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美容成分を圧倒的※1量で贅沢配合。大人の髪ダメージを洗い流し、
ふわっとまとまる美髪へ！
リペアシャンプー

ヘアコラ

インナートリートメント

HAIR COLLA『Repair Shampoo』
『Inner Treatment』
2019年1月25日
（金）新発売！
プラセンタ商品売上げNo.1※2 であり、原液美容のパイオニア、
株式会社協和
（東京都新宿区、
代表取締役：堀内泰司）
が運営
フラコラ

リペアシャンプー

ヘアコラ

するfracoraは、大人の髪と頭皮悩みにトータルに応え、美しい艶髪へ導くHAIR COLLAシリーズから、
『Repair Shampoo』
インナートリートメント

『Inner Treatment』
を、
2019年1月25日
（金）
に通信販売にて発売いたします。

〈開発の背景〉

※3
■ 毎日のシャンプーでエイジングケア。
自分らしいヘアスタイルを楽しめる若々しい髪・頭皮環境へ！
フラコラ

fracoraは年齢とともに加速する髪の悩みや印象の変化に応えるため、同月
「洗う」

「補修する」
「 染め上げる」
アイテム群を同時発売しトータルヘアケアを提案。いくつに

なっても自分らしいヘアスタイルを楽しむ大人を応援します。
シャンプー・トリートメン

トでは、毎日のヘアケアで髪ストレスをやさしくすっきり洗い流しながらダメージケア
できる処方を追求。
カラーリング等による傷み・パサつき・ハネやうねりに悩む大人の
髪と頭皮に必要な美容成分をたっぷり配合し、
ワンランク上の美髪を叶えます。

〈製品特長〉

■「毛髪＆頭皮 W ケア プログラム」で美容成分の浸透

※4

を最大化 ！
※1

一般的なトリートメント成分はカチオン成分ですが、過剰に塗布すると頭皮の負担になることも。
そこでノンカチオンでもトリー

トメント効果がある
「プレトリートメント効果」
のあるシャンプーを開発。
「高浸透※4ディープ補修」機能を持つトリートメントとセッ
※1
ト使用することで、頭皮に負担をかけることなく、髪へ美容成分をしっかりと吸着・浸透 ※4させ、補修効果を最大化。
ダメージを集

中補修すると同時に、本来の健やかな髪が育つ頭皮環境へと整える、
フラコラ独自の
「毛髪＆頭皮 Wケア プログラム」
です。
プレトリートメント効果
シャンプー後

「プレトリートメント成分」

独自の「プレトリートメント成分」
で
コーティングされ、
トリートメントを引き寄せやすい状態に

プレトリートメント効果がないと・・・

トリートメント塗布時
「高浸透※4ディープ補修」
機能を持つ
トリートメント成分

プレトリートメント
効果があるから
ノンカチオンで
頭皮にやさしい

「高浸透※4ディープ補修」機能を持つ
トリートメントが瞬時にピタッ！※5
毛髪内部へ浸透※4し、
ダメージを集中補修

トリート
メント成分
プレトリート
メント成分なし

洗髪後の髪には、
プレトリートメント
効果なし

ノンカチオンではトリート
メント成分の吸着が弱く、
少ししか浸透しない
＊フラコラシリーズ内での比較

■ 香る “スカルプケア” 成分で心地よく理想的な頭皮環境へ
こだわりのジャスミンリリーの香り。洗うたびに頭皮全体を心地良い香りで包みこみ、硬くなっている頭皮まで、
やさしくほぐす

