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あなたが、あなたらしくいるために

ココロにもカラダにもやさしいものを選ぶ

〜ナチュラルケアブランド nicori［ニコリ］〜

あなただけに合った色や輝き、

人生のためにnicoriは生まれました。

美を通じて、

ひとりでも多くの人々を輝かせるために...

nicoriが思い描く、

心に笑顔での花が咲く世界に...

nicoriはあなたとともに歩んでいきたい。
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H A I R  WA X

適量を手に取り、手のひらでのばしてから毛先を
中心に髪になじませてスタイリングしてください。
全身のボディケアにもお使いいただけます。

傷んだキューティクルの間にしっか
り入り込みパサつきやきしみ感を抑
えてしっかり保湿し、柔らかく仕上
がります。またオレイン酸やビタミ
ンEが肌を健やかに保ちます。

nicori ヘアミルクワックスのこだわり

テクスチャー
自然由来成分でできたミルクワックス

優れたシアバターをベースに
髪と肌にハリと潤いを与えます

香り
爽やかでスッキリとしたベルガモットをベースに
ハーブやフローラル系の感性を刺激する香り

100%精油の香りづけ
＊nicoriブレンド精油使用

優しさ
鉱物油・合成香料・着色料不使用
髪にも肌にも使える安心、安全の処方

「静と動」「ドライとウェット」
ヘアデザインを自由のままに
単品使いもオイルとの併用も
繊細な動きは思いのままに

シアバターとも言われ、皮脂の成分
であるオレイン酸が豊富なため、肌
にとても良くなじみます。
また髪を紫外線から守り、保湿をし
てくれる役割もあります。

シア脂 オリーブ果実油

使用方法

NEW

nicori ヘアミルクワックス
容　量 100g
価　格 2,300円（税抜）

鉱物油　合成香料　着色料不使用

美しいヘアデザインを高めるための
リッチなテクスチャー
柔らかく持続する香りとなめらかな
使用感で髪と肌を包み込みます

nicori
Hair Milk Wax
100g

毛先に自由を
　　　　肌に潤いを
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H A I R  &  SK I N  OI L

仕上げにもプレミアムオーガニックを
なじませて好みのウェット感を楽しんで!!

ヘアアレンジを自由のままに
～傷んだ髪をケアするとともにスタイリングにも幅広く活用◎～

～メランジュ×プレミアムオーガニックで簡単アレンジ～

乾かす時もアイロン時も適量を
毛先に馴染ませます
・乾かす前2~3プッシュ
・アイロン前3~6プッシュ

細めのアイロンでしっかりクセづけ
・ 全体的に内巻きと外巻きを
ルーズに巻くことがポイント

前髪と顔周りのポイントの毛を
残し１束に少し毛先が見えるよ
うに結んで完成！！

nicori
Melange × Premium Organic
100mL

nicori メランジュ ×プレミアムオーガニックのこだわり

NEW

nicori 
メランジュ×プレミアム オーガニック
容　量 100mL
価　格 4,400円（税抜）

シリコン　合成香料　着色料
パラベン　アルコール不使用

乾燥しがちなあなたの素髪と素肌を健
康的でバランスの整った状態にし、キ
メ細かくツヤのあるなめらかな素肌とし
なやかな髪へと導く全身用美容オイル

テクスチャー
自然由来成分でできた

ノンシリコンのオーガニックオイル
優れたホホバオイルをベースに

ベタつかず髪と肌にハリと潤いを与えます

香り
フローラルで優雅な

ゼラニウムとラベンダーをベースに
柑橘系のスッキリしたやさしいクリアな香り

100%精油の香りづけ

優しさ
シリコン・合成香料・着色料・
パラベン・アルコール不使用
髪にも肌にも使える安心、
安全のオーガニック処方

使用方法

髪に輝きを
　　　　肌に喜びを

オリーブ果実油ホホバオイル
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H A I R  OI L H A I R  M A SK

乾燥しがちなあなたの
素肌と素髪を健康的
でバランスの整った状
態にし、キメ細かくツ
ヤとハリのあるクリア
な素肌としなやかな髪
へと導きます

カラーリングで退色し
がちなあなたの素髪を
特殊な処方で、黄ばみ
を抑え髪全体を淡い
ヴェールで覆い【外国
人風な】ツヤのある鮮
やかな髪へと導きます

広がりがちなあなたの
素髪を紫外線やドライ
ヤーの熱から守り、心
地よい自然な香りとと
もにツヤのある鮮やか
な髪へと導きます

ヘアマスクをつける前に、中間～毛先
にnicoriメランジュ×プレミアム オー
ガニックを3～ 5プッシュつけます。そ
の後、ヘアマスクを全体にたっぷりな
じませます。さらに、頭皮全体をマッ
サージするとリラックス効果絶大◎
髪の毛全体をホットタオルで包んで3
分...　お風呂のミストであなたを包み
こみ、自宅でヘアサロンでやるかのよ
うなスペシャルホームケア。

