毎日のケアで、サロン帰りのツヤ髪 をキープ !
毎日様々な髪質のお客様に接している美容師だからこそできる、
多くのお客様の悩みに答えるシャンプー & トリートメント

ノンダメージ にとことんこだわった、
ボヤージュ オリジナル のクオリティ。
全てはお客様 の 髪 のために…。
これまでのシャンプーは、強力な洗浄力で肌に必要な栄養分まで洗い流してしまうなど、
髪へのダメージをどうしても防げませんでした。
ボヤージュでは、髪が「傷んだから」
ケアするのではなく、
「傷まないように」
ケアしていくことを大切にしています。
サロンで施術したあとの髪質を、ご自宅でもキープしていただくことによって、
次回の施術も思い通りのスタイルを叶えることができます。そこで誕生したのが
ボヤージュ ヘマチンシャンプー & トリートメント + 集中ケア用トリートメントラメラです。
アミノ酸系の界面活性剤（水と油を均一に混ぜ合わせる力）は肌や髪に優しく、
そして穏やかに汚れを落としてくれます。また、肌への残留性も少なく、
安全性も高いので、アトピーや敏感肌でお悩みの方にもお使いいただけます。

サロン帰りの 髪 の 質感、
あなたは、
どのくらい持ちますか？
美容室に行けるのは、せいぜい年に 5〜6 回です。
もちろんその時に美容室でしか出来ないスペシャルなケアをするのも大事ですが
実は残りの 360 日の方が大切。サロン帰りの質感を次回の来店までキープしてほしい。
美容室ボヤージュのヘアケアシリーズは美容師さんのそんな思いから
開発されたオリジナル製品です。

プロ

ならではの

毎日使いやすい価格
美容室のシャンプーが高いために、
お客様が市販の安価で刺激の強いシャンプーを選んでしまうことを、
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実は多くの美容師さんが悩んでいます。
ボヤージュ ヘマチンシャンプーは美容室のシャンプーとしてのクオリティを保ちながら、
市販のシャンプーの価格に近づけるよう努力を重ねました。
毎日のホームケアで髪質がだんだん良くなって行くことを実感してください。

美容室ボヤージュ
オーナー

安藤 順政
Yorimasa Ando

お客様 や美容師 の 声 を反映
ボヤージュ ヘマチンシャンプーは現役の美容師さんが開発したシャンプーです。
そのため、多くのお客様や美容師仲間の声を反映し、
常に進化し続けてきました。お客様、美容師両方が理想とするスタイルを実現します。

日本で理容師として勤務した後、ロンドンへ留学。
「Vidal Sassoon」
にてディプロマを取得。さらに現地にて 2 年間のサロン勤務。帰国
後、美容師として活躍し 30 歳の時に妻と２人でサロン「Voyage」を
開業。そして、お客様や美容師から寄せられた声をもとに開発した
パーマ剤やヘアケアアイテムを商品化しています。

サロン発 プロの美容師が生んだ 、ダメージケアシャンプー & トリートメント

くの お客様 が
多く
高い効果 を 実感。

デイリーケア+ 集中ケア＝髪質向上!!

サロンで施術したあとの髪質を、
ご自宅でもキープしていただくことによって、
次回の施術も思い通りのスタイルを叶えることができます。
まずは 1ヶ月、Voyage のデイリーケア+ 集中ケアをお試しください。

毎日のホームケアに

Step

毎日のホームケアに
毎日のホームケアに

1

Step

パーマ・カラーによるダメージ
を防ぎ、ハリ・コシのある髪へ導
きます。

2

3,240円（税込）／ 1,000ml 6,200 円（税込）

美容室オリジナル ボヤージュ トリートメント

250ml

3,240円（税込）／ 1,000ml 6,500 円（税込）

特長
特長

1

Step

ダメージを内部・外部から同時
に補修することで、ハリとすべり
のある髪に仕上げます。

美容室オリジナル ボヤージュ ヘマチンシャンプー

400ml

目安は週 2 回、スペシャルケアに

シャンプーの原点「洗うこと」を大切に。

特長

1

スルホコハク酸系界面活性剤
泡の持続力に優れ、泡切れがよくさっぱりした洗い上がりで
す。他の高級アルコール系に比べて皮膚刺激が弱いです。
アミノ酸系界面活性剤
刺激が少なく、適度な洗浄力で、髪や頭皮が弱い方にも
優しくお使いいただけます。また天然由来のため、環境
に優しいという利点もあります。

ダメージを内側から補修して、しなやかな髪へ

ボヤージュト リートメントは光学セラミドやベリセア・
植物セラミドで内部からダメージを補修。髪のしなや
かさや弾力を取り戻します。
セラミド - 2
毛髪に含まれる脂質成分です。
毛髪内部に浸透し、髪に
必要な油分を補います。

●きめ細かい泡立ちでなめらかに洗い上げる
ボヤージュ ヘマチンシャンプーは、スルホコハク酸系
界面活性剤とアミノ酸系界面活性剤の絶妙なミックス
で洗浄力とコンディショニング効果の両立を実現 !

