
酸性ストレートテクニカルガイド

（ヒモストＧＭＴ・ハイブリッドストレート編）

実験主義社　株式会社ヌースフィット



　マルチPPT32
(タンパク質補給）
　220ml @1.500
1000ml @6.500

　　パワーR2+
      (架橋剤）
　220ml @1.800
1000ml @7.000

　パワーLPD+
   (CMC補給）
1000ml @5.000

　  パワーRV+
    (中・後処理）
　1000ml @7.000

　 スプレーコンデＤＤ
     (アミノ酸補給）
    1000ml  @2.800

　        R2カール
     (デジパ用架橋剤）
　　　400ml  @1.800

ヌースフィットの特殊処理剤は全てが実験で効果が確かめられた製品で、国際規格の「ISO9001」に認証

されている品質（クオリティ）にもこわだった製品です。美容師さんが本当に必要とする処理剤がここに

揃っています。

■ヘアケア剤ラインナップ

洗浄成分よりアミノ酸を多く配合したプレミアムなシャンプー＆
水の次にＣＭＣ，アミノ酸を多く配合したプレミアムなトリートメント。

ヌースフィットはＣＭＣの研究を真剣に行っている数少ない会社の一つです。素材にも品質にもこだわったヌースフィットの

ヘアケア剤は、毛髪ダメージの第一歩となるとなるＣＭＣの崩壊を防ぎます。施術中やパーマ・ヘアカラー後のダメージケア、

綺麗な髪を求める全ての方にお勧めします。

ウォーターレイヤーとは、「水の層」。
みずみずしさを保つスタイリング剤。

髪の表面を疎水性にできる
CMCトリートメントスプレー。

左/ウォーターレイヤープレミアムシャンプー
右/ウォーターレイヤープレミアムトリートメント
　　　　　　　　各200ml　＠1.540

左/ウォーターレイヤープレミアムシャンプーS
右/ウォーターレイヤープレミアムトリートメントS
　　　　　　　　各300ml　＠1.400

左/ウォーターレイヤースタイリングゲル
　　　　　　　　　200ml @1.050
右/ウォーターレイヤースタイリングエマルジョン
　　　　　　　　　130ml　@1.050

アルガノミクス
140ｇ　@1.400

■特殊処理剤ラインナップ

■酸性ストレート剤ラインナップ

　ヒモストＧＭＴコンク

ＧＭＴ原液（1液還元剤）

【容量】　200ｇ　＠3.000

　ヒモストクリーム6

　　　（1液　溶剤）

【容量】　800ｇ　＠1.800

　　　　ヒモストＳｐ

　　スピエラクリーム

【容量】　400ｇ　＠2.400

※ヒモストＧＭＴの調製比率は、ＧＭＴコンク：クリーム6の2：8。

▲

▲
ダメージ大

・剛毛

・健康毛

・カラー毛

・既矯正毛

・エイジング毛

ヒモストＧＭＴ　単品

ヒモストＧＭＴ+ヒモストＳｐ　＝　2：1

ヒモストＧＭＴ+ヒモストＳｐ　＝　1：2

薬剤選定 放置時間加温の有無

加温必須

新生部は加温要

自然放置

20～25分

15～20分

7～12分

ダメージ小

※薬剤使用時の注意点!!

　ヒモストＧＭＴ、ハイブリッド時の根元（新生部）は加温を推奨。加温後にネープなどが温かくなっているのを確認してください。

　塗布量は髪の表面が1液で少し白くなる程度。 （

　

塗布量は目安ですので、クセの強さ・毛量・ダメージに合わせて変更。）

□薬剤と放置時間の選定

　

　　　　　ｂＲ2液

　　専用ブロム酸2液

【容量】　400ｇ　＠1.000

　        Bジェル
     (表面架橋剤）
     400ml  @2.000
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[ご使用法] 本品適量を頭髪に塗布し、後洗い流してください。

