
商品カタログ
本当の美と健康を皆様にお届け致します。
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福祉理美容のことならライフ・ワークにお任せください。福祉理美容のことならライフ・ワークにお任せください。
★掲載商品の他にも訪問理美容アイテムも各種取り揃えております★

有限会社ライフ・ワークでは訪問美容事業部「かめや」による福祉理美容の事
業展開により培った、〝訪問理美容〟のノウハウや〝福祉用具〟等のオススメアイ
テムのご紹介等をしております。
福祉理美容をこれから始めたい、さらに拡大したい、関心があるサロン様や、理
美容師の皆様がございましたら、どんなことでもお気軽にお問合せください。

090-1093-8133●お問合せは村瀬雄哉まで

●ヌードネイル グラスネイルシャイナー

1,600円（＋税）

キズついた爪やツヤのない爪を
これ１本で〝つるつや〟ネイルに
●グラスネイルシャイナーは…
①ケアと同時にトップコートの光沢が。
②一度のケアでトップコート光沢が４時
間持続。
③水洗い後、専用ケースで清潔に保管。

●スパイキーグリークス〈No11、No21、No31〉
 　〈ヘアスタリング〉

〈60g〉1,400円（＋税）

ツヤ感もセット力も自由に操る
３タイプの〝グリース＋ワックス〟
グリース成分とワックス成分の配
合比率を変えた３タイプのハイブ
リットスタイリング剤です。
お好みの仕上がりを選べて、シャン
プーで簡単に洗い流せる、良いとこ
取りのアイテムです。

●BHPCひざ掛け
　〈ネイビー・オレンジ・グリーン〉

〈70×100cm〉 840円（＋税）

今年の冬はビバリーヒルズポロクラブの
ひざ掛けでお客様の足元をサポート！」
触り心地も、暖かさも抜群。
サロンでもご自宅でもご愛
用いただける、とても温か
いアイテムです。

●マイスターST-03

※グレードの高い、ST-01、ST-02もあります。

3,800円（＋税）

人毛100%。この品質でこの価格。
質の良いウィッグです。
カットやパーマも思いのまま！
カラー：自然色
毛丈：フロント30cm、トップ 33cm、
　　　サイド 20cm、ネープ 25cm
頭周り：52cm

●キズ保護パッド フィットバン

〈50枚入〉1,400円（＋税）

抜群のフィット感で完全防水、
曲げても剥がれにくい
キズ保護パッドです。
水に強くて蒸れず、ハードな動きに
も剥がれにくい、極薄透明のプロ用
サイズのキズ保護パッドです。
常に常備しておきたい必需アイテ
ムです。

●毛髪ミネラル検査〈検査料金〉10,000円（＋税）

〝毛髪〟は健康のバロメーターです。
【毛髪ミネラル検査】承ります。
お客様の毛髪から、毛髪ミネ
ラル測定機器（ICP-MS）によ
るミネラル測定検査（有害金
属6元素＋必須ミネラル13元
素＋参考ミネラル7元素）を行
い、「毛髪ミネラル検査結果
表」と「ミネラルガイド」を提供
いたします。

検査結果の他に、
　　栄養・献立アドバイスも
　　　　　　　　含まれます。

検査結果の他に、
　　栄養・献立アドバイスも
　　　　　　　　含まれます。

検査結果まで
お日にちを
頂きます

New item 今、話題のとても便利な新アイテム
をご紹介いたします。新アイテム



スキンケア シリーズ
コスメ・デ・キレートのスキンケアシリーズはいつまでもみずみずしい、健やかな
肌づくりとして「ターンオーバー」に着目。年齢を重ねた肌のサイクルを整え、ク
リアで美しい素肌へと導くことを追求したシリーズです。

メイクや余分な皮脂にしっかり馴染み、鉱
物油フリー等、肌に負担の少ない処方でお
肌をやわらげ、くすみを落とします。ハチミ
ツコンプレックス（保湿成分）、乳酸桿菌/ザ
クロ果実発酵エキス（角質柔軟成分）配合。