ペリセア
毛髪内部の亀裂を修復し、毛髪の強度や水分量を健康な
状態に戻します。

特長

2

美容室オリジナル 美容室ボヤージュ トリートメント ラメラ

3,240円（税込）／ 1,000ml 8,640 円（税込）

200ml

ボヤージュ トリートメントは 、18MEA 、リビジュアなど
毛髪外部補修成分で髪の表面を補修することで、手触り
がよく、
ツヤのある髪へ整えます。

ヘマチンがダメージ補修 ! 髪にハリ・コシ

特長
特長

1

ボヤージュト リートメントラメラは、週 2 回の集中ケア
用のスペシャルトリートメントです。デイリーケアと組
み合わせることで、ダメージヘアにツヤを取り戻します。

特長

2

不足した栄養を補給し、しっとりツルツルの髪

ボヤージュト リートメントラメラは、カラーやパーマ、
また、毎日のダメージによって失う毛髪脂質成分を補
います。不足した栄養
（CMC 成分）
を補給することで、
しっとりツルツルの髪へ導きます。

ダメージによって失われる「CMC成分」
CMCとは 、髪の内側にあり、脂質に近い成分で、
キューティクル同士を接着したり外側からの刺激
からキューティクルを守って、水分や脂質など内
部の成分の流出を防ぎます。

18 - MEA キューティクルとキューティクルの間の
油分で、
髪の表面に多く含まれます。

ボヤージュ ヘマチンシャンプーは、高濃度ヘマチンを
配合。ヘアカラーやパーマの繰り返しや加齢により元
気のなくなった髪をいきいきとよみがえらせます。

週 2 回のホームケアで髪質向上

ダメージを外側から補修して、
ツヤ感アップ

高分子ケラチン ケラチンは髪の主成分です。
剥げ落ち
たキューティクルを補い、
手触りの良い髪へ。

2

週 2 回の使用で、ダメージヘアに
不足する脂質成分を効率よく補
給し、
髪のツヤを取り戻します。

特長

髪に良い成分をあれもこれも入れるという事ではなく、
髪を洗うために本当に必要な成分だけをぎゅっとまとめて
シンプルに作りました。シャンプーの洗い上がりはさっぱ
りと、浸透させていた成分はトリートメンとで補います。

特長

3

リビジュア
ヒアルロン酸の 2 倍近くの保湿効果を
持ち、
傷んだ髪に潤いを取り戻します。

CMCが失われた髪は…
パサつく

まとまらない

手触りが悪い

カラーの退色

髪や頭皮の健康に必要不可欠な「ヘマチン」
ヘマチンはエイジングに強い見方となる天然成分で褐
色をしています。ボヤージュ ヘマチンシャンプーが黒
いのは、ヘマチンが豊富に含まれているからです。
ダメージを深層から補修

カラーやカールが長持ち

消臭 効 果

UVケア・白髪予防

特長

3

アイロンやドライヤーによる熱ダメージを予防

ボヤージュ トリートメントには希少な美容オイルである
「アルガンオイル」が配合されています。アルガンオイルは熱
に強く（〜220℃）、毎日の熱ダメージから髪を保護します。

CMCを補給すると…
柔軟性のある取り扱いやすい髪質に
髪の弾力・ツヤ感が蘇る

アルガンオイル
モロッコで生育しているアルガン樹から抽出され
るオイルです。ビタミン E を多く含み、髪の表面
の質感を整えてサラサラな髪を作ります。

特長

3

植物エキスで頭皮も髪もいきいき

ボヤージュ ヘマチンシャンプーは、10 種の植物エキスを
配合しています。
カミツレ花エキス

ラベンダー油

保湿作用
抗炎症作用

収れん作用

ニオイテンジク油エキス

ビターオレンジ油

収れん作用
殺菌作用

香料

そのほかに、センブリエキス／セイヨウオトギリソウエキス／ト
ウキンセンカエキス／ヤグルマギク花エキス／フユボダイジュエ
キス／ローマカミツレ花エキス を配合しています。

［ 美容室 Voyage ボヤージュ］
美の基本は“健康”であると私たちは考えます。
オープン以来、健やかで美しい髪を作る「本物の技術」と、
心身の疲れを癒す「真のリラクゼーション」に私たちはこだわり続けてきました。
でも、もしあなたが本当に美しい髪質を本気で手に入れたいとお考えなら
ぜひ一度、私たちにご相談ください。私たちは、あなたの人生を変える自信があります。
私たちボヤージュは、毛髪に関する疑問や、問題を一緒に解決する
お客様の“ヘアケアパートナー”です。

TEL：03-6321-2543

〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南 3 -44 -3