[ご注意] ●本品を扱う場合は、手袋を着用されることをおすすめします。●眼に入っ
た時は、直ちに水かぬるま湯で洗い流し､眼科専門医の診断を受けてください。●使
用中や使用後に刺激などの異常があらわれた時は、使用を中止し皮膚科専門医に
ご相談ください。●乳幼児の手の届かないところに保管してください。

水、臭素酸Ｎａ、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、ソルビトール、
ベタイン、PCA-Na、ポリクオタニウム5-1、アラニン、アルギニン、グリシン、グ
ルタミン酸、セリン、トレオニン、プロリン、リシン、ポリクオタニウム-10、ヒドロ
キシエチルセルロース、PG、 (C12-14)パレス1-2、リン酸Na、 リン酸2Na、
EDTA-2Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料

+365

新　★毛髪成形理論

液

4 562192 750751



酸性ストレート施術マニュアル（ケース①）

■ケース①（根元～毛先まで、健康毛：全体）

■塗布の方法及び加温の有無。

■施術工程。

①毛先の損傷部に、パワーLPDを薄めに塗布。

②根元～毛先に、ヒモストGMTコンク+クリーム6の（2：8) を塗布。

③根元～中間部を中心に全体を加温放置25分。（ドライヤーやスチームでも可。）

④加温後、還元チェック。（髪が柔らかくなり、芯が取れていればOK。）

⑤1剤お流し。（ぬめりが取れるまで、よくすすぎます。）

⑥シャンプーボールにお湯を貯め、パワーLPD+でチェンジリンス）

　　　　　（LPD+は髪に直付けせず、お湯に溶かしてください。目安：ピンポン玉1個分10ｇ）

⑦よくすすぎます。

⑧タオルドライ後、アルガノミクスを髪全体に吹き付けます。

　　　　　　　　　   (髪が濡れている状態でコーミング前に上下2周程度が目安）

⑨ドライヤーで約80％ドライ。

　　　　　　　　　 ：80％は根元～中間の水分量で、毛先は完全ドライ。

　　　　 　　　　　　　　　  　80％は髪を湿っているが、ペーパーに水分がしみ込まない状態。　　　　　

⑩ツインブラシでクセを真っすぐにし、挟みながらアイロンプレス。

　　　　　　　　　 ：アイロンでジューと音が出るのは、水分が多すぎますので、

　　　　　　　　                     ドライヤーで少し乾かしてください。

　　　　　　　　                     アイロンの温度は、根元～毛先共通180℃。

⑪bR2液にパワーR2+を10％ミックスし、2液塗布。

　　　　　　　　　 ：1液に対し、1.5倍の量が目安。2回付け15分放置。

⑫シャンプー台で2液をよくすすぎます。

⑬よくすすいだ後は、スプレーコンデDDで消臭トリートメント。

　　　　　　　　 　目安量：ピンポン玉2個分、20ｇ程度が目安。1分放置。

⑭重ねてパワーLPD+を塗布し、しっかりもみ込みます。

　　　　　　　　　目安量：ピンポン玉1個分、10ｇ程度を毛先中心に塗布。

⑮ぬめりが取れるまで、しっかりすすぎます。

⑯タオルドライ後、アルガノミクスを吹き付け、スタイリング。

　　　　　　　　　