マイルド 
クレンジングリキッド

●マイルド クレンジングリキッド
　〈クレンジング〉

〈120ml〉 3,000円（＋税）

酵素のチカラで古い角質や皮脂汚れを
取り除くパウダー洗顔料です。一度の洗
顔で保湿。美容成分が浸透しやすいお肌
へと導きます。パパイン酵素（角質柔軟成
分）、カミツレ花エキス（保湿成分）配合。

●マイルド フェイシャル ウォッシュ
　パウダー〈洗顔パウダー〉

〈45g〉 3,000円（＋税）

洗う

スフィンゴミエリンリボソームなど「セラ
ミド」に着目し、角質から潤し、肌をみずみ
ずしく健やかに保ち、肌荒れを防ぎます。
通常の２倍の保水力と水分保持力を持つ
スーパーヒアルロン酸（保湿成分）配合。

ブライトニング
フェイスローション

●ブライトニング フェイスローション
　〈化粧水〉

〈120ml〉 4,000円（＋税）

潤す

ブライトニングに特化した美容液。紫外線ダメージをケアし、明るくキメの整っ
た素肌づくりをサポート。透明感あふれる美肌へと導くグラブリジン（保湿成
分）や、アルブチン（整肌成分）などを高濃度で配合。ブライトニング

エッセンス ●ブライトニング エッセンス〈美容液〉〈45g〉 10,000円（＋税）

導く

みずみずしいモイスチャーと高級感の
あるエモリメント、高い持続性を持つ２つの保湿で内側
からふっくら柔らかく、ハリと弾力のある素肌を育むク
リームです。コエンザイムQ10（保湿成分）、トラフグコ
ラーゲン（保湿成分）配合。

ブライトニング
モイスチャークリーム

●ブライトニング モイスチャークリーム〈保湿クリーム〉

〈50g〉 6,000円（＋税）

守る

マイルド フェイシャル
ウォッシュパウダー洗う

フルボ酸含有植物発酵エキス

無農薬・有機栽培で育てた植物を発酵させたエキスから抽
出した、フミン酸を一切含まない高純度フルボ酸は、ビタ
ミンやミネラルなどのカラダに必要な成分をしっかり届
け有害物質を吸着して排出する代謝機能を促進し、免疫バ
ランスの調整を促します。植物性乳酸菌トレイルエスワン
や有要なアミノ酸等を配合した健康飲料です。

●健康飲料ヴィーダフル
　〈清涼飲料水〉

〈100ml〉14,000円（＋税）
【３本セット】40,000円（＋税）

カラダが必要とする栄養素を届け、体内バランスを整える。
毎日の健康と美容をサポートする本物志向サプリメント。

飲む
フルボ酸

Skin 

アクア ビューティー シリーズ
潤いバランスを整えることで、カラー、パーマやエステの施
術クオリティーを高め、人と環境にも優しい、幅広い用途で活
用できるマルチケア対応の全身用化粧品シリーズです。

フルボ酸をはじめ、髪や肌に保湿効果の高いヒアルロン酸や、ス
テビア発酵エキスなどの植物発酵エキスを配合。
肌や髪の水分バランスを整え、ハリと弾力のある健やかな状態へ
と導きます。

髪に肌を健やかにする全身用化粧水
アクア ビューティーローション

●アクア ビューティーローション（ABローション）
　〈全身用化粧水〉

〈500ml〉 4,500円（＋税）

●プレスイ〈化粧水〉

■プレスイでお肌の〝プレケア〟を

〈500ml〉 4,200円（＋税）

ヒマワリ種子エキスなどの植物性セラミド
保湿成分を配合し、肌や髪のダメージ部分
を補い、更なる保湿力をサポートします。
ヘアスタイリングやボディマッサージにも
適した多機能ゲルです。

肌におだやかな天然水を
ベースとし、スフィンゴミエ
リンリポソームを配合。さら
にダイコン根エキスを乳酸
桿菌で発酵させた植物性防
腐成分を厳選し、保水効果と
肌への刺激をできる限り少
なくする処方にこだわりまし
た。お肌に柔らかさを与え、
キメの整った素肌へと導き
ます。

