
ナチュラルな素髪に自信を。

実感、頭皮＆髪年齢マイナスへ

5 年後の髪を守るために
今できること、
新しい頭皮＆髪ケア
はじめてみませんか？

w i t h

フーチェシリーズのご紹介動画も公開中です！

I n s t ag r amFUCES公式

[発売元 ] 株式会社Ｔ－ブレイス
〒441－ 0302 愛知県豊川市御津町下佐脇市場24番地4
[お問い合わせ] TEL：0533－75－5699

FUCES®は登録商標です / 商標登録第6147904号
FUCES®シリーズは理容室・美容室でのサロン専売品です。
シリアル番号による商品管理とともに、
インターネットでの不正販売・転売を禁止しております。

https://fuces . jp
年齢の悩みに寄りそい  笑顔を増やすお手伝い

－ フーチェ －

＊2：年齢に合わせたお手入れ

髪にハリ、コシ、ボリュームがない

髪にツヤ、潤いが欲しい

裂毛、うねり、くせ毛が気になる

フケ、カユミが気になる

頭皮のべたつきが気になる

産後の頭皮・毛髪が気になる

肌に優しいケア方法を探している

エイジングケア＊2方法を探している

髪の悩みはひとそれぞれ。
フーチェ シリーズ は

さまざまな悩みにおすすめです！

無添加無味無臭低カロリー糖分0

◆ 純度100％コラーゲンパウダー。◆ 1日に必要な必須コラ
ーゲン量5000mgをしっかり摂取できます。◆スティックタ
イプなので持ち運びにも便利。◆コラーゲン1日2包を毎日の
お食事やお飲み物に加えて健康生活。

300ｇ（120包）   5,292円（税抜価格4,900円）
MADE IN JAPAN

フーチェ きらめきコラーゲン
Kirameki Collagen

飲む100％コラーゲン

内側からのコラーゲンケア！

プロポリスエキスリンゴ果実培養細胞エキス

加水分解アナツバメ巣エキスアカヤジオウエキスプラセンタエキス

アデノシン三リン酸プテロカルプスマルスピウム樹皮エキスWIDELASH

アルゲフィルマーバージョンアップリデンシルキャピキシル

◆まつ毛とまゆ毛に使用できます。◆デリケートな目元に潤いを与
え、地まつ毛と地まゆ毛を丈夫に保ちます。◆目元のくすみを抑え、
明るい目元を保ちます。◆まつ毛エクステとの併用も可能です。

4mL   3,300円（税抜価格3,000円）
MADE IN JAPAN

フーチェ プレミアムＡＲ アイラッシュセラム

PremiumAR Eyelash Serum
NEWまつ毛・まゆ毛美容液

まつ毛にも、まゆ毛にも、目元の肌にも

アレルギー
テスト実施
 済み＊3

＊3：すべての方にアレルギーが起こらないということではありません

遠赤外線ライトイオン導入 ＋
バイブレーション

EMS(低周波)
弱・中・強モード

◆ EMS(低周波)・遠赤外線ライトで頭皮を温め、正常に保ちます。
◆さらにイオン導入・バイブレーションでヘアトニックを浸透させ
ます。◆電源不要、単三電池４本でどこでもすぐに使用できます。

13,200円（税抜価格12,000円）

フーチェ ヘアグロー
5s Hair Grow

頭皮エステ器

自宅でできる! 本格頭皮エステ器



保湿成分+ 

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
オランダカラシエキス

サトザクラ花エキス ＋ 酒粕エキス

セイヨウハッカ葉エキス

ヒメフウロエキス

アカツメクサ花エキス 
＋ アセチルテトラペプチド-３

セイヨウアカマツ球果エキス
 ＋ チャ葉エキス

カシミヤ毛由来加水分解ケラチン

バージョンアップ

桜美精

スプリングミント

プリンセスケア

キャピキシル

リデンシル

カシミヤコート

＊1

いつまでも、
ハリコシ・ボリューム・潤いのある艶やかな髪へ。
すこやかな頭皮とヘアサイクルをサポートします！

新しい『フーチェ プレミアムAR シリーズ 』は
頭皮を整える新成分 を贅沢に追加しました。

n e w

＊1：17型コラーゲンの合成を促進！

マンダリンオレンジ果皮エキス加水分解アナツバメ巣エキス

加水分解コラーゲン加水分解ケラチン(羊毛)

プラセンタエキス吸着性キトサンエルカラクトン

アデノシン三リン酸プテロカルプスマルスピウム樹皮エキス

◆ 頭皮と髪にダブルで使えるノンシリコン万能スタイリ
ングミスト。◆ 頭皮をすこやかに保ち、毛髪内部と外部
に働きかけ、ハリコシ・ボリュームのあるヘアスタイルを
簡単に作れます。◆ 朝お出かけ前のスタイリング時に、
ドライヤーと併せてお使いください。