注意点

注意点

注意点

▲ ▲

健康毛の場合

加温

1剤：ヒモストＧＭＴコンク+クリーム6（2：8）

※薬剤の放置時間やアイロン前の水分量は目安ですので、髪質・ダメージに合わせて変更をしてください。



酸性ストレート施術マニュアル（ケース②）

■ケース②（根元、新生部が健康毛：根元のみ）

■塗布の方法及び加温の有無。

■施術工程。

①毛先の損傷部に、マルチPPT32の2倍希釈液、パワーLPDを塗布。

　（毛先をブロックさせたい場合はＢジェル原液を重ねて塗布。）

②根元に、ヒモストGMTコンク+クリーム6の（2：8)を塗布。

③根元を中心に加温放置25分。（ドライヤーやスチームでも可。）

④加温後、還元チェック。（髪が柔らかくなり、芯が取れていればOK。）

⑤1剤お流し。（ぬめりが取れるまで、よくすすぎます。）

⑥シャンプーボールにお湯を貯め、パワーLPD+でチェンジリンス）

　　　　　（LPD+は髪に直付けせず、お湯に溶かしてください。目安：ピンポン玉1個分10ｇ）

⑦よくすすぎます。

⑧タオルドライ後、アルガノミクスを髪全体に吹き付けます。

　　　　　　　　　    (髪が濡れている状態でコーミング前に上下2周程度が目安）

⑨ドライヤーで約80％ドライ。

　　　　　　　　　 ：80％は根元～中間の水分量で、毛先は完全ドライ。

　　　　 　　　　　　　　　  　80％は髪を湿っているが、ペーパーに水分がしみ込まない状態。　　　　　

⑩ツインブラシでクセを真っすぐにし、挟みながらアイロンプレス。

　　　　　　　　　 ：アイロンでジューと音が出るのは、水分が多すぎますので、

　　　　　　　　                     ドライヤーで少し乾かしてください。

　　　　　　　　                     アイロンの温度は、根元～毛先共通180℃。

⑪bR2液にパワーR2+を10％ミックスし、2液塗布。

　　　　　　　　　 ：1液に対し、1.5倍の量が目安。2回付け15分放置。

⑫シャンプー台で2液をよくすすぎます。

⑬よくすすいだ後は、スプレーコンデDDで消臭トリートメント。

　　　　　　　　 　目安量：ピンポン玉2個分、20ｇ程度が目安。1分放置。

⑭重ねてパワーLPD+を塗布し、しっかりもみ込みます。

　　　　　　　　　目安量：ピンポン玉1個分、10ｇ程度を毛先中心に塗布。

⑮ぬめりが取れるまで、しっかりすすぎます。

⑯タオルドライ後、アルガノミクスを吹き付け、スタイリング。

　　　　　　　　　

