジカルボン酸】 　・特殊毛髪架橋剤【R2 ＝ リアクティブレジン】

・ケラチン & コラーゲン & シルクP.P.T・各種アミノ酸　・キトサン ・リピジュア

・毛髪浸透ブースター

NET 500g / 17.6 OZ

＜配合成分＞
・マレイン酸 【ジカルボン酸】 　・特殊毛髪架橋剤【R2 ＝ リアクティブレジン】
・ケラチン & コラーゲン & シルクP.P.T・各種アミノ酸　・キトサン ・リピジュア
・毛髪浸透ブースター  ・高分子ポリマー

毛髪の内外に働く特殊毛髪架橋剤と高分子ポリマーの働きにより、毛髪のダ

メージを瞬時に修復。ツルサラに仕上げます。

NET 500g / 17.6 OZ

サロン価格   各 500g / ￥2,500 -（税別）
　　　　　　　　※1gあたり/ ¥5-

エルプレックス リキッド ＜ヘアトリートメント＞ NET 500g / 16.907 OZ

発　売　元／株式会社エルコス　東京都板橋区板橋2-38-5
製造販売元／株式会社エルコス　栃木県那須塩原市戸田35

【ご使用法】本品適量を毛髪に塗布した後、洗い流して下さい。
【ご注意】●目に入ったときは、すぐに水で洗い流して下さい。●お肌に異常が生じていないかよ
く注意して使用して下さい。●お肌に合わないとき即ち次のような場合には使用を中止して下
さい。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専
門医にご相談されることをおすすめします。使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激等の異常があら
われた場合。使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。●幼
児の手の届く場所には、保管しないで下さい。

It's kept in the state that the special hair building 
pill which operates on inside the hair and the 
outside suppresses chemical damage of the 
perm & hair color, recovers the strength of the 
hair and is right to work.

水、クエン酸、エタノールアミン、PVP、（ラネス－４０マレイン酸Na／スチレンスルホン酸）コ
ポリマー、シクロヘキサンｰ１.４ｰジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、ポリクオタニウムー５
５、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解シルク、加水分解ケラチン（羊毛）、
ポリクオタニウムー６４、ヒドロキシプロピルキトサン、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分
解ケラチン、（ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解コラーゲン、
ポリソルベート２０、カラメル、アルギニン、PCA-Na、乳酸Na、アスパラギン酸、PCA、グリシ
ン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニ
ン、フェノキシエタノール、香料

ELPLEX

1
LIQUID

For Professional

Made in Japan

エルプレックス セラム ＜ヘアトリートメント＞ NET 500g / 16.907 OZ

Damage of a hair is restored in an instant by the 
special hair building pill which operates on inside 
the hair and the outside, a macromolecule 
polymer, an ingredient of all kinds' amino acid and a 
permeation booster and it's built into the best hair.

発　売　元／株式会社エルコス　東京都板橋区板橋2-38-5
製造販売元／株式会社エルコス　栃木県那須塩原市戸田35

For Professional

Made in Japan

【ご使用法】本品適量を毛髪に塗布した後、洗い流して下さい。
【ご注意】●目に入ったときは、すぐに水で洗い流して下さい。●お肌に異常が生じていないかよ
く注意して使用して下さい。●お肌に合わないとき即ち次のような場合には使用を中止して下
さい。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専
門医にご相談されることをおすすめします。使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激等の異常があら
われた場合。使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。●幼
児の手の届く場所には、保管しないで下さい。

水、ジメチコン、グリセリン、セテアリルアルコール、（ラネス－４０マレイン酸Na／スチレンスル
ホン酸）コポリマー、ベヘニルPGトリモニウムクロリド、アモジメチコン、ベヘントリモニウムクロ
リド、ステアルトリモニウムクロリド、ベヘニルアルコール、エチルヘキサン酸セチル、デオプロマ
グランジフロルム種子脂、マカデミア種子油、シア脂、ポリクオタニウムー６４、ポリクオタニウム
ー５５、加水分解ケラチン（羊毛）、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン、（ジヒドロ
キシメチルシリルプロポキシ）ヒドロキシプロピル加水分解コラーゲン、ヒドロキシプロピルキト
サン、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解シルク、アルギニン、PCA-Na、
乳酸Na、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イ
ソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、ジココジモニウムクロリド、セテスー２０、シクロヘキ
サンｰ１.４ｰジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、カラメル、PEG-90M、イソプロパノール、
エタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料

ELPLEX
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step step

10分ほど加温 または 常温放置

毛先等のダメージ部に５～10倍 に
水で希釈したエルプレックス1リキッド
を塗布

エルプレックス2セラムを塗布し
２分ほどコーミング後放置３分

プレーンリンスし仕上げ

水　　　    ＋  エルプレックス1リキッド
４０～９０ｍL　：　　１０ｍL例

トリートメントトリートメント

エルプレックス  CC ＜ヘアトリートメント＞

発　売　元／株式会社エルコス　東京都板橋区板橋2-38-5
製造販売元／株式会社エルコス　栃木県那須塩原市戸田35

【ご使用法】本品適量を毛髪に塗布した後、洗い流して下さい。
【ご注意】●目に入ったときは、すぐに水で洗い流して下さい。●お肌に異常が生じていないかよ
く注意して使用して下さい。●お肌に合わないとき即ち次のような場合には使用を中止して下
さい。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科
専門医にご相談されることをおすすめします。使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激等の異常があ
らわれた場合。使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。
●幼児の手の届く場所には、保管しないで下さい。

Gentle reducer, Glyoxyloyl Carbocysteine,glyoxylic 
acid and levulinic acid restrain habit hair, and a 
permeation promotion pill, a shea butter, a floral 
extract, an amino acid and a heat reaction type 
repair pill restore damage.

水、グリオキシロイルカルボシステイン、PG、ミリスチルアルコール、イソペンチルジオール、チ
オグリセリン、アセチルシステイン、シア脂、シクロヘキサン-1.4-ジカルボン酸ビスエトキシジグ
リコール、アモジメチコン、ステアラミドプロピルジメチルアミン、グリオキシル酸、γ-ドコサラクト
ン、乳酸、セテス-２５、ダイズステロール、ローマカミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤ
グルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ
花エキス、ベヘントリモニウムクロリド、ジステアリルジモニウムクロリド、ジココジモニウムクロ
リド、ステアルトリモニウムクロリド、アルギニン、PCA-Na、乳酸Na、アスパラギン酸、PCA、
グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルア
ラニン、BG、イソプロパノール、メチルパラベン、香料

ELPLEX
CC

For Professional

Made in Japan

NET 500g / 16.907 OZ

New


