アナップのロゴをイメージした
ピンク。青味のあるピンクなの
で使いやすく、クリア PRO
で薄めても◎。

マゼンタピンク

Magenta Pink

】 150g（上代）¥2,400 +tax

ANAP カラートリートメント【全 10色

一歩先へいく、自分らしさへ 。A N A Pで気 軽にカラーチェンジを楽しもう。

ANAP COLOR TREATMENT

「森のバター」アボカドの実からとれるアボカドオイル配合で、髪にツヤと潤いを与
えながら色を補うカラートリートメントです。優れた発色効果に加え、髪の毛のコン
ディションを整えしなやかで美しい艶を実現します。
天然成分ヒマシ油が毛髪を包み込むようにコーティングし、シルクプロテイン配合で髪のダメージを補修
します。カラーは 2〜3 週間程度持続します。
（髪の状態、
放置時間により異なります）
フレッシュフローラル（アップル、プラム、ピーチ、レモンをブレンド）の香り。

ナイトブルー
ひまわりのような 元 気 なイエ
ロー。他のカラートリートメント
に混ぜて幅広い色の演出
にも役立ちます。

ブライトイエロー

Bright Yellow

レッドベルベット
夜の紺碧の空をイメージした深
いブルー。クリア PRO で薄める
と軽 やかなスカイブル ー
になります。

エメラルドターコイズ

Night Blue

レッドベルベットケーキのよう
な深みのある真紅。“ 真っ赤” の
カラーを演出できます。

メタリックシルバー
宝 石の エメラルドのようなグ
リーンブルー。
クリア PRO で薄
めるとターコイズブルーに
近くなります。

Red Velvet

ラベンダーアッシュ
青味のあるメタリックシルバー。
スモーキーな雰囲気を演出する
にはマストアイテム。

アメリカンチェリー

American Cherry

info@beautizm.jp

ナイトブルー

レッドベルベット

マゼンタピンク

ナイトブルー
ナイトブルー

レッドベルベット

マゼンタピンク

ブライトイエロー
ブライトイエロー

ラベンダーアッシュ
ラベンダーアッシュ
ラベンダーアッシュ
ラベンダーアッシュ

キャンディーピンク

ANAP クリア PRO トリートメント
メタリックシルバー エメラルドターコイズ
メタリックシルバー エメラルドターコイズ
メタリックシルバー エメラルドターコイズ
メタリックシルバー エメラルドターコイズ

キャンディーピンク
キャンディーピンク
キャンディーピンク

アメリカンチェリー

アメリカンチェリー

アメリカンチェリー

アメリカンチェリー

150g（上代）¥1,800 +tax
バブルガムパープル
バブルガムパープル
バブルガムパープル
バブルガムパープル

カラートリートメントそのままでも、クリアPRO トリートメントを混ぜてお好みのカラー濃度に調整しても
楽しめます。他色のカラートリートメントと混ぜてオリジナルカラーを作っても◎！

10 レベル毛にカラートリートメントのみで着色した場合

ブライトイエロー

16 レベル毛にカラートリートメントのみで着色した場合

ブライトイエロー

ハイブリーチ毛にカラートリートメントのみで着色した場合
ナイトブルー

レッドベルベット

COLOR RECIPE

マゼンタピンク

ハイブリーチ毛にクリアPROトリートメント 3 ：カラートリートメント 1 で混ぜた場合

レッドベルベット

ANAP CLEAR PRO TREATMENT

短時間で毛先までまとまり、柔らかな手触りで艶やかな髪へと導きます。無色なので毎日のホームケアにも。
従来品と比べ、カラートリートメントのクリア剤としてもくすみを軽減し、発色アップ！