140mL　3,190円（税抜価格2,900円）
MADE IN JAPAN

フーチェ ヘアソリュー

Hair Solyu

スタイリングミスト / ノンシリコン

スタイリング、頭皮ケア、毛髪内外の補修

ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモ二ウム

NMF18-MEA加水分解シルク

加水分解ケラチン(羊毛)プテロカルプスマルスピウム樹皮エキス

ダイズ種子エキスリデンシルキャピキシルカシミヤコート

スプリングミント プリンセスケア桜美精   ＊1バージョンアップ

◆ ヒアルロン酸パックで髪と頭皮をしっかり保湿。◆ 頭皮
のカサつきやベタつきが気になる方におすすめです。◆ 髪
の毛もしっかり保湿してふんわりと柔らかな仕上がりに。
◆ 髪だけでなく頭皮へのトリートメントも兼ねている、新
感覚ノンシリコンスカルプパックです。

240g　3,960円（税抜価格3,600円）
MADE IN JAPAN

フーチェ プレミアムＡＲ ヘア＆スカルプパック

Hair & Scalp Pack
PremiumAR

NEWトリートメント / ノンシリコン

頭皮のカサつきやベタつきが気になる方へ

グリコシルトレハロース＆加水分解水添デンプン

加水分解シルク加水分解ケラチン(羊毛) ココアンホ酢酸Na

ラウラミドプロピルベタインプテロカルプスマルスピウム樹皮エキス

グリチルリチン酸2Kリデンシルキャピキシルカシミヤコート

スプリングミント プリンセスケア桜美精   ＊1バージョンアップ

◆ 業界トップクラスの生薬配合のノンシリコンスカルプシ
ャンプー。◆ 頭皮、毛髪をすこやかに保ち、ハリコシを与え
ふっくらボリューム感のあるヘアスタイルを保ちます。◆
きめ細かい泡と柑橘系のほのかな香りが、シャンプータイム
を心地よく演出します。

300mL   4,180円（税抜価格3,800円） 
700mL   8,360円（税抜価格7,600円）
MADE IN JAPAN

フーチェ プレミアムＡＲ シャンプー

Shampoo
PremiumAR

NEWシャンプー / ノンシリコン

髪にハリコシ、ボリュームの欲しい方へ

オタネニンジンエキスローズマリープラセンタエキス

アカヤジオウ根エキス加水分解アナツバメ巣エキスアデノシン三リン酸

ダイズ種子エキス(イソフラボン)プテロカルプスマルスピウム樹皮エキス

スプリングミント プリンセスケア桜美精   ＊1バージョンアップ

◆ 天然由来の有効成分がふけ、かゆみを抑え、頭皮と毛髪
をすこやかに保ち毛髪にハリコシを与えます。◆ 男女兼用で
使えて、べたつきや匂いが無く使用感も快適です。◆ ��代
から始めるエイジングケア＊�におすすめです。

140mL　7,150円（税抜価格6,500円）
MADE IN JAPAN

フーチェ プレミアムＡＲ エッセンス プラス

Essence plus
PremiumAR

NEW男女兼用ヘアトニック / ノズルタイプ

将来も見据えていまからケアしたい方へ

「  頭 皮 や 髪 の 状 態 が 気 に なり始 めた 。 」

＊2：年齢に合わせたお手入れ

オタネニンジンエキスローズマリーダイズ種子エキス(イソフラボン)

アカヤジオウ根エキス加水分解アナツバメ巣エキスプラセンタエキス

クロノディン(ユーグレナエキス)プテロカルプスマルスピウム樹皮エキス

アデノシン三リン酸マジョラムエキス   キャピキシル リデンシル ＊1

スプリングミント プリンセスケア桜美精   ＊1バージョンアップ

◆ 頭皮を整える新成分をふんだんに追加し、従来の男女兼用
ヘアトニックがよりパワーアップしました！◆ 頭皮と毛髪
をすこやかに保ち、毛髪にハリコシを与えボリューム感の
あるヘアスタイルを保ちます。◆ べたつきや匂いが無く使用
感も快適です。

140mL　11,000円（税抜価格10,000円）
MADE IN JAPAN

フーチェ プレミアムＡＲ エッセンス アップライズ

Essence Uprise
PremiumAR

NEW男女兼用ヘアトニック / スプレータイプ

より早く効果を出していきたい方へ

「  すでに 気 に なる悩 み が ある。 」


