世界のセレブに支持されるファイブスターホテルのアメニティとしても採用される
MADE IN JAPAN のヘアケア製品『E STANDARD』
ヘアケアというよりはスキンケア
毎日のお手入れで、髪が美しく変わっていく感動をより多くの方へ

30年以上に渡り、プロフェッショナル専売ブランドの製造・販売を行っているSUNTEC。
ドラッグストア・バラエティショップ市場における高価格帯商品では異例となる、発売から5年間で累計約1,000万本の
販売数を記録した「NUDY AURA／ヌーディオーラ」や世界的な韓流アーティスト『BIGBANG／ビッグバン』とのスペシ
ャルコラボレーションを実現した「N.A by NUDY AURA／エヌエー バイ ヌーディオーラ」などを一般市場ブランドとして
輩出しています。
そんな一般市場商品のすべての“基”になっているのがプロフェッショナル専売ブランドである「E STANDARD／
イイスタンダード」シリーズです。
「E STANDARD／イイスタンダード」シリーズは『やさしさ』を追及し、美容師の自己ケア用商品として瞬く間に口コミ
で広がっていきました。その後、美容師のみに限らず、お客様からも愛され続ける商品へと成長しました。
流行に左右されることのない、SUNTECが誇る最高峰のヘアケア商品です。
2007年9月、サロン向けにE STANDARDシャンプーの販売を開始してから、今日まで継続して高い評価を頂くと同時
に、一般販売への強い要望から、百貨店の化粧品フロアで坪単価売上が世界一といわれている伊勢丹新宿店1F
「プロフェッショナルヘアケアブース」での販売が実現し、売上№1を23ヶ月連続で樹立しています。
また、世界18ヶ国で出版されているハイファッション雑誌「VOGUE JAPAN」において、その年を代表する商品を決定
する「ヴォーグ・ビューティ・アワード」に3年連続でノミネートされた他、国内の様々な著名人だけでなく世界中のセレ
ブに支持される海外のファイブスターホテルのオーナーラウンジアメニティとして採用されるなど、日本国内だけにと
どまらず海外へのプロモーション活動も積極的に行っています。
MADE IN JAPANならではの繊細さや細部へのこだわり、ものづくりへの熱い思いが今後のヘアケアのスタンダード
になり、 10年、20年と長く愛され、世界が認める日本を代表するブランドを目指して活動しています。

髪・肌・そして自然環境すべてに「良」ものでありたい
POINT 1

POINT 2

POINT 3

やさしさへのこだわり
ダメージを受けた髪をやさしく、そして着実に美しい髪へと育みます。洗浄成分はデリケートな頭皮
にも安心して使えるヤシ油系・アミノ酸系をベースにバランス良く配合しています。使用成分は、川
や海を汚さない高生分解性のもの、天然由来の低刺激なものを使用しており、自然環境への継続
的なやさしさにも繋がるロハスの考えを大切にしています。
成分へのこだわり
E STANDARDは厳選した美容成分を贅沢に使用しています。全成分の95％＊を占める美容成分
は、フラーレンやコラーゲン、ヒアルロン酸やビタミンC誘導体などを配合。頭皮環境を整える植物
エキスもふんだんに取り入れました。洗うことで髪を美しく整え、ダメージケアとエイジングケアを一
度に実現します。 ＊洗浄成分／油性成分を除く
水へのこだわり
製品の60％～80％は水から作られています。だからこそ、主成分である水にもこだわっています。
通常、ヘアケア製品に使用される水は精製水が一般的ですが、E STANDARDは、活性水素とミ
ネラルが豊富に含まれている天然飲料水「日田天領水」を100％＊使用しています。
＊イイスタンダード ヘアセラムを除く

POINT 4
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香りへのこだわり
海外メゾンのパフュームのように、トップノートからミドルノート、ラストノートへと、時間と共に変わ
りゆく E STANDARDだけの香り。 E STANDARDは、厳選した天然由来のエッセンシャルオイル
を巧みにブレンド。フランスの調香師協会会員である大沢さとり氏がE STANDARDオリジナルの
香りを製作。ふと体温があがった瞬間やバスタブの湯気で、消えかけた香りが再び思い出したよ
うに香る「リフレインノート」まで意識した香りです。

POINT 1
＜やさしさへのこだわり ＞

8種類の良質な洗浄成分をブレンドし、低刺激にして高機能な洗浄力を実現
低刺激ながら高い洗浄力を実現。通常、洗浄成分は3〜４種類ほどの配合が
一般的ですが、十分に吟味された8種類の良質な洗浄成分を絶妙にブレンド。
ヤシ油系やアミノ酸系などの洗浄成分による肌へのやさしさはそのままに
クリーミーな泡立ちも実現。
天然由来・低刺激・アミノ酸系の洗浄成分は洗浄力が弱いのが難点でしたが
E STANDARDは、従来の低刺激のシャンプーでは叶えられなかった、洗浄の
確かな手応えと、納得の使用感を目指しました。そして、8種類それぞれが役割
りを高め合うことで、低刺激にして卓越した洗浄力、豊かな泡立ち、なめらかな
手触りを実現。いままでの低刺激シャンプーの概念を超える、画期的なシャン
プーの完成です。
使用成分は、川や海を汚さない高生分解性のものを使用し、自然環境への
継続的なやさしさにも繋がるロハスの考えも大切にしています。
＜自然環境へのこだわり＞環境負担を減らすために、できることをひとつずつ
E STANDARDは、自然環境への継続的なやさしさも考え、製品づくりを追求しています。洗浄成分は、川や
海を汚さない高生分解性のものを採用。天然由来の低刺激成分のみでつくられたシャンプーは、髪・肌にや
さしいだけでなく、次世代へ続くきれいな地球を考えた結論です。

