
■株式会社ガモウ本社

取扱代理店問い合せ先

〒107-0062 東京都港区南青山2-5-17 8F
TEL 03-5414-6581（代）
http://www.gamo.co.jp 

〒604-0035 京都府京都市中京区釜座通
二条下ル上松屋町690-1
TEL.075-221-4152
http://www.gamo-kansai.jp 

東京営業本部（東京都港区南青山5丁目）
東京支社（東京都杉並区）
立川営業所（東京都立川市）
千葉支店（千葉県千葉市）
神奈川中央支店（神奈川県大和市）
横浜支店（神奈川県横浜市）
藤沢支店（神奈川県藤沢市）
埼玉支店（埼玉県さいたま市）
高崎支店（群馬県高崎市）
小山支店（栃木県小山市）
新潟支店（新潟県新潟市）
長野支店（長野県長野市）
仙台支店（宮城県仙台市）
盛岡支店（岩手県盛岡市）
名古屋支店（愛知県名古屋市）
岡崎支店（静岡県岡崎市）
福岡営業所（福岡県福岡市）

■株式会社ガモウ関西京都本社

大阪支社（大阪府大阪市）

〒700-0862
岡山県岡山市北区清輝本町8-13
TEL.086-225-0575 
http://gamo024.com 

■株式会社オーニシ

高松営業所（香川県高松市）

外商センター（熊本県熊本市）

〒060-0002
北海道札幌市中央区北2条西14丁目3-30
TEL.011-208-2500 
http://www.gamo-hokkaido.jp 

■株式会社ガモウ北海道本社

統括本部（北海道札幌市）
北見支店（北海道北見市）
帯広支店（北海道帯広市）
釧路営業所（北海道釧路市）
函館営業所（北海道函館市）
旭川営業所（北海道旭川市）
苫小牧営業所（北海道苫小牧市）
小樽分室（北海道小樽市）

〒305-0881
茨城県つくば市みどりの1-2-4
TEL.029-896-3298 

■株式会社ガモウつくば本社

いわき営業所（福島県いわき市）

〒920-0902 石川県金沢市尾張町1-4-12
TEL.076-264-3221
http://www.hikota.com 

■株式会社彦田本社

小松支店（石川県小松市）
七尾支店（石川県七尾市）
福井支店（福井県福井市）
富山支店（富山県富山市） 〒861-8038

熊本県熊本市中央区水道町10-2
TEL.096-380-7771 
http://www1.bbiq.jp/wasizu/

■株式会社ワシズ

〒736-0085
広島県広島市安芸区矢野西5-13-24
TEL.082-888-1188 
http://www.gamo-w.jp/

■株式会社ガモウ広島本社

大手町オフィス/スタジオ(広島県広島市)

OLAPLEXって何をしている会社から発売されているの？
OLAPLEX製品のみを扱う、美容専売メーカーです。アメリカのカリフォルニアにて2013年に発売され、Dr.エリック・プレスリーと
Dr.クレイグ・ホーカーという科学界でドリームチームと呼ぶべき世界を代表する科学者によって開発されました。

Q 1.
A 1.

Q 2.
A 2.

アレルギーは起こさないのか？
海外約140ヵ国にて展開しておりますが、現状起きていません。

Q 3.
A 3.

シリコーンは入っているのか？
入っておりません。他にも、硫酸・フタル酸・ジエタノールアミン・アルデヒドフリーです。

Q 4.
A 4.

エイジング毛やグレーカラーに対しての効果はどうか？
タンパク質に働きかけることにより、柔らかさを残しつつもナチュラルなふわっとした立ち上がりを演出します。また、繰り返された
グレーカラーによるダメージをケアすることでパサつきを抑え、なめらかでまとまりのあるスタイルを手に入れられます。

Q 5.
A 5.

しみにくくなるのか？
そのような科学的根拠はございません。

Q 6.
A 6.

