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ビバリーヒルズ発  トップヘアサロンブランド

Brand History

植物エキス  ×  最新テクノロジー

Eco Chic Technology TM

環境に配慮した成分で地球にやさしく

Products

ビバリーヒルズのセレブを魅了してきたトップスタイリスト アーサー・ジョヴァンニ。

いち早く植物エキスの効能に着目し、1979年に＜ジョヴァンニ コスメティクス＞を

設立。現在では全米トップクラスのナチュラルヘアケアのパイオニアとして世界

30ヵ国以上で販売され、愛され続けています。

＜ジョヴァンニ＞は約4 0年にわたり研究開発を続ける髪のスペシャリスト。

純粋なエッセンシャルオイルと新鮮なボタニカルエッセンスをブレンドする独自の

製法「Eco Ch ic Techno logy」により、髪と頭皮の健やかな美しさを引き

出し、サロン級の仕上がりを実現します。

すべての製品には、可能な限りオーガニック認証成分や生分解性のある成分を

使用してます。

髪と頭皮のために4つのフリー

Formula

硫酸塩（ラウリル硫酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウムなど）やパラベン、動物由来

成分＊、合成着色料は一切配合していません。
＊但し、シャイニーヘアワックス（チェリーブロッサム／パープルオーキッド＆ローズ／バレンシアフォレスト）にはミツロウ配合、
  シュガー ボディスクラブ（HC）にはハチミツエキス配合（2022年10月現在）
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厳選された 2種類の植物エキスを組み合わせる＜デュアルコンプレックス＞で、
理想のスタイルを目指す “ツーシック” シリーズ。

Hair Care Series
＜日本限定商品＞
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さらさら輝く
ストレートヘア用

 ＊1 ツバキ種子油（保湿成分）＊2 チャ葉エキス（保湿成分）

ツバキオイル＊1 ホワイトティーエキス＊2

Key Ingredients

［ 軽やかにまとまり、輝きのあるストレートヘアに ］

2chic シャイン

ツバキオイル＊1とホワイトティーエキス＊2が髪の広がりを抑え、しっとりさらさらの
ストレートヘアへ整えます。切れ毛を防ぎ、大気の汚れ、乾燥からもしっかりと守ります。
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 2chic シャイン
シャンプー

2chic シャイン
コンディショナー

2chic シャイン スムージング
ヘアセラム

250mL　￥2,970（税込） 81mL　￥2,970（税込）

さっぱり ◯ ◯ ● ◯ しっとり さっぱり ◯ ◯ ◯ ● しっとり

潤いを閉じ込め、まとまりやすいやわ
らかな手触りに整えます。乾燥などの
外的ダメージから髪を守り、健やかさ
と美しいツヤを与えます。

もろくなりやすい髪に潤いを与え、紫外
線などの外的ダメージを保護しながら
美しいツヤと軽やかなハリ感を両立し
ます。

250mL　￥2,970（税込）
トラベルセット　￥1,800（税込）
（シャンプー＆コンディショナー 各44mL）
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Best
Seller＊3

Best
Seller＊3

ハイダメージ
へア用

 ［ ハイダメージヘアを内側からしっかり補修 ］ 

2chic ダメージ 

ココナッツ＊1とブラックベリー＊2が、カラーリングやパーマ、紫外線による髪のダメージをケア。
キューティクルを補修してなめらかな手触りに整えます。フルーティーなココナッツの香り。

（シャンプー＆コンディショナー 各44mL）

Key Ingredients Key Ingredients

＊1 シャンプー・ヘアセラム：ココヤシ果実エキス・ヤシ油／コンディショナー：ココヤシ果実エキス／ヘアマスク：ヤシ油　＊2  セイヨウヤブイチゴ果実エキス（全て保湿成分）
＊3 自社ブランド内シャンプー・コンディショナー部門売上No.1（ 2021年1月～ 12月コスメキッチン・ビープル 調べ）
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2chic フリッズビーゴーン

