
OLAPLEX No.8 Bond Intense
Moisture Mask Debut Promotion 2021

サロン発注期間：2021 年 10 月 19 日（火）〜12 月 31 日（金）　納品開始：2021 年 10 月 21 日（木）〜

BUY 5

GET 1No.8 ボンドインテンスモイスチャーマスク

2021 年 10 月 21 日 ( 木 ) にオラプレックスより、“No.8 ボンドインテンスモイスチャーマスク” を発売します。発売に伴い、お得な
デビュープロモーションを実施します。ぜひこの機会にお買い求めください。

4 つの効果がこれ 1 本に！スペシャル集中ケアマスクが新登場
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No.3 ヘアパーフェクター ( ホームケア )

No.4 ボンドメンテナンスシャンプー

No.5 ボンドメンテナンスコンディショナー

No.6 ボンドスムーサー

No.7 ボンディングオイル

No.8 ボンドインテンスモイスチャーマスク

オラプレックスコンシューマーリーフレット

プロジエ 店販袋

ボトルスタンド

プロジエ ディスプレイ

プロジエ プライスケース

オラプレックスホームケア プライスカード

100ml

250ml

250ml
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10 枚 1 束

10 枚 1 束

¥1,960
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¥2,800

165-002871 No.0 インテンシブボンドビルディング
ヘアトリートメント 155ml ¥1,960 ¥2,800

数量上代サロン価規格製品名製品コード 小計 小計数量

サービス分ご注文分※全て税抜価格で表示

No.3~No.6 ご購入本数無償添付

10 製品ご購入につき 1 束無償添付

御入用の際は担当営業にお申し付けください。

1 個

4 個 1 セット

8 種 1 セット

最大 2 セット無償添付

合計 合計円 円

190(W)×110(D)×280(H)

NEW

ボトルを上下逆さまに保管できる専用ボトルスタンドを
ご用意致しました。ぜひご利用ください。

ボトルスタンド

Official HP

公式インスタグラム ( @olaplexjpn )
公式 HP( https://olaplex.jp )

オラプレックス取扱サロン様専用ページ Password：olaplexlove
▲POP や製品画像、キャンペーンなどがご覧頂けます。

Instagram

＊OLAPLEX お取扱いサロン様対象企画となります。  ＊期間中は何度でもご注文頂けます。  ＊他プロモーションとの併用は不可になります。

注意事項

ボトルスタンド プロジエ ディスプレイ

プロジエブランドにお使い頂けるとディスプレイを
ご用意いたしました。導入頂いたブランドのロゴシー
ルを貼ってご使用ください。

< 規格 >
黒ツヤアクリル L 型
190(W)×110(D)×280(H)



No.8 BOND INTENSE MOISTURE MASK
No.8 ボンドインテンスモイスチャーマスク

Debut!

容量：100mL　サロン価：¥1,960+tax　定価：¥2,800+tax

4 つの効果が
　　これ 1 本に！

オラプレックス新製品登場

Moisture Smooth

保湿 なめらかさ

Adds Body

ハリコシ

Shine

ツヤ

週 1 回〜2 回ご使用頂く、濃厚なスペシャル集中ケアマスクです。保湿となめらかさ、ハリコシ、
ツヤの 4 つの効果がこれ 1 本で叶います。全製品配合で日本初の新成分である「ジマレイン酸
ビスアミノプロピルジグリコール」が、ケミカルダメージをケアしながら、抗酸化作用のある
植物由来の成分が、酸化ダメージをケアします。また、毛髪にバリア機能を持たせ、外的要因
によるダメージから保護します。

特徴成分

アサ種子油 (Hempseed Oil)：
アサ種子油には、ポリフェノールの一種であるカンナビシン A と
ビタミン E、リノール酸、オレイン酸が含まれているため、抗酸
化作用があり、酸化によるダメージを抑える効果があります。また、
保湿力とバリア機能にも優れているため、毛髪にうるおいとツヤ、
柔軟性を与えながら、外的要因によるダメージから髪を守ります。

コメヌカ油 (Rice Bran Oil)：
天然ビタミン E( トコフェロール ) やコメヌカセラミド、γオリザー
ルなどの成分が含まれており、保湿、バリア機能強化、抗酸化、
熱酸化防止、耐熱性、UV 効果など様々な働きがあります。毛髪を
保湿しながら、酸化ダメージを抑制し、紫外線や熱ダメージから
髪を守ります。アンチエイジング効果も期待できます。

ジマレイン酸ビスアミノプロピルジグリコール (Bis-aminopropyl diglycol dimaleate)：
ケミカル施術によるダメージや日常生活の中でのダメージによって切断されたアミノ酸同士の結合 (S-S 結合 ) を効率よく再結
合させることで、「ダメージに負けない強さ」を維持し、今までに実現できなかったスタイルの可能性を広げます。

2021.10.21～

カテゴリー プレトリートメント シャンプー マスク コンディショナー アウトバス・スタイリング

主な目的 補強
- Bonding - - Cleansing - - Moisuture - - Conditioner - - Protect -

洗浄 保湿 質感調整 保護

補助目的

製品

使用手順

内部補修 外部補修 補強 補強 補強 保湿 保護 補強 保護 UV 熱保護質感 ツヤハリコシスカルプケア

No.0 No.3 No.4 No.8 No.5 No.6 No.7

乾いた髪に No.0 を、
ダメージ部分中心に塗
布します。その後、重
ね付けで No.3 を髪全
体に塗布して 5 分以上
放置してください。

予洗いをして、適量を
お湯とよくあわせて
マッサージしながら
シャンプー します。

水気をよく切り、適量
をダメージ部分中心に
塗布します。

重ね付けで、適量を髪
全体に塗布し、5 分以
上放置してから、よく
洗い流してください。

ドライ前の濡れた髪に
適量塗布し、乾かして
ください。乾いた後に、
スタイリング剤として
もご使用頂けます。

2022 年初旬に発売予定！

No.8 の業務品として

4-in-1 モイスチャーマスクが

説明動画はこちらから
Youtube