◯高生分解性の洗浄成分 ○下水に有害物質を流さない
POINT 2
＜成分へのこだわり①＞

13種類の厳選されたスペシャルな美容成分を配合
全成分の95％以上＊が美容成分という独自の設計
E STANDARDは厳選した美容成分を贅沢に使用しています。全成分の95％＊を占める美容成分は、13種類
のスペシャルな美容成分を配合。
贅沢な設計により、洗うたびに髪を美しく整え、ダメージケアとエイジングケアを一度に実現します。
＊洗浄成分／油性成分を除く

13種類の厳選された美容成分

サクシニルアテロ
コラーゲン（魚）
高級化粧品などに使用
されるコラーゲン。
保湿力が高く、肌や髪を
しっとりさせます。

加水分解ケラチン

ヘマチン

ダメージ部分 を集中的
に補修。ハリ・コシのな
い髪に弾力と保湿を与
えます。

保湿効果があり 、髪の
主 成 分 ケラ チ ン と結合
することにより、ダメージ
部を補修します。

フラーレン
ノーベル賞も受賞した美容
成分 。美肌 効果や抗酸 化
力にすぐれ、肌のダメージ
や老化防止に働きかけます。

フェザーケラチン（水鳥）
コルテックスのダメージ部を
補修。流れ出にくいのが特
徴。栄養を閉じ込めます。

べジタミド
髪表面のダメージを受けた
部分に吸着して、バリアを
再生。ダメージ部分を健康
な状態にしてくれます。

吸着型コラーゲン
毛髪に吸着しやすいのが特
徴。しっとりと髪をコートして
滑り感を与えます。

リン酸アスコルビルＭｇ/
ビタミンC誘導体
肌荒れを防ぐ成分のひ
と つ 。抗酸 化力に 優れ
肌や髪をやさしくいたわ
ります。

ヒアルロン酸
1gで6Lもの水分を保持
できる高い保湿力で髪
内部の水分を保持。髪に
うるおいをキープします。

浸透型コラーゲン
髪の芯まで浸透します。髪
の内側からうるおいと弾力
感をもたらせます。

クレアチン
アミノ酸誘導体／毛髪保護
効果に優れ、髪に弾力を与
えます。

ハイブリッドシルクポリマー
ダメージ部分にしっかり吸
着。水をはじくバリアが湿気
から髪を守ります。

メドウフォーム油
しっとりとコクがあり、塗った
あとはさっぱりした感触が
得られます。髪をしっとりと
保つ効果に優れています。
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＜成分へのこだわり②＞

頭皮環境を整える9種類の植物エキス配合
自然のやさしさはそのままに力強く働きかけて健やかに導きます
豊かな土壌に瑞々しい草花が咲き誇るように、健やかな頭皮にこそ美しい髪が生まれます。
厳選した9種類の植物エキスが頭皮へ栄養を隙なく届け“髪を育む土壌”を作ります。

9種類の植物エキス

アルニカエキス
血行促進、抗菌作
用に優れ、脱毛予
防に働きかけます。

ゴボウエキス
保湿効果に優れ、フケ
や脱毛予防に働きか
けます。

ローマカミツレ
エキス
保湿や収れん、殺菌
に働きかけ、養毛を
サポートします。

オランダカラシ
エキス

セイヨウキズタ
エキス

ニンニクエキス

血行を促進して、育
毛しやすい環境をつ
くります。

保湿、抗炎症、皮膚柔
軟化 などに効 果が期
待されています。

保 湿 力 と抗 酸化 力に
優れ、血行促進も期待
されています。

オドリコソウ
エキス

マツエキス

ローズマリー
エキス

収れ んや消炎に働き
かけ、肌あれを予防し
ます。

血行を促し、制汗や防
臭などにも働きかけま
す。

血行促進と抗酸化力
に優れ、育毛しやす
い環境をつくります。

POINT 3
＜水へのこだわり＞

主成分の一つである水に「日田天領水」を100％＊使用しています
製品の主成分の一つである水は、通常、精製水（不要なイオンを取り除いた純粋）と
呼ばれるもので作られるのが一般的ですが、E STANDARDは、主成分が良いもので
なければ、良い製品ができないという考えから、主成分の一つである水を活性水素とミ
ネラルが豊富にふくまれている天然飲料水「日田天領水」を採用しました。
＊イイスタンダード ヘアセラムを除く

＜日田天領水の特徴＞
● 豊富なミネラル● 多量に含む活性水素● 保湿性や浸透性に優れた大きな美容効果
世界が認めた“日田天領水”の実力
日本三大美林で名高い大分県日田盆地の地中約1,000mから汲み上げられた、ミネラル豊富な天然飲料水。
最大の特徴は、活性水素を多量に含んでいること。奇跡の水として世界に名を馳せる、フランスのルルドの
水、メキシコのトラコテの水、ドイツのノルデナウの水と並ぶ水準です。クラスターが超微小なため、保湿性
や浸透性なども優れていることが証明されています。
モンドセレクション
７年連続最高金賞受賞

iTQi優秀味覚賞
８年連続受賞

「アクアポリン国際会議」
公式飲料に認定
アクアポリン
発見者のピー
ター・アグリ氏
2003年にノー
ベル化学賞を
受賞
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POINT 4
＜香りへのこだわり＞

海外メゾンのパフュームのように、時間と共に移り変わりゆくE STANDARDだけの香りです

E STANDARDは、厳選した天然由来のエッセンシャルオイルの香りを
巧みにブレンド。バスルームにたちのぼる香りは心身の疲れを癒す
リラクゼーション効果もたっぷりです。
また、フランス調香師協会所属、独自のオリジナルブランドを持つ
唯一の日本人パフューマーとのコラボレーションを実現し、海外メゾンの
パフュームのように「トップノート」から「ミドルノート」、「ラストノート」へと
時間と共に移り変わりゆく香りです。