2chic ダメージ
シャンプー

250mL　￥2,970（税込）
　   トラベルセット　￥1,800（税込）　

2chic ダメージ
コンディショナー

250mL　￥2,970（税込）

2chic ダメージ
ヘアマスク

150mL　￥2,970（税込）

2chic ダメージ
ヘアセラム

81mL　￥2,970（税込）

さっぱり ◯ ◯ ◯ ● しっとり さっぱり ◯ ◯ ◯ ● しっとり さっぱり ◯ ◯ ◯ ● しっとり

オーガニック ココナッツ＊1 オーガニック ブラックベリー＊2

ツヤと指通りを
求める髪用

＊4 シアバターノキエキス　＊5 アーモンド油（全て保湿成分）

ビタミンB6、ビタミンEを含有し、紫外
線ダメージから髪を守ります。髪の深部
に浸透しダメージを補修。保護膜で表
面をコートし、なめらかな手触りに整え
ます。

ビタミンA,C,Kを含有し、髪にツヤをも
たらします。また、潤いを与え、ダメー
ジからプロテクトすることにより、健や
かな髪に整えます。

シアバター＊4 スイートアーモンドオイル＊5

乾燥してもろくなりがちな髪をしっ
かりと保湿し、みずみずしさを閉じ
込めるとともに、髪をやわらかくし、
手触りをなめらかに整えます。

くせ毛がかった髪つややかな輝きを与
え、美しく磨きのかかったようななめらか
な状態に仕上げます。また、ハリ・コシを与
えることで、枝毛や切れ毛を防ぎます。

［ 髪をスムーズに、思い通りの扱いやすさへ ］

2chic フリッズビーゴーン

シアバター＊4とスイートアーモンドオイル＊5が乾燥やヒートダメージがもたらす
潤いバランスの乱れを整え、やわらかくまとまるツヤ髪に整えます。濃密な甘い香り。

81 mL　￥2,970（税込）250 mL　￥2,970（税込）

2chic フリッズビーゴーン
シャンプー

2chic フリッズビーゴーン
コンディショナー

2chic フリッズビーゴーン
シルキーヘアセラム

250 mL　￥2,970（税込）
トラベルセット　￥1,800（税込）
（シャンプー＆コンディショナー 各44mL）

さっぱり ◯ ◯ ● ◯ しっとり さっぱり ◯ ◯ ● ◯ しっとり



81 mL　￥2,970（税込）

2chic モイスト 
ヘアセラム

2chic モイスト
シャンプー

250 mL　￥2,970（税込）
  トラベルセット　￥1,800（税込）
（シャンプー＆コンディショナー 各44mL）

さっぱり ◯ ◯  ◯  ● しっとり

250 mL　￥2,970（税込）

2chic モイスト
コンディショナー

さっぱり ◯ ◯  ◯  ● しっとり

オーガニック アボカドオイル＊1 オーガニック オリーブオイル＊2

髪をしなやかに保つ働きがあるオイル。
毛髪への浸透性が高く、重さを出さずに
乾燥でごわついた髪を潤いで満たし、
まとめます。

ビタミンEが豊富なオリーブの実から採れ
るオイル。皮脂の成分に近いため髪によ
くなじみ、乾燥してパサついた髪を保湿
します。

＊1 アボカド油　＊2 シャンプー：オリーブ果実油／コンディショナー：オリーブ油（全て保湿成分）

タンジェリン＊3 オーガニック パパイア＊4

オレンジの皮から採れる保湿力の高い天
然のバターで、ビタミンAが豊富。ボ
リューム感を損なわず毛先をやわらかく
まとめます。

ビタミンA、C、Eを豊富に含む栄養価
の高いフルーツ。頭皮の汚れや余分な
皮脂を落とし、髪にハリとコシを与え
ます。

［ 細くてコシのない髪に、ふんわりとしたハリコシを ］

2chic ボリューム

2chic ボリューム シャンプー
250 mL　￥2,970（税込）

2chic ボリューム コンディショナー
250 mL　￥2,970（税込）

 トラベルセット　￥1,800（税込）
（シャンプー＆コンディショナー 各44mL）

さっぱり ●  ◯  ◯  ◯ しっとり

さっぱり ●  ◯  ◯  ◯ しっとり

細くて
コシのない髪用

複雑な
環境に生きる
現代人の髪用

チャコール＊5 アッシュ＊6

普段のケアでは取り除けない毛穴
汚れや過剰な皮脂などを浮き上が
らせて軽やかな環境に。べたつきや
重さが気になる髪にハリを与えます。

玄武岩などのミネラルが含まれており、
微細な穴が無数に空いているため、汚
れをしっかりと吸着します。

［ 髪と頭皮に付着したミクロな汚れをクリーンな状態へ ］

2chic チャコール&アッシュ

250 mL　￥2,970（税込）

2chic チャコール&アッシュ
シャンプー

2chic チャコール&アッシュ
コンディショナー

250 mL　￥2,970（税込）

さっぱり ◯ ◯ ● ◯ しっとり さっぱり ◯ ◯ ● ◯ しっとり
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Key Ingredients