ように気持ちよく洗い上げて、本来の若々しい髪に導く頭皮環境へ整えます。

Repair Shampoo（リペアシャンプー）

Inner Treatment（インナートリートメント）

■ 美容成分を圧倒的 量で贅沢配合。美容液で洗うシャンプー

■「高浸透※4ディープ補修」
で毛髪から頭皮環境までケア

なコクのあるクリーム状のシャンプーです。

うに毛髪内部へ浸透※4し、
ボリューム不足でパサつきがちな大

※1

美容成分を圧倒的※1な量で贅沢に配合！美容成分リッチ

人の髪を補修。大人の髪特有のくせ・うねりをほぐして、乾かす

毛髪バイタルコラーゲン※6
浸透性 ※4を高めた ※1 美容成分が毛髪内部からダメージ

ホールを集中補修。髪の芯へハリ・コシ・うるおいを与えます。
補修型オイルケラチン※7

植物性グロスコートオイル※8

美容オイルが傷んだキューティクルの凹凸に密着し保護。

艶に満ちたなめらかな指通りをもたらします。
ラウレスフリー

ノンシリコン

スキンケア発想の高濃度美容成分がつけた瞬間とけ込むよ

だけでサロン帰りのような、
ふんわりまとまりやすい髪へ。
毛髪バイタルコラーゲン※6

補修型オイルケラチン※7

グロースアップペプチド※9
ヘアチャージアミノ酸 ※10
シャンプーと共通の美容成分に加え、頭皮を保湿ケアする

ペプチドや、毛髪にうるおいを与えるアミノ酸を豊富に配合。
ノンシリコン

ノンカチオン

ノンシリコン、
カチオン系界面活性剤フリー。髪にも頭皮に

髪と頭皮へのやさしさを第一に考えた、低刺激処方。
負担

もやさしく、健やかな髪へ導く環境を整えて、髪密度をケア。

なく心地よく洗い上げ、続けるほど美しい髪へと導きます。

濃厚な美容成分でダメージを集中補修！
＊効果を保証する
ものではありません。

■ 補修洗浄成分

洗浄成分は汚れへ、補修成分は傷みへそれぞれ働き

＊HAIR COLLA
『Repair Shampoo』
併用

かけ、汚れを落としながら洗髪中の傷みから髪を守り、
ダメージを濃密補修します。
〈製品概要〉

ヘアコラ

ケア前の傷んだ毛髪

リペアシャンプー

製品名：HAIR COLLA『Repair Shampoo』

主な美容成分：加水分解コラーゲンエキス、
イソステアロイル

〈製品概要〉

ヘアコラ

HAIR COLLA『Inner Treatment』でケア後の毛髪
インナートリートメント

製品名：HAIR COLLA『Inner Treatment』

主な美容成分：加水分解コラーゲンエキス、
イソステアロイル加水分解ケラ

加水分解ケラチン
（羊毛）
（毛髪補修成分）、
プラセンタエキス

チン
（羊毛）
（毛髪補修成分）
、
プラセンタエキス
（保湿成分）
、
シア脂
（保湿成分）
、

フリー処方：無着色、
パラベンフリー、
鉱物油フリー、
アルコールフリー

フリー処方：無着色、
パラベンフリー、鉱物油フリー

価格：2,667円（税込） 2,470円（税抜）

価格：2,667円（税込） 2,470円（税抜）

（保湿成分）、
オリーブ果実油（保湿成分）、他
内容量：220g

発売日：2019年1月25日（金）
販売：通信販売
ヘアコラ

リペアシャンプー

オリゴペプチド-74
（保湿成分）
、
アセチルヘキサペプチド-1
（保湿成分）
、
他
内容量：220g

インナートリートメント

■HAIR COLLA『Repair Shampoo』
『 Inner Treatment』ウェブサイト
（発売日より有効）
http://www.fracora.com/products/cosme/detail.html?prod̲id=32200101

〈こんな方へおすすめ〉

� いつまでも思い通りのヘアスタイルでおしゃれを楽しみたい方。

� 毎日のヘアケアで傷んだ髪を補修し、ハリ・コシ・ツヤを与えて、
ふんわりまとまる若々しい髪を目指したい方。
� カラーリングやエイジングによるパサ付き・ダメージ・ハネ・うねり・ボリューム不足の髪印象が気になる方。

※1 フラコラシリーズ内で ※2 H・B フーズマーケティング便覧 2014~2018 No.2 2012〜2015 年商品実績（株）富士経済 ※3 年齢に応じたお手入れ ※4 髪の内部まで ※5 使用感のこと
※6 加水分解コラーゲン（ハリ・コシパック成分） ※7 イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛）（毛髪補修成分） ※8 オリーブ果実油（毛髪補修成分）
※9 オリゴペプチド -74、アセチルヘキサペプチド -1（頭皮コンディショニング成分） ※10 アラニン、アルギニン、アスパラギン酸、イソロイシン、グリシン、セリン、トレオニン、バリン、
ヒスチジン、フェニルアラニン、プロリン（毛髪補修成分）

会社概要
●会社名 ： 株式会社
●設立 ： 1960 年

●住所 ： 〒160-0023

協和
東京都新宿区西新宿 1-22-2 新宿サンエービル 9F

●代表取締役 ： 堀内 泰司

●事業内容 ： 化粧品・美容健康食品の販売（通信販売・店舗販売）
ブランド名『フラコラ』 http://www.fracora.com/

