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ヘアカラーデザインの表現力や質感を

短時間でアップするトリートメントカラー “ロコル ”

カラーに、自由を。

＊カラーチャートは、ロコルを白毛に染めた時の色イメージです。  ＊アメイジングラインの下部は、クリアをミックスした時の色イメージです。  ＊印刷物のため、実際の色みと異なる場合があります。

原色

各シェード +クリア = 1：10
※オーキッドのみ 1：5

Ivory
アイボリー

Clear
クリア

Amazing Line  アメイジングライン 〈8色＋アイボリー・クリア〉
表現したいイメージのままに、狙った所に狙った色をON。はっとするほどのビビッドカラーから、
クリアをミックスして、パステルカラーまで。使い方次第で、自由なカラーデザインが拡がります。

Color Line up カラーラインナップ

Light（ライト） 12～13レベル〈 対象明度の目安 〉 Pale（ペール） 15～16レベル

ハイライト部やハイトーンカラーに、短時間で絶妙なニュアンスをONして、デザインのクオリティをUP。
指通り良くツヤやかな仕上がりへ。ベースの明度に合わせた、ペールとライト、2ラインの設定です。

繊細なニュアンスをプラスするNuance Lineと、鮮やかな発色のAmazing Line。
バリエーション豊かなカラーが、短時間でイメージ通りの色を再現します。

Nuance Line  ニュアンスライン 〈10色〉

ペールベージュ

ライトベージュ

Beige
ベージュ

ペールアッシュ

ライトアッシュ

アッシュ
Ash

ペールグレージュ

ライトグレージュ

Grege
グレージュ

ペールブラウン

ライトブラウン

Brown
ブラウン

ペールモーブ

ライトモーブ

モーブ
Mauve

ベージュアッシュ
Grege
グレージュ ブラウンモーブ

Pale
ペール

Light
ライト

サポートアイテム

ロコル / セラムカラー
全18色+アイボリー・クリア

＜染毛料＞  300g

ロコル / セラムカラー
全18色+アイボリー・クリア

＜染毛料＞  300g

Rouge
ルージュ

Turquoise
ターコイズ

Valencia
バレンシア

Indigo
インディゴ

Honey
ハニー

Orchid
オーキッド

Shadow
シャドウ

Peach
ピーチ

ブリーチやライトナー後に残った過硫酸塩や
過酸化水素等を洗い流しやすくします。
毛髪のpHをコントロールし、
カラー前の毛髪を均一な状態に整えます。

根元から毛先まで、
色ムラのない美しい仕上がりに。

カラーフラットベース
〈ヘアトリートメント〉 

800mL
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毛髪断面イメージ

Mechanism

〈図はすべてイメージ〉

短時間で染め上げて、色持ち続く

高密カチオン浸透ベース

質感つるんと、手触りなめらかに仕上げる

濃密ゼリーコート

CMCβ（ベータ）層
CMCδ（デルタ）層
コルテックス

キューティクル

※ロコルのクリーム

高密カチオン浸透ベース

バイオゼリーまるでトリートメントをしたようなロコル

の質感をかなえるのは、毛髪表面を濃密

コートするバイオゼリー。形成されたゼ

リー皮膜は外的ストレス※に強く持続性

が高いため、つるんとなめらかな質感が

長く続きます。
※摩擦や洗浄剤による

バイオゼリー＊とは、微細藻類の一

種であるパラクロレラが過酷な環境

下で生き抜くために自らを包んでい

るバリア成分。高い保湿性を持つ。

＊パラクロレラケスレリ細胞外多糖体 ● 16レベルのブリーチ毛（未処理毛）に対し、
　 各5分トナー処理

0.70
(1/MIU)

0.55

0.50

0.60

0.65

ロコル
当社

ローアルカリ
カラー

ブリーチ毛
（未処理毛）

［毛髪のなめらかさ］

毛
髪
の
す
べ
り

メカニズム

浸透 ［ロコル塗布時］

高密カチオンからなるロコルのクリームベースは、

毛髪に付着するとプラス電荷同士が反発し合うこと

で、染料が浸透液の作る通り道に勢い良く飛び出し

ます。この電磁反発こそ、短時間で毛髪内部にまで染

着できる秘密です。

CMCβ層

CMCδ層浸透液

反発

染料

高密カチオン浸透ベース

…毛髪内部のアニオン部分 …クリームベース中のカチオン部分

［プレーンリンス時］

CMCβ層（疎水相）
－ －

＋－
＋－

＋ －

毛髪内に流れ込む洗浄水

ロコルの染料疎水化処方では、カラーを洗い流す

際、洗浄水により染料が疎水性に変化。同じ疎水性

である毛髪内のCMCβ層に浸透して定着するため、
色持ち効果が高まります。

定着

パラクロレラバイオゼリー
による皮膜

…疎水化した染料（　  の電荷がなくなった状態）

ブリーチは使用せず、ルキアス（酸性カラー）のクリアを使用します。

基本プロセス

色が出なくなるまでプレーンリンスした後、シャンプーします。

シャンプー &トリートメント

カラーリング（ベースデザイン）

スタイリング

5～10分、自然放置します。

※毛髪の状態によっては、色みが残る場合があります。
※ブリーチを使用して脱染すると、赤く変色する場合があります。

ロコルで染めた色を落としたいときは…

ルキアスのクリア
を塗布

シャンプー

How to Use 使用方法

シャンプー

ベースカラーはしっかり洗い流してください。

（軽く水分を切る、または軽くタオルドライして塗布）

シャンプー台でトナー

＊ウェットで塗布します。

ロコル／ニュアンスライン

トナー使用量の目安：約80g（ミディアム）

セット面で塗布

ロコル／アメイジングライン

カラーフラットベース

■ブリーチやライトナー後の髪に　

＊ハーフドライで塗布します。

地肌につかないようご注意ください。
※地肌についたらすぐにカラーリムーバーで拭き取り、洗い流します。

（トナーの場合は施術時間含む）

※髪が濡れたままの状態では､衣服等に色移りすることがあります。
　シャンプー後など、しっかり乾かしていただくよう、お客様にお伝えしましょう。

※アルカリカラーとロコルを一緒に毛髪に塗布した場合、混ざった部分が変色することがありますので分けてご使用ください。　※施術時は必ず手袋を着用してください。

トナーの方法はWebでチェック！

http://www.lebel.co.jp/locor/movie01.html

使用量の目安：約40mL（ミディアム）

髪の水分を軽く切って
アプリケーターで根元から塗布。
全体になじませ、放置せずに
しっかり洗い流します。

10～15分加温放置
　　  ＋
5分クーリング
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