エッセンシャルオイル
ピュアな光で包み込むようなリラックス成分配合。
柑橘系とフローラル系を中心にエッセンシャルオイルを巧みにブレンド。バスルームに広がる香り
により、心身の疲れも癒します。
【グレープフルーツ果皮油】
柑橘系。渋みと甘みのあるフレッシュな香り。デオドラント効果にも優れています。

【ゼラニウム油】
フローラル系。神経のバランスを整え、気持ちを明るくし、ストレス緩和に働きかけます。

【レモングラス油】
柑橘系。甘さを伴うさわやかな香り。気持ちをリフレッシュさせる効果もあります。

【ショウガ根油】
スパイス系。身体を温める効果があります。気持ちをリフレッシュさせる効果もあります。

【パチョリ油】
オリエンタル系。個性的な香り。ストレスの緩和や、苛立ちの鎮静にも効果があります。

【イランイラン花油】
フローラル系。甘めの香りでリラックス効果が期待できます。

「フランス調香師協会会員」Independent perfumer(独立調香師) 大沢さとり
オーダーメイドの香りのデザインをはじめ、数々の香水コレクションを自身で制作し、講演やイベントの
プロデュース、異業種のアーティストとのコラボレーション等、多岐にわたって香りに関わるクリエイティブな
活動を行っています。
調香においては最高品質の材料にこだわり、時間の中で移ろいゆく香りの豊かな奥行き、微妙な変化も
丁寧にデザイン。2000年よりオリジナル香水の制作販売、および調香スクールにおいて後進の指導にも
あたっています。
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＜プロモーション活動へのこだわり＞
E STANDARDのブランド価値を最大限に高められる取り組みを継続して行っています
百貨店の化粧品フロアの中で坪単価が売上世界一といわれる伊勢丹新宿店での取り扱いや、六本木にある東
京ミッドタウンのISETAN SALONEにおいての取扱い、そして世界中のセレブに支持されるファイブスターホテル
のオーナーラウンジアメニティとして採用されるなど、日本国内にとどまらず海外へのプロモーション活動も積極
的に行っています。

＜E STANDARD × 伊勢丹＞
厳選されたブランドのみ置くこと
が許されるプロフェッショナル
ヘアケアブースにて
E STANDARDシリーズが販売
されています。
世界各国の厳選されたブランド
と肩を並べ、日本を代表するヘ
アケアシリーズとして確かなブラ
ンディングを行っています。
また、プロフェッショナルヘアケ
アブースで取り扱っている数あ
るブランドの中で、現在売上№１
を23ヶ月連続で樹立しており
E STANDARDブランドの信頼を
着実に伸ばしています。

＜E STANDARD × ISETAN SALONE ＞
六本木の複合施設「東京ミッドタウン」
ガレリア１F/2Fに、2015年4月厳選され
た約90ブランドを集めたセレクトストア
「ISETAN SALONE」がOPEN。
ストアコンセプトは、「商品とアートの融
合」。モードからリアルクローズ、世界中
から選りすぐった雑貨やコスメを提案し
ゆったりとした空間で一人一人におもて
なしを提供。
伊勢丹新宿店と連動し厳選された商品
が置かれるプロモーションブースにて
2015年8月E STANDARDシリーズが販
売。好評により、同月、正式に定番化が
決定しました。

＜E STANDARD × 銀座三越 ＞
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銀座三越店は今から85年前の1930年に
開店した老舗の百貨店。マクドナルド日
本1号店が開店するなど、常に日本の百
貨店の先頭を走っています。
銀座という好立地から、外国人観光客
が多く、近年百貨店の業績が芳しくない
にも関わらず、外国人観光客の免税売
上は、国内百貨店の中でもダントツで
1位をキープしています。外国人観光客
がストレスなく買い物が出来るように専
任のスタッフを配置したり、外貨両替機
などを置くなど最前線の対応をしていま
す 。 今 回 2015 年 9 月 に は B1F フ ロ ア に
JAPANクオリティゾーンを増設。
MADE IN JAPANのヘアケアブランドとし
てE STANDARDシリーズの販売が決定
しました。

＜E STANDARD × イセタン ミラー＞
2015年10月に「イセタン ミラー メイク＆コスメティクス」が東急プラザ表参道
原宿店3FにOPEN予定。現在、「イセタン ミラー」はルミネ新宿・湘南T-SITE
をはじめ10店舗を運営。今まで百貨店でしか購入できなかったCHANELや
Diorをはじめ、厳選されたラグジュアリーブランドが集まり、購入にはプロの
「イセタン ミラー ガール」が丁寧に提案、サポートしてくれることで安心して
購入出来る人気のセレクトショップです。この表参道原宿店には、「イセタン
ミラー」初のヘアケア商品が追加され、ラグジュアリーヘアケアブランドとして
E STANDARDシリーズが選ばれ、2015年10月より販売が決定しています。

＜E STANDARD × ヴォーグ・ビューティ・アワード＞
ハイファッション雑誌のひとつとして知られ、掲載商品には欧州の名門ファッションブランドが軒並み名を連ね
世界18ヶ国で出版されている「VOGUE」。その日本版となる「VOGUE JAPAN」においてその年を代表する商
品を決定する「ヴォーグ・ビューティ・アワード2013」 「ヴォーグ・ビューティ・アワード2014」 「ヴォーグ・ビューティ・
アワード2015」と3年連続でノミネートされました。

【ヴォーグ・ビューティ・アワード2013】
E STANDARDの製品開発へのこだわりが取り上げられ、【10年後も語り継がれる革新性を持ち、業界
に衝撃を与えた製品】を選出する「ブレイクスルー賞」部門でのノミネート。

【ヴォーグ・ビューティ・アワード2014】
E STANDARDの製品開発へのこだわりが取り上げられ、長く愛されている
【ロングセラー製品】を選出する「ホール・オブ・フェイム賞」部門でのノミネート。

