
 1で選定した薬液 を塗布します。
※例） エルプレックス  LA

5～10倍に希釈した エルプレックス リキッド  を塗布し、コーミング。
※保湿性をあげたい場合はCMCもMIXすると良いでしょう。

エルプレックス リキッド＋ CMC ＋ 水 
 　（１：１：３）～（１：１：８）

使用する薬剤 ＋

質感・効果

SPEC
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マルチアクティブ
クリーム

マルチアクティブ
クリーム

エルプレックス
LA

エルプレックス
CC エルプレックス

LA

酸性サルファイト 2.7%
グリオキシル酸 6.7%
pH2.4
Acid 9.3mL

ある程度のクセを抑え
扱いやすくします。
毛髪にハリとしなやか
さを与えます。

ややクセのある髪を扱い
やすくします。
毛髪にハリとしなやかさ
を与えます。

ややクセのある髪を抑え
扱いやすくします。
毛髪にツヤとなめらかさ
を与えます。

ダメージで広がった毛髪
にツヤとなめらかさを与え
まとまりのある髪に仕上げ
ます。

酸性サルファイト 2.7%
レブリン酸 6.7%
pH4.7
Acid 6.7mL

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
（グリオキシル酸誘導体）10%
pH2.5
Acid 15.0mL

レブリン酸 10%
pH4.0～4.3
Acid 10.0mL

マルチアクティブクリーム ／酸性サルファイト 8.0%・pH7.0～7.3・AV0・ノンアルカリ

M＋C M＋L LACC

ラップをし、放置します。
※自然放置の場合、20～30分・加温する場合は、10～15分

放 置5

4 STEP 02

プラス カラープロセス

ウエット時の強度・ドライ時の損傷度・毛髪の状態・クセの状態
お客様の髪のお悩み等をチェックし、使用する薬液を選定します。

※下の「薬液選定CHART」を確認してください。

毛 髪 診 断 & カ ウ ン セ リ ン グ1

3 STEP 01

毛髪の汚れなどを取り除きます。
※汚れていない場合はそのまま次の工程へ進みます。

2 プ レ シ ャ ン プ ー

PLUS  COLOR  PROCESS
しっかりと薬液を洗い流してください。

※匂いが気になる場合は、優しくシャンプーしてください。

シャンプー後、エルプレックス セラム にてトリートメントします。

使用する薬剤に エルプレックス リキッド を 5～10%程混合してください。    
【トーンダウンの場合】 しっかりとタオルドライし、通常時より1トーン低めを使用
【トーンアップの場合】 ハーフドライし、通常時より1～2トーン高めを使用   

※エルプレックス LA CC 単品 を使用した場合は特に注意してください。

ブラシ を使用し、テンションをかけて丁寧にブロードライ

プレーンリンス6

9 ブロードライ

10 アイロン

11 終　了

7 カラープロセス

クセが強い場合 は、スライスを薄くします（1cm位）
※縮毛矯正時のアイロン操作のイメージ

クセがあまり無い場合 は、厚めのスライスで行います
※スタイリング時のアイロン操作のイメージ

　＜アイロンの温度の目安＞　　　　　　　　　　　 
クセが強い場合やローダメージ毛／180℃
クセがあまり無い場合やダメージ毛／160℃

8 STEP 03

400g　サロン価格 ¥2,200-（税別）

マルチアクティブ
クリーム

酸性サルファイトベースのクリーム状カーリング剤
□配合成分
　主剤＝重亜硫酸ナトリウム（酸性サルファイト）
　システイン・チオグリコール酸（安定剤）・各種アミノ酸
　pH7.0 ・アルカリ度０mL・ ノンアルカリ・ノンシステアミン
□効果
　中性領域でも還元力をキープする。膨潤しないので、縮毛
　矯正毛やヘアカラー等で傷んでしまった“センシティブな
　毛髪”にも対応できる。残臭もなく、乾いてもしなやかで手
　入れがしやすいサルファイト本来の感触も継承している。

M＋C M＋L

M＋C M＋Lクセをある程度おさめたい場合は

　　　　　を使用する

　　　　　　の場合のみ

全工程後、酸化剤を使用すると
しっかりと固定が出来ます。

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
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CC
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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
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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。
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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 
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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
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