〝プレケア〟とは、クレンジング、洗顔後の化粧水を使用する前
に行う素肌ケアのことです。プレスイの成分が角層を整え、美
容成分をスムーズに届けるルートをつくります。使用する化
粧品のスキンケア効果を最大限に引き出すことが〝プレケア
〟の目的です。

全身に使える多機能ゲル

アクア ビューティーゲル

●アクア ビューティーゲル（ABゲル）
　〈全身用化粧水〉

〈270g〉 5,000円（＋税）

〈2000ml〉10,000円（＋税）

アクア ビューティー シリーズ

プレスイ

スキンケア アイテム
天然水をベースに、各アイテムに
最適な機能性を発揮する成分を
厳選したスキンケアアイテム。

美しくなろうとする〝チカラ〟 ヴィーダフルのコスメ・デ・キレート

Care



サプリEXプライムカラー

塩基性染料を追求した肌に優しいノンジアミンカ
ラーです。
トリートメント効果で髪を傷めず、１回で４～６レベ
ルの染めが可能。手順はいつものカラー施術と同じ
で簡単で、コストも安く気軽に使えるカラー剤です。

●サプリEXプライムカラー
　〈ブラック、ダークブラウン、ナチュラルブラウン、
　　ウォームブラウン、クリア、ブルー、イエロー、レッド〉

●サプリEXプライムカラーアテンド
　〈２剤〉

〈250g〉1,750円（＋税）

〈120g〉1,250円（＋税）

〈500g〉2,500円（＋税）

ジアミンかぶれや、滲みやすい方に
今、注目のノンジアミンカラー。

Recommended Itemオススメ アイテム

※ブルー、イエロー、レッドは250gのみ

オウラフルBBクリーム

好評のファンデーション機能はもちろん、美容液、化粧下
地、乳液、コンシーラー、日焼け止めとしても使えるBBク
リームです。
今、話題の体内細胞からコラーゲンをつくりだす、画期的
なエイジングケア成分〝ナールスゲン〟を新たに配合した
万能クリームとして生まれ変わりました。

●オウラフルBBクリーム
　〈ナチュラル〉

〈40g〉5,000円（＋税）

生体融合型光触媒トリニティーにh-EGF、そして話題の
エイジングケア成分〝ナールスゲン〟配合の万能クリーム。

オウラフルリップガード

●オウラフル リップガード
　〈無香料〉

［2016年７月26日発売予定］

2,500円（＋税）

生体融合型光触媒「トリニティーZ」配合の世界初のリップ
クリームが、容器と成分配合も新たにリニューアルいたし
ました。機能性を高めた高級感溢れる容器に変更し、より
良いつけ心地を追求した成分配合に改良。もちろん潤いを
与え続けるトリニティーの光触媒機能はそのままです。

生体融合型光触媒トリニティーを配合した唯一のリップクリーム。

ケイ素「ZIP」シリーズ

カラダに必要なカルシウムを運搬し、骨中の
ミネラル形成の促進を行うのに不可欠なケイ
素。肌の張りを保つ重要な成分をまとめる役
割も。水溶性ケイ素は純度99%のシリカ（水晶
石）を燃焼、濃縮溶解させ抽出した溶液です。

●ZIP UMO 
　水溶性ケイ素

〈500ml〉20,000円（＋税）
〈100ml〉 7,300円（＋税）
〈50ml〉 4,000円（＋税）

ZIP UMO 水溶性ケイ素
飲み物や料理スープ等に
数滴入れてお召し上がりください

ケイ素・ヒアルロン酸・コラーゲン・エラス
チン・コエンザイムQ10・ビタミン・ミネラ
ル等の健康栄養成分をお湯、冷水、炭酸水
などで希釈して簡単に摂っていただけるド
リンクです。純粋カナダ産ハチミツと国産
柚子の甘酸っぱい香りでリフレッシュ！

●ZIP Balance Drink 〈希釈タイプ〉
〈500g〉3,500円（＋税）

ZIP Balance Drink
美容と健康にホットでも
アイスでも美味しい希釈タイプ

アロエエキスをはじめ、ガゴメ（昆布）エキ
スなどの成分とフルボ酸との相乗効果に
より、豊かな泡立ちで汚れをすっきりと取
り除き、ハリのある頭皮と根元が弾む様な
頭皮環境を整えます。