ダブルカラーでの使い方は？
それぞれのブリーチ&カラーでの使用手順がベースとなります。しかし、サロン様での料金体系や時短施術などによっては
ブリーチ施術のブリーチ剤お流し後、カラー施術へとお進みください。

製品ラインナップ
PRODUCTS LINE-UP

No.3 Hair Perfecter

100ml

No.1 Bond Multiplier

100ml/525ml

- 主要成分：ジマレイン酸
- pH 3.5
- 髪の内側へ作用
- サロンケア

No.1 ボンドマルチプライヤー

No.2 Bond Perfecter

100ml/525ml/2000ml

- 主要成分：ジマレイン酸
- pH 4.5
- 髪の内側と外側へ作用
- サロンケア

No.2 ボンドパーフェクター

- 主要成分：ジマレイン酸
- pH 4.5
- 髪の内側と外側へ作用
- ホームケア

サロンイントロキット
（No.1 525ml×1、No.2 525ml×2）

お問い合わせください ―

スタイリストキット
（No.1 100ml×1、No.2 100ml×2）

お問い合わせください ―

No.3 ヘアパーフェクター 100ml
（ホームケア用） お問い合わせください お問い合わせください

No.2　ボンドパーフェクター 2000ml お問い合わせください ―

Questions and Answers

製品 サロン価 上代

No.3 ヘアパーフェクター

Q 7.
A 7.

No.3をシャンプー後に使用した場合どうなるか？
問題はありませんが、推奨使用工程の方がより効果が見込めます。

Q 8.
A 8.

通常ドライでのカラー塗布をしている場合、No1.ミクスチャー使用後にドライして良いか？
問題はございませんが、操作性が悪くなる可能性が高いため、ウェットでの塗布を推奨します。



No.1は原液でも使用できるが、超ハイダメージ毛でない限り原液で使用する

必要はない為、「No.1ミクスチャー」を使用を推奨します。

ミクスチャー配合率はNo.1 : 水 ＝ 1 : 6（※1参照）。

ショート
ミディアム
ロング

No.1、No.2使用量目安
※1

No.1
3ml
7.5ml
15ml

：水
：18ml
：45ml
：90ml

使用する前に ～ No.1ミクスチャーを作る～

【No.1】

ショート
ミディアム
ロング

Start
Finish

Start Finish

●

オラプレックスの使い方
HOW TO USE OLAPLEX

施術内容

カラー

薬剤 No.1 使用量目安
ブリーチ

ブリーチ
（ラップ使用・フォイルワーク）

1 剤に対して

1剤に対して

1剤に対して

1剤、2剤
それぞれに対して

1剤、2剤それぞれ
60ml に対して 1ml

1 剤 60g 毎に 1ml

1 剤 30g 毎に 2ml

1 剤 30g 毎に 1ml

（コールドパーマ・
 デジタルパーマ・
 ストレートパーマ）

パーマ

※ 仕上がりを軽くしたい場合はシャンプー推奨

シャンプー

Start Finish

ドライせずに
カラー剤塗布

カラー剤お流し
シャンプー＆
トリートメント

● お流し●

ワインディング

※ 使用する薬剤によって塗布回数は変わります

パーマ 2剤塗布中間水洗パーマ１剤塗布 パーマ 2剤お流し トリートメント

シャンプー パーマ１剤塗布
アイロン又は、

ホット系パーマ器材 パーマ 2剤お流し お流し

No.1 ミクスチャーを根元から毛先に満遍なく
塗布し、よく揉みこみ、コーミング。 
⇒5分以上放置。

●

No.1 ミクスチャーを根元から毛先に満遍なく
塗布し、よく揉みこみ、コーミング。 
⇒5分以上放置。

●

No.1 ミクスチャーを根元から毛先に満遍なく
塗布し、よく揉みこみ、コーミング。 
⇒5分以上放置。

●

No.1 ミクスチャーをパーマ施術箇所に塗布。
⇒5分以上放置。

●

●

薬剤を浸透しやすくするため、水気をしっかり取る。
No.2 を根元から毛先まで適量塗布し、よく揉みこみ、
コーミング。  ⇒5 分以上放置。

薬剤を浸透しやすくするため、水気をしっかり取る。
No.2 を根元から毛先まで適量塗布し、よく揉みこみ、
コーミング。  ⇒5 分以上放置。
※ 放置時間の延長や、加温することで効果の向上が見込めます