シャンプー後、水気を軽く切り、適量3～ 5プッシュ
手に取り、髪全体になじませて下さい。そのまま2～
3分おいてからよく洗い流して下さい。フローラルで濃
厚な香りがバスルームに広がります。

nicori HAIR MASK Inside Story

#メランジュ×プレミアムでも可能

nicori
Hair Treatment Mask
300g

nicori
Melange × Premium
100mL

nicori
Melange × Cyan
100mL

nicori
Melange × Shine
100mL

NEW

nicori ヘアトリートメントマスク
容　量 300g
価　格 3,600円（税抜）

鉱物油　合成香料　着色料不使用

オリーブ果実油がしっかりと髪を保湿
し、カンゾウ根エキスで髪と頭皮を保
護し、髪本来の輝きを引き出し芯から
美しく感動的な仕上がりへ導きます。

使用方法

nicori メランジュ×シアン
容　量 100mL
価　格 3,300円（税抜）

合成香料　パラベン　アルコール不使用

ベルガモットやネロリのピュアでフレッ
シュなやさしさに包まれた香り

nicori メランジュ×シャイン
容　量 100mL
価　格 3,200円（税抜）

合成香料　着色料　パラベン
アルコール不使用

ベルガモットやネロリのピュアでフレッ
シュなやさしさに包まれた香り

nicori メランジュ×プレミアム
容　量 100mL
価　格 4,300円（税抜）

シリコン　合成香料　着色料　パラベン
アルコール不使用

パルマローザとラベンダーのフローラルで
優雅なやさしさに包まれた香り

最高峰のオーガニックとケミカルの融合
アルガンオイルを主成分にバオバブオイルやハーブエキスを詰め込み、髪や肌、カラダ本来の美しさや
健やかさを保ちます。合成香料は一切使わず100%精油のみで香りづけをしています。心をリラックス
させやすらぎのひとときをお楽しみください。
＊アルガンオイルの特徴
成分の80%に含まれるビタミンE（α（アルファ）、β（ベータ）、γ（ガンマ）、δ（デルタ）トコフェロールetc）は古来
から貴重な美容成分として扱われ、現代においてもエイジングケア成分として注目されています。

アルガン オイル

Special care

アルガンオイルで
　　　　　　艶やかに

サロンクオリティの
　　　スペシャルホームケア
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n ic or i  PRODUC T  L I N E  U P

Treatment

Hair WaxTreatment Mask

nicori
オリジナルブレンド精油（5mL）
1,800円（税抜）

スイートオレンジ（5mL） ............................... 450円（税抜）
ベルガモットFCF（5mL） ............................. 700円（税抜）
ローズマリー（5mL） .................................... 550円（税抜）
真正ラベンダー（5mL） ................................ 700円（税抜）
マジョラム（5mL） ......................................... 700円（税抜）
ゼラニウム（5mL） ......................................... 700円（税抜）
レモングラス（5mL） ..................................... 750円（税抜）
ティートリー（5mL） ..................................... 900円（税抜）
フランキンセンス（5mL） ...........................1,400円（税抜）
ディフューザー用（100mL） ....................... 6,100円（税抜）

Aroma Essentials

nicori
ヘアミルクワックス 100g
2,300円（税抜）

nicori
ヘアトリートメントマスク300g
3,600円(税抜)

nicori
トリートメント1000g
6,100円（税抜）

nicori
トリートメント100g
1,100円(税抜) 

nicori
トリートメント300g
2,600円(税抜) 

NEW NEW

NEW

nicori
メランジュ×プレミアム
（ボディ＆ヘアオイル）100mL
4,300円（税抜）
洗い流さないヘア＆ボディトリートメント

nicori
メランジュ×プレミアム オーガニック
（ヘア＆スキンオイル）100mL
4,400円（税抜）
洗い流さないヘア＆ボディトリートメント

Shampoo Hair oil

nicori
メランジュ×シアン
（ヘアオイル）100mL
3,300円（税抜）
洗い流さないヘアトリートメント

nicori
メランジュ×シャイン
（ヘアオイル）100mL
3,200円（税抜）
洗い流さないヘアトリートメント

nicori
シャンプー290mL
2,100円(税抜) 

nicori
シャンプー1000mL
5,600円（税抜）

nicori
シャンプー300mL
2,200円(税抜) 