【ヴォーグ・ビューティ・アワード2015】
数年にわたり愛され続けている定番/ロングセラー製品(発売から3年以上)を選出する
「ホール・オブ・フェイム賞」部門でのノミネート。

◆2013年ノミネート

◆2014年・2015年ノミネート
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＜E STANDARD × トランプ・インターナショナル・ホテル＆タワー・ワイキキビーチウォーク＞

2009年11月ハワイ・ワイキキに、約30年
ぶりに誕生したファイブスターホテル、「ト
ランプ・インターナショナル・ホテル＆タ
ワー・ワイキキビーチウォーク」。
トランプタワーワイキキは世界の不動産
王と呼ばれるドナルド・トランプ氏が世界
に展開するホテル「トランプ」ブランドの
一つ。このホテルレジデンス＊は1日の不
動産販売額がギネス記録に認定される
など、大きな魅力を物語っています。
ハレクラニやレストラン・ノブなどが立つ
好立地のロケーション。
ワイキキでは最高層となる地上38階建
てで、ハワイの象徴であるダイヤモンド
ヘッドなどを一望できます。
＊ホテルの1室の完全所有権を得ることができ、住居はもちろん、ホテルの
サービス全てを受けることが出来るシステム。

ROOM AMENITY /

ルームアメニティ

オーナーラウンジアメニティとしてE STANDARD
トラベルセットが採用されています。

BATHROOM / バスルーム
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＜E STANDARD × ザ･リッツカールトン・レジデンス・ワイキキビーチ＞

※この画像はあくまでもイメージとなり、実際の画像とは異なります

TIFFANY&CO.やGUCCI、CHANELなど世界の一流ブランドが軒を連ねるハワイで一番贅沢な
ショッピングモールに直結したロケーションに、2016年春「ザ・リッツ－カールトン ・レジデンス・
ワイキキビーチ 」がオープン予定です。
2016年のオープンにも関わらず、2013年10月には約80％が売却されるほど、世界各地から注目
を集めているホテルレジデンス＊ 。
全室南向きでオーシャンビューなど、ハワイの魅力を体感出来るコンドミニアムタイプのホテル
レジデンスです。
＊ホテルの1室の完全所有権を得ることができ、住居はもちろん、ホテルの
サービス全てを受けることが出来るシステム。

ROOM AMENITY / ルームアメニティ

オーナーラウンジアメニティとしてE STANDARD
トラベルセットが採用されています。
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商品ラインナップ

イイスタンダード シャンプー
95％以上＊が美容成分のシャンプーです。厳選した美容成分と

植物エキスを配合、天然由来・低刺激性洗浄成分、高生分
解性にこだわり、髪や肌にはもちろん、自然環境にも配慮し
ています。きめ細やかで豊かな泡立ちが楽しめます。
＊ 洗浄成分を除く

250ml / ¥2,800

600ml / ¥4,800

2,000ml / ¥12,800

【配合成分】水、オレフィン（C14-16）スルホン酸Na、コカミドDEA、ココイルサルコシンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ココアンホプロピオン酸Na、PEG‐40水添ヒマシ油、ポリクオタニウ
ム-10、ココイルグルタミン酸TEA、ココアンホ酢酸Na、フラーレン、セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク、クレアチン、サクシニルアテロコラーゲン(魚)、ヒアルロン酸Na、
加水分解ケラチン(羊毛)、ヘマチン(豚)、リン酸アスコルビルMg、アルニカエキス、オドリコソウエキス、オランダカラシエキス、ゴボウエキス、セイヨウキズタエキス、ニンニクエキス、マ
ツエキス、ローズマリーエキス、ローマカミツレエキス、グレープフルーツ果皮油、ニオイテンジクアオイ油(ゼラニウム)、レモングラス油、ショウガ根油、パチョリ油、イランイラン花油、
香料、クエン酸、グリセリン、BG、フェノキシエタノール、エタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン
※すべて税抜価格

イイスタンダード ヘアセラム
髪本来の美しさを引き出す贅沢エッセンスです。海の恵みでできたカプセル
に豊かな髪を育むミネラル成分をはじめ、42 種類の純度の高い美容成分を
凝縮した髪の美容液。シャンプー、トリートメントの間にひと手間を加えること
で、新鮮で濃厚な美容成分が健康な髪の土台を作り、トリートメントの効果を
最大限に引き出します。うるおい・しなやか・ハリ・コシ、すべての理想を叶え
ます。
120g / ¥2,800

1,000g / ¥12,800

【配合成分】水、BG、ペンチレングリコール、グリセリン、アルギニン、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ケラチン(羊毛・水鳥)、
ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン(羊毛)、ポリクオタニウム-51、サクシニルアテロコラーゲン、水溶性コラーゲン、タウリン、トレハロース、ベタイン、アラントイン、炭、ア
ルギン酸Na、アラニン、グルタミン酸、ラウラミノプロピオン酸Na、リシンHCI、グリシン、ロイシン、ヒスチジンHCI、セリン、バリン、トレオニン、イソロイシン、フェニルアラニン、プロリン、
チロシン、アスパラギン酸Na、イノシン酸2Na、グアニル酸2Na、ジグリセリン、DPG、PCA-Na、PVP、(ビニルピロリドン/VA)コポリマー、ソルビトール、キサンタンガム、(アクリレーツ/アク
リル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、クエン酸、リン酸K、リン酸2Na、フェノキシエタノール、エタノール
※すべて税抜価格

イイスタンダード トリートメント
メデュラニュートリション
95％以上＊が美容成分のトリートメントです。濃厚な美容成分
が髪の内部へと浸透し、髪の根幹から全体へ響き渡るよう
に補修する内部浸透型トリートメント。うるおいと栄養成分を
ダイレクトにチャージ。集中的な補給効果により、髪の芯部
まで進行したダメージを根幹から立て直します。パーマやカ
ラーの持続性を高めるほか、ハリ・コシのある髪に仕上げま
す。
＊ 洗浄成分を除く