注意点

注意点

注意点

1剤：ヒモストＧＭＴコンク+クリーム6（2：8）

▲ ▲
新生部のみ

（リタッチ）

加温

つなぎ目は、1cmオーバーラップ。

※薬剤の放置時間やアイロン前の水分量は目安ですので、髪質・ダメージに合わせて変更をしてください。



酸性ストレート施術マニュアル（ケース③）

■ケース③（根元がカラー毛：根元のみ）

■塗布の方法及び加温の有無。

■施術工程。

①毛先の損傷部に、マルチPPT32の2倍希釈液、パワーLPDを塗布。　

　（毛先をブロックさせたい場合はＢジェル原液を重ねて塗布。）

②根元に、ヒモストGMT:ヒモストSpの（2：1) を塗布。

③根元中心に加温放置20分。（ドライヤーやスチームでも可。）

④加温後、還元チェック。（髪が柔らかくなり、芯が取れていればOK。）

⑤1剤お流し。（ぬめりが取れるまで、よくすすぎます。）

⑥シャンプーボールにお湯を貯め、パワーLPD+でチェンジリンス）

　　　　　（LPD+は髪に直付けせず、お湯に溶かしてください。目安：ピンポン玉1個分10ｇ）

⑦よくすすぎます。

⑧タオルドライ後、アルガノミクスを髪全体に吹き付けます。

　　　　　　　　　    (髪が濡れている状態でコーミング前に上下2周程度が目安）

⑨ドライヤーで約80％ドライ。

　　　　　　　　　 ：80％は根元～中間の水分量で、毛先は完全ドライ。

　　　　 　　　　　　　　　  　80％は髪を湿っているが、ペーパーに水分がしみ込まない状態。　　　　　

⑩ツインブラシでクセを真っすぐにし、挟みながらアイロンプレス。

　　　　　　　　　 ：アイロンでジューと音が出るのは、水分が多すぎますので、

　　　　　　　　                     ドライヤーで少し乾かしてください。

　　　　　　　　                     アイロンの温度は、根元～毛先共通180℃。

⑪bR2液にパワーR2+を10％ミックスし、2液塗布。

　　　　　　　　　 ：1液に対し、1.5倍の量が目安。2回付け15分放置。

⑫シャンプー台で2液をよくすすぎます。

⑬よくすすいだ後は、スプレーコンデDDで消臭トリートメント。

　　　　　　　　 　目安量：ピンポン玉2個分、20ｇ程度が目安。1分放置。

⑭重ねてパワーLPD+を塗布し、しっかりもみ込みます。

　　　　　　　　　目安量：ピンポン玉1個分、10ｇ程度を毛先中心に塗布。

⑮ぬめりが取れるまで、しっかりすすぎます。

⑯タオルドライ後、アルガノミクスを吹き付け、スタイリング。

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

注意点

注意点

注意点

1剤：ヒモストＧＭＴ+ヒモストSp（2：1）

▲ ▲
新生部のみ

（リタッチ）

加温

つなぎ目は、1cmオーバーラップ。

※薬剤の放置時間やアイロン前の水分量は目安ですので、髪質・ダメージに合わせて変更をしてください。



▲ ▲ ▲ ▲
ダメージ差が

ある場合

①加温
②自然

つなぎ目は、①で1cmオーバーラップ。

酸性ストレート施術マニュアル（ケース④）

■ケース④（根元がカラー毛+既ストレート毛：全体）

■塗布の方法及び加温の有無。

■施術工程。

①毛先の損傷部に、パワーR2+の2倍希釈液、パワーLPDを塗布。

②根元に、ヒモストGMT:ヒモストSpの（2：1) を塗布。

③根元中心に加温放置10分。（ドライヤーやスチームでも可。）

④中間～毛先にヒモストGMT：ヒモストSpの（2：1）もしくは（1：2）を塗布。

⑤自然放置7～10分。

⑥放置後、還元チェック。（髪が柔らかくなり、芯が取れていればOK。）

⑦1剤お流し。（ぬめりが取れるまで、よくすすぎます。）

⑧シャンプーボールにお湯を貯め、パワーLPD+でチェンジリンス。

　　　　　（LPD+は髪に直付けせず、お湯に溶かしてください。目安：ピンポン玉1個分10ｇ）

⑨よくすすぎます。

⑩タオルドライ後、アルガノミクスを髪全体に吹き付けます。

　　　　　　　　　   (髪が濡れている状態でコーミング前に上下2周程度が目安）

⑪ドライヤーで約80％ドライ。

　　　　　　　　　 ：80％は根元～中間の水分量で、毛先は完全ドライ。

　　　　 　　　　　　　　　  　80％は髪を湿っているが、ペーパーに水分がしみ込まない状態。　　　　　

⑫ツインブラシでクセを真っすぐにし、挟みながらアイロンプレス。

　　　　　　　　　 ：アイロンでジューと音が出るのは、水分が多すぎますので、

　　　　　　　　                     ドライヤーで少し乾かしてください。

　　　　　　　　                     アイロンの温度は、根元～毛先共通180℃。

⑬bR2液にパワーR2+を10％ミックスし、2液塗布。

　　　　　　　　　 ：1液に対し、1.5倍の量が目安。2回付け15分放置。

⑭シャンプー台で2液をよくすすぎます。

⑮よくすすいだ後は、スプレーコンデDDで消臭トリートメント。

　　　　　　　　 　目安量：ピンポン玉2個分、20ｇ程度が目安。1分放置。

⑯重ねてパワーLPD+を塗布し、しっかりもみ込みます。

　　　　　　　　　目安量：ピンポン玉1個分、10ｇ程度を毛先中心に塗布。

⑰ぬめりが取れるまで、しっかりすすぎます。

⑱タオルドライ後、アルガノミクスを吹き付け、スタイリング。

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

注意点

注意点

注意点

                 1剤：ヒモストＧＭＴ+ヒモストSp（2：1）

中間～毛先がハイダメージの場合は、ヒモストＧＭＴ+ヒモストSp（1：2)