＊3 オオベニミカン果皮油（全て保湿成分） ＊4 パパイア果実エキス（洗浄成分） ＊5 炭  ＊6 火山灰（全て汚れ吸着成分）

Key Ingredients

Key Ingredients

ドライへア用

アボカド＊1とオリーブ＊2のWオイルが、乾燥ダメージを受けた髪をリッチな潤いで包み込みます。
毛先までしっとりとしなやかな、まとまりやすい状態に整えます。やさしいフローラルの香り。

［ キューティクルの広がりを整え、しっとりしなやかに ］

2chic モイスト



＊1 アルガニアスピノサ核油　＊2 加水分解ガラナタンパクエキス（全て保湿成分）

オーガニック アルガンオイル＊1 カカオケラチン＊2

モロッコの宝石と呼ばれ、スキンケアにも
使われる美容オイル。ビタミンEやオレイ
ン酸を豊富に含み、髪と頭皮に潤いを与
えます。

カカオの豆から採れるたんぱく質。
キューティクルを補修することでカラー
リングの色落ちを防ぎ、美しい発色とツ
ヤをキープします。

［ まとまりにくい髪の広がりを抑えて扱いやすく ］

2chic スリーク

2chic スリーク
シャンプー

2chic スリーク
コンディショナー

250 mL　￥2,970（税込）

さっぱり ◯ ◯ ◯ ● しっとり

広がりやすい
髪用

＊3 オオシマザクラ花エキス　＊4 センチフォリアバラ花エキス（全て保湿成分）

スパ
トリートメントを
求める髪用

［ 凝縮された花々のエッセンスでスパトリートメントを ］

2chic ラグジュリアス 

サクラ＊3とローズ＊4が、髪と頭皮に潤いを与え、やわらかな頭皮と輝く美髪へ。 カラーリングや
パーマ、紫外線など外的ストレスを受けるすべての髪に。花々のアロマが香る、輝く美髪へ。

81 mL　￥2,970（税込）

2chic ラグジュリアス
シルキーヘアセラム

2chic ラグジュリアス
シャンプー

250 mL　￥2,970（税込）

さっぱり ◯ ◯  ◯  ● しっとり

250 mL　￥2,970（税込）

2chic ラグジュリアス
コンディショナー

さっぱり ◯ ◯  ◯  ● しっとり

アルガンオイル＊1とカカオケラチン＊2が、うねりやクセが気になる髪のキューティクルを補修して
ツヤを与えます。しっとりと扱いやすい、まとまる髪に。甘いカカオの香り。

250 mL　￥2,970（税込）
 トラベルセット　￥1,800（税込）
（シャンプー＆コンディショナー 各44mL）

さっぱり ◯ ◯  ◯  ● しっとり

Key Ingredients
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サクラ＊3 ローズ＊4

髪の1本1本をやさしく包み込み、ダ
メージを補修。ビタミンCを含み、
髪や頭皮に潤いを与え、外的ストレ
スから守ります。

髪に潤いを与え、頭皮を外的ストレス
から守ります。シルクのようにやわらか
く、輝きのある髪に整えます。

Key Ingredients

＜季節限定商品＞



2chic
ダメージ シリーズ
がおすすめ

 ＞ 詳しくは P.6 へ

2chic
フリッズビーゴーン シリーズ

がおすすめ
 ＞ 詳しくは P.7 へ

2chic
モイスト シリーズ
がおすすめ

 ＞ 詳しくは P.8 へ

2chic
スリーク シリーズ
がおすすめ

 ＞ 詳しくは P.10 へ

2chic
シャイン シリーズ
がおすすめ

 ＞ 詳しくはP.4-5  へ

2chic
ボリューム シリーズ
がおすすめ

 ＞ 詳しくは P.9 へ

2chic
チャコール&アッシュ シリーズ

がおすすめ
 ＞ 詳しくは P.9 へ

2chic
ラグジュリアス  シリーズ

がおすすめ
 ＞ 詳しくは P.11 へ

YES 

NO
CHECK SHEET

ヘアカラーの
褪色が気になる

クセがあり
まとまらない

パサつきや
乾燥が気になる

年齢と共に
潤いやツヤが
不足してきた

髪が太く
毛量が多い

自宅で
スパトリートメントを
受けたような
仕上がりにしたい

トリートメント
しても

まとまりにくい

以前より髪が
傷みやすい

カラーの色持ちと
手触りを
良くしたい

やわらかな
まとまりの良い
髪にしたい

しっとりと
ツヤのある
髪にしたい

髪が
まとまらない

ふんわりとした
軽さのツヤツヤ
ストレートに
したい

ボリュームが
出にくく

ぺたんとなりがち

頭皮のべたつきが
気になる

髪が細く
やわらかい

外的ストレスの
多い環境にいる

なめらかで
扱いやすい
髪にしたい

根元から
ボリュームを
出したい

頭皮からスッキリ
軽く仕上げたい

（清涼感のある使用感）

カラーや
パーマによる
ダメージが
気になる

コテや
ヘアアイロンを
よく使う

枝毛・切れ毛のない
髪にしたい

START

ネコっ毛で髪が
ぺたんとしてしまう
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髪本来の自然な美しさを引き出す“ エコシック ”ヘアケアシリーズ。
ナチュラルな植物の力で、潤いに満ちた健やかな地肌と輝く髪へ。