250ml / ¥2,800

600ml / ¥4,800

2,000ml / ¥12,800

【配合成分】水、ステアリルアルコール、パルミチン酸イソプロピル、ステアルトリモニウムクロリド、フラーレン、セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク、クレアチン、加水
分解コラーゲン、メドウフォーム油、アボカド油、サクシニルアテロコラーゲン（魚）、ヒアルロン酸Na、加水分解ケラチン（羊毛・水鳥）、ヘマチン(豚)、リン酸アスコルビルMg、アルニカ
エキス、オドリコソウエキス、オランダカラシエキス、ゴボウエキス、セイヨウキズタエキス、ニンニクエキス、マツエキス、ローズマリーエキス、ロ－マカミツレエキス、グレープフルーツ
果皮油、ニオイテンジクアオイ油(ゼラニウム)、レモングラス油、ショウガ根油、パチョリ油、イランイラン花油、香料、セトリモニウムブロミド、コカミドMEA、ジイソステアリン酸ポリグリセ
リル-2、ココイルアルギニンエチルPCA、トリエチルヘキサノイン、セタノール、クエン酸、グリセリン、BG、DPG、フェノキシエタノール、エタノール、イソプロパノール、メチルパラベン、プ
ロピルパラベン
※すべて税抜価格
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イイスタンダード トリートメント
キューティクルニュートリション
95％以上＊が美容成のトリートメントです。濃厚な美容成分が

髪を表面からやさしく包み込むように補修する表面速効型ト
リートメント。傷んでめくれあがったキューティクルを集中補
修。キューティクルを整え、髪の栄養成分の流出を防ぎます。
髪に自然なツヤと輝きを与え、指通りの良い、サラサラの髪
に仕上げます。
＊ 洗浄成分を除く

250ml / ¥2,800

2,000ml / ¥12,800

600ml / ¥4,800

【配合成分】水、セタノール、ジメチコン、セトリモニウムブロミド、フラーレン、セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク、クレアチン、(加水分解シルク/PG-プロピルメチルシ
ランジオール)クロスポリマー、ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解コラーゲン、メドウフォーム油、アボカド油、サクシニルアテロコラーゲン(魚)、ヒアルロン酸Na、加水分解ケラ
チン(羊毛)、ヘマチン(豚)、リン酸アスコルビルMg、アルニカエキス、オドリコソウエキス、オランダカラシエキス、ゴボウエキス、セイヨウキズタエキス、ニンニクエキス、マツエキス、
ローズマリーエキス、ローマカミツレエキス、グレープフルーツ果皮油、ニオイテンジクアオイ油(ゼラニウム)、レモングラス油、ショウガ根油、パチョリ油、イランイラン花油、香料、アモ
ジメチコン、ジメチコノール、ココイルアルギニンエチルPCA、クエン酸、クエン酸Na、グリセリン、BG、DPG、フェノキシエタノール、エタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン
※すべて税抜価格

イイスタンダード ヘアオイル
パーマやカラー、紫外線などでダメージを受けた髪をケアし、濃厚な美容成
分がしっかりと浸透します。オイル特有のベタつき感のない心地よい手触りと
質感。潤いベールが髪１本１本の荒れたキューティクルを整え、フワッとまと
まり感のあるツヤやかな髪へと導きます。タオルドライ後の濡れた髪にも、ス
タイリング前の乾いた髪にも使用できます。
50ml / ¥2,800（税抜）
【配合成分】シクロペンタシロキサン、ジメチコン、パルミチン酸エチルヘキシル、パルミチン酸イソプロピル、アルガニアスピノサ核油、メドウフォーム油、アボカド油、グレープフルーツ
果皮油、ニオイテンジクアオイ油(ゼラニウム)、レモングラス油、ショウガ根油、パチョリ油、イランイラン花油、香料

イイスタンダード SAMPLE
使用感をお試し頂くSAMPLE。
メデュラニュートリションセットは、髪の根幹から全体へ響き渡る
ように補修する内部浸透型で、髪の芯部まで進行したダメージ
を立て直します。ハリ・コシのある髪に仕上げます。
キューティクルニュートリションセットは、髪を表面からやさしく包
み込むように補修する表面速効型で、キューティクルを整え、髪
の栄養成分の流出を防ぎます。自然なツヤと輝きを与え、指通
りの良い、サラサラの髪に仕上げます。

シャンプー／トリートメント
メデュラニュートリション

シャンプー／トリートメント
キューティクルニュートリション

各７ml（非売品）

イイスタンダード トラベルセット

イイスタンダード シャンプー 50ml
イイスタンダード トリートメント メデュラニュートリション50ml
イイスタンダード トリートメント キューティクルニュートリション 50ml

世界のセレブに支持されるファイブスターホテルのオーナーラウンジ
アメニティとして採用されるE STANDARDトラベルセットは「シャンプ
ー」「トリートメント メデュラニュートリション」「トリートメント キューティ
クルニュートリション」の3点セット。
美しさは一日にして成らず。旅先でも毎日のケアを怠りたくない、そ
んな美意識の高い方のためのセットです。

各50ml / ¥3,300（税抜）
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イイスタンダード シャンプー

ダマスクローズ

E STANDARDが選んだもう一つの香りはダマスクローズ。２万種を超える
ローズの中でも、ダマスクローズは最も高貴で香り高い種として知られてい
ます。1500輪のローズから、わずか1gしかとれないダマスクローズのエッセ
ンシャルオイルをふんだんに使用した贅沢なシャンプーは、美容成分、天然
由来・低刺激性洗浄成分、高生分解性にこだわり、髪や肌にはもちろん、自
然環境にも配慮。
肌にハリと潤いをもたらす美容効果や女性ホルモンを安定させる効果が期
待できるダマスクローズが、女性の大切な魅力の一つである美しく
豊かな髪をつくりあげます。