※薬剤の放置時間やアイロン前の水分量は目安ですので、髪質・ダメージに合わせて変更をしてください。



酸性ストレート施術マニュアル（ケース⑤）

■ケース⑤（根元～毛先まで、カラー毛。ストレート履歴なし。：全体）

■塗布の方法及び加温の有無。

■施術工程。

①毛先の損傷部に、マルチPPT32の2倍希釈液、パワーLPDを塗布。

②根元～毛先に、ヒモストGMT:ヒモストSpの（2：1)を塗布。

③塗布後、根元中心に加温放置15分。（伸びにくいクセは、20分放置。ドライヤーやスチームでも可。）

④放置後、還元チェック。（髪が柔らかくなり、芯が取れていればOK。）

⑤1剤お流し。（ぬめりが取れるまで、よくすすぎます。）

⑥シャンプーボールにお湯を貯め、パワーLPD+でチェンジリンス）

　　　　　（LPD+は髪に直付けせず、お湯に溶かしてください。目安：ピンポン玉1個分10ｇ）

⑦よくすすぎます。

⑧タオルドライ後、アルガノミクスを髪全体に吹き付けます。

　　　　　　　　　    (髪が濡れている状態でコーミング前に上下2周程度が目安）

⑨ドライヤーで約80％ドライ。

　　　　　　　　　 ：80％は根元～中間の水分量で、毛先は完全ドライ。

　　　　 　　　　　　　　　  　80％は髪を湿っているが、ペーパーに水分がしみ込まない状態。　　　　　

⑩ツインブラシでクセを真っすぐにし、挟みながらアイロンプレス。

　　　　　　　　　 ：アイロンでジューと音が出るのは、水分が多すぎますので、

　　　　　　　　                     ドライヤーで少し乾かしてください。

　　　　　　　　                     アイロンの温度は、根元～毛先共通180℃。

⑪bR2液にパワーR2+を10％ミックスし、2液塗布。

　　　　　　　　　 ：1液に対し、1.5倍の量が目安。2回付け15分放置。

⑫シャンプー台で2液をよくすすぎます。

⑬よくすすいだ後は、スプレーコンデDDで消臭トリートメント。

　　　　　　　　 　目安量：ピンポン玉2個分、20ｇ程度が目安。1分放置。

⑭重ねてパワーLPD+を塗布し、しっかりもみ込みます。

　　　　　　　　　目安量：ピンポン玉1個分、10ｇ程度を毛先中心に塗布。

⑮ぬめりが取れるまで、しっかりすすぎます。

⑯タオルドライ後、アルガノミクスを吹き付け、スタイリング。

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

注意点

注意点

注意点

1剤：ヒモストＧＭＴ+ヒモストSp（2：1）

　（ミドルダメージの倍はヒモストGMT単品も可）

▲ ▲

全体がカラー

毛の場合

加温

毛先の前処理必須でワンタッチ塗布可。

※薬剤の放置時間やアイロン前の水分量は目安ですので、髪質・ダメージに合わせて変更をしてください。



▲ ▲ ▲ ▲
ダメージ差が

ある場合

①加温
②自然

つなぎ目は、①で1cmオーバーラップ。

酸性ストレート施術マニュアル（ケース⑥）

■ケース⑥（根元がカラー毛+毛先パーマかデジパ処理毛：全体）

■塗布の方法及び加温の有無。

■施術工程。

①毛先の損傷部に、パワーR2+の2倍希釈液、パワーLPDを塗布。

②根元に、ヒモストGMT:ヒモストSpの（2：1) を塗布。

③加温放置7～12分。（伸びやすそうなクセなら、自然も可。）

④中間～毛先にヒモストGMT：ヒモストSpの（1：2）を塗布。

⑤自然放置7～10分。

⑥放置後、還元チェック。（髪が柔らかくなり、芯が取れていればOK。）

⑦1剤お流し。（ぬめりが取れるまで、よくすすぎます。）

