
Treatment　Color  

　　　次世代のトリートメントカラー 

　　　　ラクトンカラー

　　　　色を楽しみ、毛質を改善

１）イチゴカラーを室温で３０分塗布し、シャンプー後ラクトンカラーを３０分塗布してください。

          髪に色味を付けると同時に髪をトリートメントし艶と手触りを改善します。

２）単独で使用の場合は、毛髪に塗布し３０分自然放置後、シャンプーしてください。

       ノンジアミンの染毛料なので安心です。(３０分放置後シャンプーし、よく濯いでください。

      タオルに色移りする場合があります。)

イチゴカラー施術後にラクトンカラー
トリートメント効果＋色味を楽しみましょう



ブラック (B) ブルー (BL) イエロー (Y) レッド (R) マホガニー (M)

　<薄め液 >
施術後のトリー
トメントとして、
使用して下さい

原毛 コントローラー (C)

☆　頭皮につけないよう塗布。塗布後、キャップ・ラップは、使用してください。
☆　ダメージ部分は、染まりが良いので、コントローラーで薄めて使用。
☆　お肌に合わない場合は、すぐに濯いでください。

ラクトンカラー 6種類

(株 ) ミューズ研究所　　　神奈川県秦野市柳町 1-16-11    

TEL　0463-89-2777  FAX 0463-89-2778 info@labo-muse.com

ラクトンカラー調合表　( 色の染着は、毛髪の太さ・量によって個人差はあります。)

ディープブラウン
 B＋Y＋M(2:1:1)

ライトブラウン
 B＋Y＋C(2:1:1)

レッドブラウン
 M＋R (7:3)

アッシュブラウン
 B＋BL  (7:3)

ピンク
 C＋R (7:3)

オレンジ
  Y＋R (7:3)

チョコ
 Y＋BL＋R(3:3:3)

ビターチョコ
Y＋BL＋M(3:3:3)

ブルーパープル
BL＋R (7:3)

ディープパープル
BL＋R (1:1)

ライトマホガニー
M＋C(1:1)

ブラウン
BL＋M(2:1)

トリートメント
暖色系C＋Y (9:1)

トリートメント
寒色系C＋M (9:1)

トリートメント
寒色系C＋BL (9:1)

(★すべて 14 レベルのブリーチ毛に染めた場合 )

NB8＋で染めた毛にラクトン
カラーで染めました。

ブラック ブルー イエロー レッド マホガニー

ノンジアミンカラー
　「ラクトンカラー」
ブラック /ブルー /イエロー
レッド /マホガニー
コントローラー　
全 6種　各 400g 入り

明るくしっかり染まる
　「イチゴカラー」
NB5・NB6・NB7・NB8＋
BK1・ライトナー　全 6種
各 120g・2剤 6% 900g 　

理美容師さんの手を守る
アミノ酸から生まれた
「イチゴシャンプー」
1000ml

ミューズ研究所　開発商品

色味 ( ティント ) を楽しみましょう。



ラクトンカラーの特徴とメカニズム

ラクトンカラーは、ノンジアミンで、よく染まり髪が痛みにくい

　　　　　　トリートメントカラーです。

★アルカリヘアカラーは、髪が傷みやすい。

★酸性ヘアカラーは、暗く染まる。

★ヘアマニキュアはきしんで、皮膚に強く吸着する。

★ヘナは、赤く染まる。繰り返し施術すると髪質が硬くなる。

染毛剤なのでパッチテストが必要。 }

今までの COLOR は

ラクトンカラーは、HC染料と塩基性染料が原料なのでパッチテストは不要です。

高分子シリコンとメドウラクトン配合で毛質改善が期待できます。

ラクトンカラーをお使い頂くと傷んだ髪が熱で反応し髪を疎水化し、毛質を改善します。

メ ド ウラクトンの髪質改善メカニズム

反応型油剤反応型油剤

メドウラクトンはアミド結合を形成します

ニンヒドリン反応阻害

メドウラクトン メドウフォーム油

L-リジン

熱

ニンヒドリン呈色

毛髪構成アミノ酸

メドウフォーム油　 メドウラクトン

毛髪との結合性毛髪との結合性

1

メドウラクトンは毛髪と化学結合を形成します

メドウラクトンは、毛髪に
存在するアミノ基と化学結合
(アミド結合)を形成し、
疎水性相互作用以上の髪残
り能を有する。
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くし通り試験(Dry)

脱色毛
（1.17％NH3/4％H2O2/40℃/1hr）

0.5％ジメチコン
（希釈溶媒：アセトン）

0.5％メドウラクトン VE
（希釈溶媒：アセトン）

荷重
静電気量

ブラッシングを10回実施（20℃/45％RH）

・ジメチコンと同等レベルのくし通り性
・静電気量はジメチコンより優れる

コーミングテスターで測定
（テクノハシモト社製）

メ ド ウラクトンの髪質改善メカニズム

メドウラクトンは毛髪タンバクと結合します

 

毛髪との結合模式図(毛髪を疎水化)毛髪との結合模式図(毛髪を疎水化)

▼

▼

毛髪を疎水性にし髪質を
改善します



★イチゴカラーで施術→シャンプー→水洗後→ウェットヘアにラクトンカラー塗布→自然放置 10～45分平均 20分放置 ( 加温可能 )

　カラーチェック→しっかりすすぎ、シャンプー→しっかりすすぎ、コントローラートリートメント塗布

　☆よくすすいでフィニッシュドライ→アイロン仕上げ。

★水洗後→ウェットヘアにラクトンカラー塗布→自然放置 10～45分
　平均 20分放置 ( 加温可能 ) カラーチェック→しっかりすすぎ、
　シャンプー→しっかりすすぎ、コントローラートリートメント塗布
　☆よくすすいでフィニッシュドライ→アイロン仕上げ。

★ウェットヘアにラクトンカラー ( 希望色＋コントローラー )

塗布→加温放置 (10～20 分 )→しっかりすすぎ、フィニッシュ。

　☆よくすすいでフィニッシュドライ→アイロン仕上げ。

★ウェットヘアにラクトンカラー塗布→自然放置 10～45分平均 20分放置 ( 加温可能 )

　カラーチェック→しっかりすすぎ、シャンプー→しっかりすすぎ、コントローラー

　トリートメント塗布　☆よくすすいでフィニッシュドライ→アイロン仕上げ。

before

before

after　NB8＋

after イエロー＋コントローラー (1:9) before after ブルー

after マホガニー before after　NB8＋ after イエロー

before after レッド before after ブラック before after イエロー

2. ラクトンカラーでトリートメントカラー　　

イチゴカラーで白髪染め、ラクトンカラーで色を楽しむおしゃれ染め。新しい提案のカラーです。

ヘアカラーは施術したいけれど、頭皮のストレスが気になる。そんな方に、髪を改善しながら、色が染着するトリートメントカラーです。

1. イチゴカラー＋ラクトンカラー

3.4. ラクトントリートメント 5. ティントカラー

nape　NB5

ION  COLOR

treatment color 　

 Lactone Color new menu　  

→ →

→ →

→ →

→→→

①イチゴカラー＋ラクトンカラーリタッチ
②ラクトンカラーでトリートメントカラー　
③ダメージヘアを毛髪改善する毛髪トリートメント
④1：9 でのトリートメントつやつやトリートメント
⑤ラクトンカラーのみ塗布　ティントカラー

☆　ラクトンカラーで、色々な新メニューを提案してみませんか ?

PROCESS