250ml / ¥2,800（税抜）

【配合成分】水、オレフィン（C14-16）スルホン酸Na、コカミドDEA、ココイルサルコシンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ココアンホプロピオン酸Na、PEG‐40水添ヒマシ油、ポリクオタニウ
ム-10、ココイルグルタミン酸TEA、ココアンホ酢酸Na、フラーレン、セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク、クレアチン、サクシニルアテロコラーゲン(魚)、ヒアルロン酸Na、
加水分解ケラチン(羊毛)、ヘマチン(豚)、リン酸アスコルビルMg、アルニカエキス、オドリコソウエキス、オランダカラシエキス、ゴボウエキス、セイヨウキズタエキス、ニンニクエキス、マ
ツエキス、ローズマリーエキス、ローマカミツレエキス、ダマスクバラ花油、香料、クエン酸、グリセリン、BG、フェノキシエタノール、エタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン

イイスタンダード トリートメント
メデュラニュートリション ダマスクローズ
髪の毛にハリ、コシが欲しい方にお勧め。選び抜かれた濃厚な美容成分が
髪の芯まで届き潤いを与えるので、カラーとパーマの持続性を高めます。
特にダメージレベルの高い方は「ヘアセラム」、「トリートメント キューティクル
ニュートリション」「ヘアオイル」と合わせてお使いください。
肌にハリと潤いをもたらす美容効果や女性ホルモンを安定させる効果が期待
できるダマスクローズが、女性の大切な魅力の一つである美しく豊かな髪を
つくりあげます。

250ml / ¥2,800（税抜）

【配合成分】水、ステアリルアルコール、パルミチン酸イソプロピル、ステアルトリモニウムクロリド、フラーレン、セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク、クレアチン、加水
分解コラーゲン、メドウフォーム油、アボカド油、サクシニルアテロコラーゲン（魚）、ヒアルロン酸Na、加水分解ケラチン（羊毛・水鳥）、ヘマチン(豚)、リン酸アスコルビルMg、アルニカ
エキス、オドリコソウエキス、オランダカラシエキス、ゴボウエキス、セイヨウキズタエキス、ニンニクエキス、マツエキス、ローズマリーエキス、ロ－マカミツレエキス、ダマスクバラ花油、
ホホバ種子油、香料、セトリモニウムブロミド、コカミドMEA、ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2、ココイルアルギニンエチルPCA、トリエチルヘキサノイン、セタノール、クエン酸、グリセ
リン、BG、DPG、フェノキシエタノール、エタノール、イソプロパノール、メチルパラベン、プロピルパラベン

イイスタンダード トリートメント
キューティクルニュートリション ダマスクローズ
ダメージレベルの高い方、髪の毛にツヤ、輝きが欲しい方にお勧め。毛髪保
護成分と保湿成分が髪の表面に留まり、保護してくれます。キューティクルを
整え、髪の栄養成分の流出を防ぐ効果も期待できます。特にダメージレベル
の高い方は「ヘアセラム」、「トリートメント メデュラ ニュートリション」「ヘアオイ
ル」と合わせてお使いください。
肌にハリと潤いをもたらす美容効果や女性ホルモンを安定させる効果が期待
できるダマスクローズが、女性の大切な魅力の一つである美しく豊かな髪を
つくりあげます。

250ml / ¥2,800（税抜）

【配合成分】水、セタノール、ジメチコン、セトリモニウムブロミド、フラーレン、セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク、クレアチン、(加水分解シルク/PG-プロピルメチルシ
ランジオール)クロスポリマー、ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解コラーゲン、メドウフォーム油、アボカド油、サクシニルアテロコラーゲン(魚)、ヒアルロン酸Na、加水分解ケラ
チン(羊毛)、ヘマチン(豚)、リン酸アスコルビルMg、アルニカエキス、オドリコソウエキス、オランダカラシエキス、ゴボウエキス、セイヨウキズタエキス、ニンニクエキス、マツエキス、
ローズマリーエキス、ローマカミツレエキス、ダマスクバラ花油、ホホバ種子油、香料、アモジメチコン、ジメチコノール、ココイルアルギニンエチルPCA、クエン酸、クエン酸Na、グリセリ
ン、BG、DPG、フェノキシエタノール、エタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン

イイスタンダード ヘアオイル

ダマスクローズ

パーマやカラー、紫外線などでダメージを受けた髪をケアし、濃厚な美容成分
がしっかりと浸透します。オイル特有のベタつき感のない心地よい手触りと
質感。潤いベールが髪１本１本の荒れたキューティクルを整え、フワッとまとま
り感のあるツヤやかな髪へと導きます。タオルドライ後の濡れた髪にも、スタ
イリング前の乾いた髪にも使用できます。女性に圧倒的な支持を受けるロー
ズの中でも、最も香り高い花ダマスクローズを使用した香り豊かなヘアオイル
です。
肌にハリと潤いをもたらす美容効果や女性ホルモンを安定させる効果が期待
できるダマスクローズが、女性の大切な魅力の一つである美しく豊かな髪を
つくりあげます。

50ml / ¥2,800（税抜）

【配合成分】シクロペンタシロキサン、ジメチコン、パルミチン酸エチルヘキシル、パルミチン酸イソプロピル、アルガニアスピノサ核油、メドウフォーム油、アボカド油、ダマスクバラ花油、
ホホバ種子油、香料
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※

or

※

or

※

or
流す

※ダマスクローズシリーズでも、同様の処方でご利用いただけます。
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NEW