スカルプ シャンプー

●スカルプ シャンプー〈頭皮用シャンプー〉

〈300ml〉 6,800円（＋税）

スカルプ ＆ ナチュラル シリーズ

スージングスパ ローション

毛穴すっきり、使い続けて実感の髪のツヤとボリューム。トラブルに負けない健や
かな頭皮環境を整えるスカルプシリーズと、潤い成分で優しく包み込み、艶やかさ
としなやかさを育みコンディショニング力に優れたナチュラシリーズです。

スカルプ スカルプ エッセンススカルプ

ヒアルロン酸の２倍の保
湿力を持つポリクオタニ
ウム-51や、頭皮の荒れを
防ぐステビア発酵エキス
を配合したアミノ酸系
シャンプーです。ふわりと
軽くつややかな髪に仕上
がります。

ナチュラル 
シャンプー

●ナチュラル シャンプー
　〈保湿用シャンプー〉

〈300ml〉 3,800円（＋税）

ナチュラル

フルボ酸とアロエエキスを贅沢に配合し、
アミノ酸やビタミン、機能性ペプチドなど
を加えた頭皮の環境づくりに特化した美
容液。マッサージしながらの頭皮ケアでハ
リ・コシ・ツヤのある髪へ導きます。

●スカルプ エッセンス〈頭皮用美容液〉

〈150ml〉12,000円（＋税）

エモリント成分を配合、傷
んだ髪にハリと潤いを与
え、帯電や枝毛・切れ毛を
防ぎ、しなやかな髪に仕上
げます。有効成分の浸透
を妨げること無く、ダメー
ジを与える熱や摩擦から
髪を守ります。

天然水をベースとし、アロエフェロック
ス葉エキスやオクタペプチド-1、アセチ
ルヘキサペプチド-1を配合、フルボ酸と
の相乗効果で積極的に頭髪のエイジン
グケアをサポートします。くし通りの良い
しなやかで軽い仕上がりを導きます。

ナチュラル 
コンディショナー

●ナチュラル コンディショナー
　〈保湿用コンディショナー〉

〈120g〉 3,800円（＋税）

ナチュラル

保湿をキープし、まとまり
のある髪へと導くヘアケ
アローション。吸着型ヒア
ルロン酸がパサついたダ
メージヘアを包み込み、セ
ラミド２が乾燥ダメージ
から毛髪や頭皮を保護す
る役割を担います。

ナチュラル 
ローション

●ナチュラル ローション
　〈頭髪用化粧水〉

〈300ml〉 3,800円（＋税）

●スージングスパ ローション
　〈頭髪用化粧水〉

〈2000ml〉

10,000円（＋税）

ナチュラル

■スージングスパで癒しの時間を
スージング【Soothing】とは、「恐れと不安から解放する」「肉体的苦痛を軽減する」などを意
味します。〝スージングスパ〟はリラクゼーション効果の高い施術と共に、頭皮の脂質を除去、頭
皮の環境を整え、なめらかで美しい髪へと導きます。