Bubble Gum Purple

K AMILLE

マゼンタピンク

Candy Pink

Emerald Turquoise

日本人の黄 色 味に強いラベン
ダー系のアッシュ。
トレンド感のある仕上がり
が楽しめます。

バブルガムパープル

大人っぽいチェリーピンク。
使いやすい肌なじみの良い色
味です。

Metallic Silver

キャンディーピンク
青味が綺麗なポップなパープル
色。クールでエッジィな雰囲気
を演出します。

Lavender Ash

キッチュなオレンジ味が入った
ピンク。
クリア PRO で薄めると明
るめのピンクになります。
お 問い合 わ せ

Style

無 限 の 可 能 性 を 引 き出 す

バブルガムパープル／
エメラルドターコイズ／ナイトブルー／
クリアPROトリートメント

美 容 師 を 夢 中 にさ せ る A N AP の 魅 力

◁問い合 わ せ多 数！マーメイドカラーで
魅 せるユニコーンスタイル

◁ 1 色よりも2 色をランダムに。
立 体 感のある遊びスタイルに

［配合］
バブルガムパープル1：クリアPRO 5
エメラルドターコイズ1：クリアPRO 5
ナイトブルー 1:クリアPRO 5
［レシピ］
グラデーションベースの毛先がホワイト系のハイ
トーンの髪全体に、カラートリートメントをハイライトで
ランダムに入れる。
エッジィなマーメイドカラーに。

大人気サロンSHACHUが 想う塩基性カラーとは？
僕らのデザイン提 案には欠か せない

塩基性カラーは、
ダメージレスな上、
アルカリカラーで出せなかっ
た色を簡単に創り出すことができます。
それにより、
デザインの幅がとても広がるので、お客様からのオー
ダーも思い通りに叶えられ、美容師の創作意欲も上げてくれる。お
客様も美容師もどちらもワクワクさせてくれる魔法のようなカラー
なんです。僕にとってのサロンワークで、
なくてはならない必須アイテムですね。
まだ塩基
性カラーを試していない美容師さんには、
是非試してこのワクワク感を味わっていただき
たいです。

［配合］
アメリカンチェリー 1：クリアPRO 4
キャンディピンク1：クリアPRO 3
［レシピ］
グラデーションカラーで毛先がハイ
トーンの髪に、
ランダムに2種類のピンクのハ
イライトを入れ遊びをきかせる。

使用したのはコレ！

Style

アメリカンチェリー／キャンディピンク／クリアPROトリートメント

◁インパクトなビビッドカラーはベースや 配 置で お 洒 落に

ANAPカラートリートメントで、
自分だけのスペシャルカラーを創り出してみましょう。
代表

Style

使用したのはコレ！

［配合］
アメリカンチェリー 1：クリアPRO 4
キャンディピンク10%
［レシピ］
インナーをハイトーンにし、ピンクをON。ダークグレーのベースに、
巻いても下ろしてもチラリと見えるピンクで強めのコントラストを表現。
ビビッドなピンクが強いアクセントに。

宮地 則喜

撮影協力

SHACHU ［シャチュー］
東京都渋谷区渋谷1-22-6 TEL 03-6712-6993
渋谷駅徒歩6分の通いやすい立地にある、
渋谷
の人気サロン。
お洒落でアットホームな空間で、
グラデーション、
Ｗカラーをはじめ、
カット、
パー
マの技術力も圧倒的なハイクオリティサロン。
instagram @shachu̲hair

使用したのはコレ！
使用したのはコレ！

Style

ナイトブルー／
エメラルドターコイズ／
クリアPROトリートメント

◁グレーベース×ナイトブルーで
大人なビビッドカラーを楽しむ
［配合］
ナイトブルー 2：エメラルドターコイズ1：クリアPRO 5
［レシピ］
インナーがハイトーンの髪に洒落感たっぷりなナイト
ブルー &エメラルドターコイズをON。

ラベンダーアッシュ／
バブルガムパープル／ナイトブルー／
クリアPROトリートメント

▷ 3 色の寒 色 系カラーで創り出す
ブルーラベンダー
［配合］
ラベンダーアッシュ 10：バブルガムパープル2：
ナイトブルー 1：クリアPRO 10
［レシピ］
グラデーションベースで、
毛先がハイトーン
の髪全体にカラートリートメントを塗布。ほんのりく
すませたブルーラベンダーカラーに。

Style