RELEASE

SCALP SERIES

豊かな土壌に瑞々しい草花が咲き誇るように、
健やかな頭皮にこそ美しい髪が生まれます。
汚れを落とし、余分な油分を取り去った
素肌の状態がもっとも効果的なケアができるチャンス。
うるおいをはじめとする頭皮に必要な美容成分を
しっかりと届けるところまでを実現した、
E STANDARDが手掛ける、贅沢なスカルプシリーズで
10年先の健やかで美しい髪づくりを
今日からはじめてみませんか。

E STANDARD スカルプシリーズ
CONCEPT 1
＜Aging Care(エイジングケア)＞
E STANDARDスカルプシリーズは、主成分の水に「日田天領水」を100％
使用し、美容クリニックなどに用いられる細胞を再生させるステムセルや
その高い実証性からノーベル賞まで受賞しているフラーレンを配合。
毎日のホームケアの中でも、使い続ける事で効果の期待できる
エイジングケア成分を厳選して配合しています。

【ステムセル】
腐らないリンゴ「ウトビラー・スパトラウバー」から採取された 非常に希少なエキス。
現在ステムセルセラピーとしてエイジングケア領域でのトリートメントとして注目されており
細胞の母とも呼ばれている「幹細胞」に働きかけ、エイジングケアを行ってくれます。

【フラーレン】
ビタミンCの125倍の抗酸化力やプラセンタの800倍のコラーゲン生成促進力を
持つ美容成分。老化の原因となる活性酸素を取り除き、頭皮と髪の
エイジングケアを促します。

【日田天領水】
ミネラルが豊富で、活性酸素を除去する活性水素を含んだ天然飲料水を使用。
製品をつかさどる水にもこだわることで、頭皮と髪のエイジングケアを促します。

CONCEPT ２
＜Moisturizing(うるおい)＞
E STANDARDスカルプシリーズは、 “うるおい”をもう一度取り戻すために
ヒアルロン酸の倍の保湿力を持つリピジュア、ヒアルロン酸やコラーゲン
自体の生成を促進するプロテオグリカンなどの美容成分を贅沢に配合。

【プロテオグリカン】
グルコサミンやコンドロイチン、ヒアルロン酸など有名な美容成分を構成要素とする成分。
ヒアルロン酸の約8倍の保水力を持ち、ヒアルロン酸やコラーゲンの生成を促進する
優れた美容成分です。

【リピジュア】
保湿力はヒアルロン酸と比較すると約2倍の力を備え、1gで12Lもの水分を保持し
集中保湿を実現します。保水性に優れた“うるおい”ベールを作り、頭皮の“うるおい”
を保持しながら、パサつかない髪へと導きます。

【トリプルコラーゲン】
高級化粧品にも使用される水溶性コラーゲンで髪を保湿・保護します。
浸透性コラーゲンで、髪に弾力をもたせます。吸着型コラーゲンは、髪をコートし滑らかな
指通りを実現します。厳選した3つのコラーゲンで頭皮と髪に“うるおい”を与えます。
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E STANDARD スカルプシリーズ
CONCEPT ３
＜Fragrance(香り)＞
E STANDARDは、MADE IN JAPANの繊細なモノづくりの拘りを世界に発信していく為、【香り】への拘りも大
切にし追求しています。リラクゼーション効果をもたらすエッセンシャルオイルと、オリジナルの調香により「リ
フレインノート」まで考えられた香料の奥深さをブレンドすることによって、今までに体感したことのない【香り】
をお楽しみ頂けます。
E STANDARDスカルプシリーズは、日本が誇るフランス調香師協会所属、独自のオリジナルブランドを持つ
唯一の日本人パフューマー（※1）とのコラボレーションを実現し、海外メゾンのパフュームのように
「トップノート」から「ミドルノート」、「ラストノート」へと、時間と共に移り変わりゆく香りです。

【天然由来の厳選した3つのエッセンシャルオイル】
【オレンジ】
リラックス効果が高く、エネルギー循環を促す作用が
ある。消化器系の不調に働きかける効果もある。

【ライム】
心を爽やかにリフレッシュさせ、不安や憂鬱な気持ちを
取り除いてくれる効果がある。集中力をアップさせる効
果もある。

【ユーカリ】
息苦しさを解放してくれる。雑菌力にも優れる。神経痛
や花粉症などの症状緩和にも効果がある。

【 E STANDARDオリジナル調香】

トップノート
●シトラス・マリン
（オレンジ・ミント・ユーカリ・ライム・マリン)

ミドルノート
●フルーティ
（カシス・ピーチ・パイナップル）

ラストノート
●フローラル
（ミュゲ・ジャスミン・バイオレット・ローズ・サンダルウッド）

リフレインノート
繰り返すこだまのような香り・・・

※1 「フランス調香師協会会員」Independent perfumer(独立調香師) 大沢さとり
オーダーメイドの香りのデザインをはじめ、数々の香水コレクションを自身で制作し、講演やイ
ベントのプロデュース、異業種のアーティストとのコラボレーション等、多岐にわたって香りに
関わるクリエイティブな 活動を行っています。
調香においては最高品質の材料にこだわり、時間の中で移ろいゆく香りの豊かな奥行き、微
妙な変化も丁寧にデザイン。2000年よりオリジナル香水の制作販売、および調香スクールに
おいて後進の指導にもあたっています。
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E STANDARD スカルプシリーズ
＜E STANDARD スカルプ シャンプー・トリートメントを使用することで得られる効果＞
【シャンプーの役割】