美しくなろうとする〝チカラ〟 ヴィーダフルのコスメ・デ・キレート

Hair Careヘアケア アイテム



Useful item
ユースフル アイテム

普段のサロンワークはもちろん、在宅訪問や施設訪問等、
様々なシチュエーションで役に立つ、大好評のアイテムです。

ボリュームアップ成分とキューティクル補修成分のW効
果で加齢・ダメージ等で失いがちなボリューム感を補い
ます。うす毛・目立つ分け目・細毛が気になる方に。

●ふわっとメイク　〈ヘアスタイリング〉

〈120g〉 1,500円（＋税）

ふわっとメイク

オルガ オイル 早染めカラー

フレグラ ウォーター

老けた
印象が…

若 し々い
印象に！

薄毛や気になる細毛も
〝ふわっと〟ボリュームアップ！

加齢臭や、頭皮・髪の臭いを抑えるダブル消臭機能と、頭
皮に美容成分を補給する美容液機能を持つ、オールシー
ズン対応の頭髪の美容液。頭髪への潤い効果も。

●フレグラ ドレスウォーター〈リリー・オーキッド・マーガレット〉

〈100ml〉 1,400円（＋税）

気になる臭いを抑えて香る頭皮と髪の美容液

天然精油100%のアロマで、肌や髪にべとつかずに、しっ
とり潤い、ヘアトリートメントからスキンケアまで使える
ヘア＆スキンオイル。特に乾燥が気になる方に。

●オルガ ポタニカルオイル　〈ローズ〉

〈80ml〉 2,500円（＋税）

髪から足の先まで全身に使える
トリートメントオイル。

シルクプロテイン（毛髪補修成分）配合。４種の植物エキ
ス（保湿成分）配合。長時間の施術が難しい方や、部分染め
時に特にオススメです。

●プロ用ラピートヘアカラー　〈70・60・50・40N〉

1,800円（＋税）

好きなところへ好きなだけ。
髪にやさしいプロ用ヘアカラー。

W消臭成分

フレグランス

＋

●洗い流さないヘアトリートメン
トとして　●頭皮地肌のクレンジ
ングオイルとして●傷んだ髪の
オイルパックとして　●お風呂上
がりの全身スキンケアとして

早染め５分！
カチオン処方で

手触りが良い仕上がりに。

〈１剤・２剤各60g×３本〉

刃には高品質防錆加工のステンレスを採用。肌にあたる刃の部分を丸くした優しい刃
あたり設計。フル充電にかかる時間はわずか90分。【コード/コードレス仕様】なので急
なお客様でも大丈夫。スリムなボディで、スタイリッシュなトリマーです。

状態が一目で分かる
ディスプレイ

安定した出力の
リチウム電池 90分でフル充電 国内・海外両使用

●アイビル プロトリマー AT-15G06 12,000円（＋税）

アイビル プロトリマー
使って実感。サロンスタッフ様に大好評の新世代トリマー

これまでのドライヤーの常識を超えた、今理美容サロンで話題の「ス
カルプドライヤー」です。

●YA-MAN スカルプドライヤー 〈パールホワイト〉 18,000円（＋税）

スカルプドライヤー
頭皮ケアする新発想の常識を変えたドライヤー。

遠赤外線で内から
やさしく乾かす。

振動ブラシでの
もみほぐしケア。

育毛剤浸透率が
1.5倍

スカルプヘッド（大・小あり）

Point 1 Point 2 Point 3Point 1 Point 2 Point 3

エアリーミストスプレー フェイスクレンジングフォーマー

●アイビル エアリーミストスプレー
　〈スプレー容器〉 〈白、黒〉
〈容量300ml〉1,400円（＋税）

●フェイスクレンジングフォーマー
　〈ホワイト、ブルー、ピンク〉 1,000円（＋税）

霧のようなミストを連続して噴霧できる、特殊
なトリガーを採用した大人気のスプレイヤー
です。

石鹸のパウダー・固形・フォームを問わず、何でもクリームの
ような使用感抜群の泡を作ることができます。

ガス不要、１プッシュで霧のようなミストが。
使って実感！大好評のスプレイヤー

たった10秒で生クリームのような
モッチモチの泡をつくりだす優れもの！

美容革命Bioprogramming テクノロジーで
髪を美しくつくり変える。

あのヘア
ビューザーが進化!!
最高傑作。
驚きのツヤと指通りを実現。
●LUMIELINA ヘアビューザー 2D PLUS

33,000円（＋税）

低温でカールができ、
使うほど、髪が潤う。
魔法のヘアアイロン。
●LUMIELINA ヘアビューロン

25,000円（＋税）

「絹の手触りを実感」
これまでの常識では考えられなかった
髪のダメージからの解放。
高温で無くとも、しっかり伸ばせます。
●LUMIELINA ヘアビューロン ST

35,000円（＋税）

“魔法の風”で
美髪・美肌をつくる
新発想アイテム。
●LUMIELINA ヘアビューザー２

22,500円（＋税）
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