⑧シャンプーボールにお湯を貯め、パワーLPD+でチェンジリンス）

　　　　　（LPD+は髪に直付けせず、お湯に溶かしてください。目安：ピンポン玉1個分10ｇ）

⑨R2+とRV+の3倍液でカチオンコンプレックス。（RV+はR2+よりやや多め。）

⑩3分放置後、よくすすぎます。

⑪タオルドライ後、アルガノミクスを髪全体に吹き付けます。

　　　　　　　　　   (髪が濡れている状態でコーミング前に上下2周程度が目安）

⑫ドライヤーで約90％ドライ。

　　　　　　　　　 ：根元～中間は90％ドライで、毛先は完全ドライ。

　　　　 　　　　　　　　　  　90％は髪を触って、ほんのり水分を感じる状態。　　　　　

⑫ツインブラシでクセを真っすぐにし、挟みながらアイロンプレス。

　　　　　　　　　 ： アイロンの温度は、根元～毛先共通180℃。

⑬bR2液にパワーR2+を10％ミックスし、2液塗布。

　　　　　　　　　 ：1液に対し、1.5倍の量が目安。2回付け15分放置。

⑭シャンプー台で2液をよくすすぎます。

⑮よくすすいだ後は、スプレーコンデDDで消臭トリートメント。

　　　　　　　　 　目安量：ピンポン玉2個分、20ｇ程度が目安。1分放置。

⑯重ねてパワーLPD+を塗布し、しっかりもみ込みます。

　　　　　　　　　目安量：ピンポン玉1個分、10ｇ程度を毛先中心に塗布。

⑰ぬめりが取れるまで、しっかりすすぎます。

⑱タオルドライ後、アルガノミクスを吹き付け、スタイリング。

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

注意点

注意点

注意点

ミドルダメージの場合の1剤：ヒモストＧＭＴ+ヒモストSp（2：1）

ハイダメージの場合の1剤：ヒモストＧＭＴ+ヒモストSp（1：2）

※薬剤の放置時間やアイロン前の水分量は目安ですので、髪質・ダメージに合わせて変更をしてください。



▲ ▲ ▲ ▲

①自然
②自然

つなぎ目は、①で1cmオーバーラップ。

※薬剤の放置時間やアイロン前の水分量は目安ですので、髪質・ダメージに合わせて変更をしてください。

酸性ストレート施術マニュアル（ケース⑦）

■ケース⑦（軟毛・細毛・グレイカラー毛+既ストレート毛：全体）

■塗布の方法及び加温の有無。

■施術工程。

①毛先の損傷部に、パワーR2+の原液、パワーLPDを塗布。

②根元に、ヒモストGMT:ヒモストSpの（2：1)もしくは（1：2）を塗布。

③自然放置10分。（伸びにくいクセなら、加温。）

④中間～毛先にヒモストGMT：ヒモストSpの（1：2）を塗布。

⑤自然放置7～10分。

⑥放置後、還元チェック。（髪が柔らかくなり、芯が取れていればOK。）

⑦1剤お流し。（ぬめりが取れるまで、よくすすぎます。）

⑧シャンプーボールにお湯を貯め、パワーLPD+でチェンジリンス）

　　　　　（LPD+は髪に直付けせず、お湯に溶かしてください。目安：ピンポン玉1個分10ｇ）

⑨R2+とRV+の3倍液でカチオンコンプレックス。（RV+はR2+よりやや多め。）

⑩3分放置後、よくすすぎます。

⑪タオルドライ後、アルガノミクスを髪全体に吹き付けます。

　　　　　　　　　   (髪が濡れている状態でコーミング前に上下2周程度が目安）

⑫ドライヤーで約90％ドライ。

　　　　　　　　　 ：根元～中間は90％ドライで、毛先は完全ドライ。

　　　　 　　　　　　　　　  　90％は髪を触って、ほんのり水分を感じる状態。　　　　　

⑫ツインブラシでクセを真っすぐにし、挟みながらアイロンプレス。

　　　　　　　　　 ： アイロンの温度は、根元～毛先共通180℃。

