Ulecy OX

ヘアカラー専用

リキッドタイプ
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ウレシーシリーズから

L6

UlecyOX

ヘアカラーの様々なお悩みに対応致します。

UlecyOX

『リキッドOXが誕生』

医薬部外品

Liquid OX 6%

ウレシーオキシL6

染毛補助剤
過酸化水素2％

ご注意

医薬部外品

●ご使用前にお読みください。

酸化染毛剤の第1剤と本品を「1：1」または
「1：2」で調合してお使いください。
<有効成分>過酸化水素水
<その他の成分>ラウリン酸ジエタノールア
ミド、POEラウリルエーテル、塩化ラウリル
トリメチルアンモニウム液、EDTA−2Na、
ヒドロキシエタンジホスホン酸液、水解コ
ラーゲン液、水解ケラチン液、BG、ポリリン
酸ナトリウム、
リン酸1水素Na、
リン酸

Liquid OX 3%

ウレシーオキシL3

染毛補助剤
過酸化水素2％

ご使用法

L3
医薬部外品

医薬部外品

○酸化染毛剤の第1剤と混合する酸化剤です。
本品を単独で使用したり、他の目的で使用し
たりしないでください。○必ず混合する酸化染
毛剤の第1剤に添付の説明書をよく読んで正
しくお使いください。○本品は美容室専用品
です。○ご使用の際には必ず適切な手袋を着用
してください。○眉毛、まつ毛には使用しない
でください。○幼小児の手の届かない所に保管
してください。○傷、はれもの、しっしん等異
常のあるときは使用しないでください。○直射
日光の当たる所、高温になる所を避けて保管
してください。○使用後は必ずキャップをして
保管してください。○幼小児には使用しないで
ください。

ご使用法
酸化染毛剤の第1剤と本品を「1：1」または
「1：2」で調合してお使いください。
<有効成分>過酸化水素水
<その他の成分>ラウリン酸ジエタノールア
ミド、POEラウリルエーテル、塩化ラウリル
トリメチルアンモニウム液、EDTA−2Na、
ヒドロキシエタンジホスホン酸液、水解コ
ラーゲン液、水解ケラチン液、BG、ポリリン
酸ナトリウム、
リン酸1水素Na、
リン酸

内容量：1L（業務用） Made in Japan
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ヘアカラー専用
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クリームタイプ

パーマ＆ストレートパーマ専用

２剤

NEW

ウレシーオキシ ６％ 1000mL

ウレシーオキシ 4.5％ 1000mL

ウレシーオキシ 3％ 1000mL

ウレシーオキシ AC3％ 1000mL

ウレシーカール T-OX 1000mL

ウレシーカール T-BR 1000mL

ウレシーカール C-OX 1000mL

ウレシーカール C-BR 1000mL

ウレシーストレート2 800g
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リキッドタイプ専用 ポンプフォーマー容器・
スクイズフォーマー容器は別売りです。

進化し続ける「 UlecyOX」の特徴
ダメージ軽減

保

湿

ポリリン酸ナトリウム
（キレート剤）

ケラチンタンパク （分子量400）
コラーゲンタンパク（分子量400）

金属イオンを不活性化することでカラー剤による
過剰反応を抑制します。

ヘアカラーにより失われるタンパク質をすばやく
補給します。

操 作 性

コスト削減

カラー 1 剤となじみが良いことで、
技術者が最も使いやすい処方に
こだわりました。

通常のオキシの約半額なので材料費
が削減出来ます。1剤とのなじみが
良く更に材料費の削減をします。

塗布例

ケラチンタンパク
コラーゲンタンパク

通常塗布

ポリリン酸ナトリウムが毛髪に残留した
金属イオンを封鎖させます。同時に
ヘアカラーとの過剰反応を抑制
することでヘアダメージが
軽減されます。

ポリリン酸ナトリウム
金属イオン

トナー（色素補充）

既染部
3％OX or L3％OX＋ノンアルカリカラー
AC3%OX＋アルカリカラー

新生部
6％OX or L6％OX＋アルカリカラー
4.5％OX＋アルカリカラー

ヘアカラーで失われる
タンパク質を補給した状態。

白髪染め
1剤
おしゃれ染め1剤

※イラストはイメージです。

2種類のパーマ専用フォーマー容器も同時発売 !!

チオパーマ用2剤

1 ：4.5％OX 1
「10LVまで」 1 ：4.5％OX
2

医薬部外品

泡で塗布することで作業効率アップとコスト削減が可能
NEW

Thio
type

※画像はイメージです。

パーマ１剤がチオの場合にお使いください。
希望のスタイルに合わせてT-BR（臭素酸塩）
T-OX（過酸化水素）を使い分けしてください。
ウレシーカール チオ 1000mL
T-BR② 臭素酸塩
6.25%
T-OX② 過酸化水素 2%

シスパーマ用2剤

※スクイズフォーマー容器はボトル中央部分を押し込むことで
泡が出ます。（ヘッド部分はロック機構になります）

ポンプ
スクイズ
フォーマー容器 フォーマー容器
200mL
150mL

Cys
type

医薬部外品

パーマ１剤がシスの場合にお使いください。
希望のスタイルに合わせてC-BR（臭素酸塩）
C-OX（過酸化水素）
を使い分けしてください。
ウレシーカール シス 1000mL
C-BR② 臭素酸塩
6.25%
C-OX② 過酸化水素 2%

既染部
L2％OX＋ノンアルカリカラー
※トナーでご使用される場合は、シャンプー台などで
ワンタッチで塗布してください。