①汚れを落とす
10種類の洗浄成分を配合し低刺激
ながら高い洗浄力を実現。（E STANDARD
シャンプーは8種類・一般商品は3～4種類）
②頭皮のイヤなニオイを取り除く
ニオイの原因となる細菌に有効な天然の
植物エキスを9種類贅沢に配合。緑茶エキス
や柿葉エキスなどで「消臭」「防臭」。
③シリコンクレンジング
厳選した10種類の低刺激洗浄成分が毛穴に
詰まったシリコンや汚れを、きれいに取り除き
頭皮を素肌のような状態に導きます。
④FRAGRANCE（香り）
フランス調香師協会所属、日本人唯一の
オリジナルブランドをもつパフューマー
大沢さとり氏とのコラボが実現し、香水のような
時間と共に移り変わりゆく香りの変化を
楽しめます。

【トリートメントの役割】
①頭皮に美容成分を届ける
ノンシリコンなので、頭皮に必要な14種類の
美容成分をしっかりと届けることができます。
②エイジングケア
エイジングケア効果の高い成分（ステムセル
フラーレン・日田天領水）3つの要素が揃うこと
で最大限に効果を発揮させます。細胞の
再生力に優れた成分と高い抗酸化力で
健やかな頭皮に導きます。
③うるおいを閉じ込める
うるおいを育む3つの美容成分（リピジュア
プロテオグリカン・トリプルコラーゲン）をはじ
めとする厳選した14種の美容成分が頭皮に
うるおいを与え、天然のスクワランがうるおい
を閉じ込めます。
④シリコンクレンジング
ノンシリコントリートメントで頭皮をマッサージ
することで、シャンプーで落としきれなかった
頭皮の汚れをさらに落とし、素肌のような
状態に導きます。
⑤FRAGRANCE（香り）
トップブランドの香水のような時間と共に
移りゆく香りの変化を楽しめます。

【E STANDARDスカルプ
シャンプー・トリートメントは、なぜノンシリコンなのか】
☑頭皮・髪に美容成分をしっかり届けることができます
☑髪本来のハリ・コシを取り戻すことができます
☑シリコンクレンジング効果で素肌のような頭皮の状態に
導きます
☑“エイジングケア”に導く3つの要素が、健やかな頭皮へ
導きます
☑うるおいをはじめとする頭皮に必要な美容成分を
しっかり届けます
☑トリートメント時に頭皮をマッサージすることで
より良い頭皮環境へ導きます

シリコン・汚れ

地肌

毛穴にシリコン・汚れ
が詰まっていると
毛髪環境を悪化
させ細毛・薄毛の
原因に！？

地肌

シリコン・汚れを
取り除いた素肌の
状態が、もっとも効果
的なケアができる
頭皮環境です。

Aging Care （エイジングケア）＆Moisturizing（うるおい）を
実現し、10年先の健やかで美しい髪作づくりを考えたスカルプケア
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商品ラインナップ

イイスタンダード シャンプー

スカルプ

従来の頭皮の洗浄を目的としたスカルプケアに加え、“うるおい”
と“エイジングケア”に特化したフラーレン、ステムセル、コラーゲ
ン、リピジュアといった厳選した美容成分を14種配合。従来のス
カルプケアに満足できなかった方にも自信を持っておすすめでき
る10年先の美しさを考えた、“うるおい”と“エイジングケア”に優
れたスカルプシャンプーです。

250ml / ¥2,800（税抜）

【配合成分】水、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、コカミドDEA、ココイルサルコシンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ヤシ油脂肪酸PEG‐7グリセリル、ラウレス-6酢酸Na、ココイルグル
タミン酸TEA、ココアンホプロピオン酸Na、ココアンホ酢酸Na、ラウリルグルコシド、リンゴ果実培養細胞エキス、フラーレン、水溶性プロテオグリカン、ポリクオタニウム‐64、ジラウロイ
ルグルタミン酸リシンNa、サクシニルアテロコラーゲン(魚)、ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解コラーゲン、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、加水分解ケラチン(羊毛・水鳥)、
ヘマチン（豚）、クレアチン、セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク、シクロデキストリン、チャ葉エキス、カキタンニン、コメ発酵液、センブリエキス、オタネニンジン根エキ
ス、サンショウ果皮エキス、ソメイヨシノ葉エキス、シラカバ樹皮エキス、オレンジ油、ライム油、ユーカリ油、香料、ポリクオタニウム‐7、ポリクオタニウム‐10、キサンタンガム、レシチン、
クエン酸、塩化Na、乳酸Na、グリセリン、BG、エタノール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、メントール

イイスタンダード トリートメント

スカルプ

“うるおい”と“エイジングケア”に特化したフラーレン、ステム
セル、コラーゲン、リピジュアといった厳選した美容成分を14
種配合。10年先の美しさを考えた、“うるおい”と“エイジング
ケア”に優れたスカルプトリートメントです。
250ml / ¥2,800（税抜）
【配合成分】水、ステアリルアルコール、パルミチン酸イソプロピル、ステアルトリモニウムクロリド、リンゴ果実培養細胞エキス、フラーレン、水溶性プロテオグリカン、ポリクオタニウム
‐64、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、サクシニルアテロコラーゲン(魚)、ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解コラーゲン、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、加水分解ケ
ラチン(羊毛・水鳥)、ヘマチン（豚）、スクワラン、アボカド油、クレアチン、セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク、シクロデキストリン、チャ葉エキス、カキタンニン、コメ発
酵液、センブリエキス、オタネニンジン根エキス、サンショウ果皮エキス、ソメイヨシノ葉エキス、シラカバ樹皮エキス、オレンジ油、ライム油、ユーカリ油、香料、パルミチン酸エチルヘ
キシル、セタノール、DPG、イソプロパノール、セトリモニウムブロミド、コカミドMEA、エタノール、メントール、メチルパラベン、プロピルパラベン、クエン酸、BG

＜お問い合わせ先＞
株式会社サンテック産業 〒153-0064 東京都目黒区下目黒6-9-22 月光町アパートメント 1F・2F
TEL:03-5787-7588 http://www.estandard.jp/
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