⑬bR2液にパワーR2+を10％ミックスし、2液塗布。

　　　　　　　　　 ：1液に対し、1.5倍の量が目安。2回付け15分放置。

⑭シャンプー台で2液をよくすすぎます。

⑮よくすすいだ後は、スプレーコンデDDで消臭トリートメント。

　　　　　　　　 　目安量：ピンポン玉2個分、20ｇ程度が目安。1分放置。

⑯重ねてパワーLPD+を塗布し、しっかりもみ込みます。

　　　　　　　　　目安量：ピンポン玉1個分、10ｇ程度を毛先中心に塗布。

⑰ぬめりが取れるまで、しっかりすすぎます。

⑱タオルドライ後、アルガノミクスを吹き付け、スタイリング。

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

注意点

注意点

注意点

ミドルダメージの場合の1剤：ヒモストＧＭＴ+ヒモストSp（2：1）

ハイダメージの場合の1剤：ヒモストＧＭＴ+ヒモストSp（1：2）

弱めの薬剤で

じっくり還元



酸性ストレート施術応用編（ストレート＆カール）

■ケース（根元カラー毛+毛先ダメージ毛）

■施術工程。

①タオルドライ後、アルガノミクスを髪全体に吹き付けます。

　　　　　　　　　   (髪がもつれている状態、もしくはコーミング前に上下2周程度が目安）

②ドライヤーで約80％ドライ。

　　　　　　　　　 ：80％は根元～中間の水分量で、毛先は完全ドライ。

　　　　 　　　　　　　　　  　80％は髪を湿っているが、ペーパーに水分がしみ込まない状態。　　　　　

③根元～中間はツインブラシでクセを真っすぐにし、挟みながらアイロンプレス。

　　　　　　　　　 ：アイロンでジューと音が出るのは、水分が多すぎますので、

　　　　　　　　                     ドライヤーで少し乾かしてください。

　　　　　　　　                     アイロンの温度は、根元180℃。

　　　　　　　　　　　　　　　根元のストレート部分は、しっかりアイロンプレス。

　　　　　　　　　　　　

④カール部（毛先）は、アイロンなし。

　　　　　　　　　 ：毛先に絡みが出ている場合は、軽くアイロンスルー。

⑤カール部にR2カールを塗布。

　　　　　　　　　 ：塗布量はワインディングができる程度のウェット感。

⑥デジパ機器で10～15分加温。（健康毛：60～80℃、カラー毛：50～60℃目安）

⑦bR2液を2度付けで塗布し、15分放置。

⑧よくすすいだ後は、スプレーコンデDDで消臭トリートメント。

　　　　　　　　 　目安量：ピンポン玉2個分、20ｇ程度が目安。1分放置。

⑨重ねてパワーLPD+を塗布し、しっかりもみ込みます。

　　　　　　　　　目安量：ピンポン玉1個分、10ｇ程度を毛先中心に塗布。

⑩ぬめりが取れるまで、しっかりすすぎます。

⑪タオルドライ後、アルガノミクスやウォーターレイヤースタイリングゲルを塗布し、

　持ち上げながらスタイリング。

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

注意点

注意点

注意点

注意点

根元：ヒモストＧＭＴ単品もしくはヒモストSp（2：1）

毛先：ヒモストＧＭＴ+ヒモストSp（2：1）もしくは（1：2）

アイロンまでのストレート工程は通常通り行います。

（以下、アイロン工程より記載）

▲ ▲
カールをつける部分にR2カールを塗布。

仕上がりはロッド径の2～2.5倍程度。

※薬剤の放置時間やアイロン前の水分量は目安ですので、髪質・ダメージに合わせて変更をしてください。