薬剤を浸透しやすくするため、水気をしっかり取る。
No.2 を根元から毛先まで適量塗布。
⇒5分以上放置。
※ 放置時間の延長や、加温することで効果の向上が見込めます

ホームケア

Start Finish

※ 放置時間の延長や、加温することで効果の向上が見込めます

髪の長さに応じて、5～20ml 程度手に取り、根元から
毛先まで適量塗布し、よく揉みこむ。  ⇒5 分以上放置。

● お流し
シャンプー＆
トリートメント

（　　　　 ）No.1ミクスチャーをパーマ施術箇所に塗布。 
⇒5分以上放置。

※メーカー推奨

今までには実現出来なかったスタイルの可能性を広げます。

世界中で認められた、真のオリジナル。
ダメージ補修力。毛髪耐力。

（ジマレイン酸ビスアミノプロピルジグリコール）

カラー・パーマなどのケミカル施術を始め、ドライヤー・アイロンなどの熱、ブラッシング・

ヘアゴムなどの摩擦、紫外線・外気・エアコンなど、生活のあらゆる場面で毛髪はダメージ

をうけ、結合も壊れてしまいます。

毛髪(S-S結合)のダメージによるシステイン酸の生成、タンパク質やキューティクルの欠如

などのダメージ進行を、オラプレックスが採用した日本初の新成分がケアすることで、

毛髪本来の美しさと強さをもたらします。

Bis -Aminopropyl Diglycol Dimaleate

日本初の新成分を採用。

Start Finish

No.1 ミクスチャーを根元から毛先に満遍なく
塗布し、よく揉みこみ、コーミング。 
⇒5分以上放置。

● ●

薬剤を浸透しやすくするため、水気をしっかり取る。
No.2 を根元から毛先まで適量塗布。
⇒5分以上放置。
※ 放置時間の延長や、加温することで効果の向上が見込めます

●
ドライせずに
ブリーチ剤塗布

ブリーチ剤お流し
シャンプー&
トリートメント

お流し

（　　　　 ）No.1ミクスチャーをブリーチ施術箇所に塗布。 
⇒5分以上放置。

※メーカー推奨

Start Finish

No.1 ミクスチャーを根元から毛先に満遍なく
塗布し、よく揉みこみ、コーミング。 
⇒5分以上放置。

● ●
シャンプー&
トリートメント

薬剤を浸透しやすくするため、水気をしっかり取る。
No.2 を根元から毛先まで適量塗布し、よく揉みこみ、
コーミング。  ⇒5 分以上放置。
※ 放置時間の延長や、加温することで効果の向上が見込めます

パーマ 2剤塗布

※ デジタルパーマの場合、使用する薬剤によって塗布回数は変わります

【No.2】

10ml ～
15ml ～
20ml ～

カラー施術 ＊ドライからNo.1 ミクスチャーを使用する方が効果の向上が見込めます
＊ハード系のスタイリング剤を使用している場合、プレシャンプーをお勧めします

願いを叶える、一滴のキセキ。

＊コールド式・加温式ウェーブパーマ施術 ＊ドライからNo.1 ミクスチャーを使用する方が効果の向上が見込めます
＊ハード系のスタイリング剤を使用している場合、プレシャンプーをお勧めします

ストレートパーマ・デジタルパーマ施術 ＊ドライからNo.1 ミクスチャーを使用する方が効果の向上が見込めます
＊ハード系のスタイリング剤を使用している場合、プレシャンプーをお勧めします

補修トリートメント施術 ＊ドライからNo.1 ミクスチャーを使用する方が効果の向上が見込めます
＊ハード系のスタイリング剤を使用している場合、プレシャンプーをお勧めします

ブリーチ施術 ＊ドライからNo.1 ミクスチャーを使用する方が効果の向上が見込めます
＊ハード系のスタイリング剤を使用している場合、プレシャンプーをお勧めします

＊ドライからNo.3 を使用する方が効果の向上が見込めます
＊ハード系のスタイリング剤を使用している場合、プレシャンプーをお勧めします

トリートメント
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