乾燥しがちなあなたの素肌と素髪を
健康的でバランスの整った状態にし、
キメ細かくツヤとハリのあるクリアな
素肌としなやかな髪へと導きます。

乾燥しがちなあなたの素肌と素髪を
健康的でバランスの整った状態にし、
キメ細かくツヤとハリのあるクリアな
素肌としなやかな髪へと導きます。

カラーリングで退色しがちなあなた
の素髪を特殊な処方で、黄ばみを
抑え髪全体を淡いヴェールで覆い
【外国人風な】ツヤのある鮮やかな
髪へと導きます。
・nicoriオリジナルブレンド精油使用

広がりがちなあなたの素髪を紫
外線やドライヤーの熱から守り、
心地よい自然な香りとともにツヤ
のある鮮やかな髪へと導きます。
・nicoriオリジナルブレンド精油使用

アミノ酸系洗浄成分で卵殻膜やヒアルロン酸、コエ
ンザイムが保湿・ダメージをケアし、ローズマリー
エキスがキューティクルを引き締めながらカラーの
退色を防ぎます。またニオイケアとしてサトウキビエ
キスやハチミツは菌の繁殖を抑え、カルニチンやレ
シチンが頭皮環境を整えます。
※ たっぷりの泡で1～ 2分髪をパックすることで汚
れを吸着し、成分を浸透させます。

■こだわりのブレンド精油の香り
精油のみでブレンドされた香りは、心をリラックスさせ、
ひとときのやすらぎの時間をさらに上質なものへ。
・nicoriオリジナルブレンド精油使用

シリコン・合成香料・合成着色料不使用
パルマローザとラベンダーの
フローラルで優雅な
やさしさに包まれた香り

ゼラニウムとラベンダーの
フローラルで優雅な
やさしさに包まれた香り

ベルガモットやネロリの
ピュアでフレッシュな
やさしさに包まれた香り

ベルガモットやネロリの
ピュアでフレッシュな
やさしさに包まれた香り

ケラチンとパンテノールがダメージを補修し、ローズマ
リー葉油やアルガンオイルが髪と頭皮を保護し、退色
を抑えツヤのある髪を持続させます。紫外線ケアにも♪
※ 髪全体になじませたあと2～3分おくことで成分をよ
り浸透させます。その後よく洗い流してください。
■気になる頭皮の匂いを抑制
施術後の薬剤残臭や皮脂の酸化臭、アポクリン腺
から出る汗に菌が繁殖して発生する臭いなどをトー
タルケア
・nicoriオリジナルブレンド精油使用

鉱物油・合成香料・合成着色料不使用

美しいヘアデザインを高めるためのリッ
チなテクスチャー。柔らかく持続する香
りとなめらかな使用感で髪と肌を包み
込みます。
・nicoriオリジナルブレンド精油使用

美しいヘアデザインを高めるための
リッチなテクスチャー

鉱物油・合成香料・着色料不使用

オリーブ果実油がしっかりと髪を保
湿し、カンゾウ根エキスで髪と頭皮
を保護し、髪本来の輝きを引き出し
芯から美しく感動的な仕上がりへ導
きます。

シルクのように滑らかで艶麗な
女性へと導くヘアマスク

鉱物油・合成香料・着色料不使用

シリコン・合成香料・着色料・
パラベン・アルコール不使用

シリコン・合成香料・着色料・
パラベン・アルコール不使用

合成香料・パラベン・
アルコール不使用

合成香料・着色料・パラベン・
アルコール不使用

好みや気分に合わせて
nicori sellectionの厳選された精油

マスク、ハンカチ、ティッシュで
満員電車や風邪の気になる
季節にも、気軽にアロマ。
ティッシュやハンカチ、マス
クに直接1～2滴垂らします。
※肌に直接オイルがつかないよ
う注意して下さい。

天然のアロマオイルを使って

毎日の生活に香りをプラス

いつもと少し違った時間を過ごしてみませんか？

●アロマオイルの楽しみ方

お風呂で
血行促進して基礎代謝を高
めるお風呂の時間にアロマを
プラス！ さらにリラックス！
・半身浴 ▶ オイル1～ 2滴
・全身浴 ▶ オイル1～ 3滴

1滴0.05mL
※5mLで約100滴

ディフューザーで
簡単にアロマを香らせるこ
とができる方法です。ミス
トタイプのディフューザー
を使い、超音波でミストと
香りを拡散させます。

トライアルセット 50mL
1,400円（税抜）

※ こちらの商品はシャンプーと
トリートメントのセット販売
になります。
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