Hair Care Series

Eco Chic SHINY HAIR WAX
アルガンオイル＊1やマルラオイル＊2、バオバブオイル＊3など 6種のオーガニック植物オイルを
ふんだんにブレンドしたバームワックス。スタイリング後に手指になじませれば乾燥対策にも。

シャイニーへアワックス
（チェリーブロッサム）

各45g　￥2,400（税込）

パール大程手に取り、根本を
避けて毛先全体に揉みこむよ
うにします。最後に指で毛先
をねじるようにすると束感が
出やすくなります。

軽さをまとった
ニュアンス ショートボブ

（ワックスを両手のひらで溶かすようにしてからご使用ください）

幸せに包まれる
チェリーブロッサムの香り

シャイニーへアワックス
（バレンシアフォレスト）
ポジティブな空気を引き出す

スパークリングレモン&ライムゼストの香り

シャイニーへアワックス
（パープルオーキッド&ローズ）

心酔するほどエレガントな
甘さを放つ香り

＊1 アルガニアスピノサ核油（エモリエント成分・保湿成分） ＊2 スクレロカリアビレア種子油（保湿成分） ＊3 バオバブ種子油（保湿成分）

軽さをまとった
ニュアンス ショートボブ

しっかり量を取り、ワックスを
髪全体に揉みこんでからざっ
くり髪を束ねます。トップをつ
まんで少し引き上げたり、後
れ毛に付けると、よりニュア
ンスが出ます。

忙しい朝だって◎
ラフなポニーテール
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＜日本限定商品＞

／  Hai r S t y l ing T ips  ／



FRIZZ BE GONE
オーガニック植物成分をはじめ、ハーブエキスを配合した髪の美容液。 

髪にスルッとなじみ、質感をしなやかに整え、ツヤ感のあるシルキーな髪へ導きます。

ダメージヘア用

SHAMPOO & CONDITIONER
健やかな頭皮と美髪に導くノンシリコンのシャンプー＆コンディショナー。

ティーツリー トリプルトリート 
シャンプー ／ コンディショナー

各250 mL　￥2,200（税込）

さっぱり ◯ ●◯ ◯  しっとり

スムーズアズシルク モイスチャー
シャンプー ／ コンディショナー

各250 mL　￥2,200（税込）
トラベルセット　￥1,280（税込）
（シャンプー＆コンディショナー 各60mL）

さっぱり ◯ ◯ ◯ ● しっとり

シルクのような手触りと輝きに メントール（冷涼成分）配合でさっぱりとした仕上がりに

スカルプケア用 Top
Seller＊

81mL　￥2,970（税込） ソフト ● ◯ ◯ ◯ ハード

フリッズビーゴーン スムージング ヘアセラム

1716

＊コスメキッチン ヘアトリートメント8年連続売上 No.1（期間実績 2014年8月～ 2022年9月コスメキッチン・ビープル調べ）



STYLING & TREATMENT 
ダメージヘアをトリートメントしながら幅広いアレンジを楽しめるスタイリング剤。

シャインオブザタイムズ
グロッシー ヘアミスト

127mL　￥2,970（税込）

ひと吹きで髪に潤いとツヤを

ソフト ● ◯ ◯ ◯ ハード

L.A.ホールド
ヘアスタイリングジェル

201mL　￥2,970（税込）
60mL　  ￥980（税込）

ツヤ髪に仕上げるハードジェル

ソフト ◯ ◯ ◯ ● ハード

フリッズビーゴーン スムージン
グ  ヘアセラム（P.15）を、手の
ひらにワンプッシュ取り、サクラ
ンボ大のL.A.ホールド ヘアスタ
イリングジェルと合わせて髪全体
になじませるとキープ力とツヤ感が
アップし、トリートメント効果も。

ウェーブミディスタイル

フリッズビーゴーン スムージン
グ ヘアセラム（P.15）を濡れた
状態の髪に、毛先→中間→
トップの順で塗布し、上から下
へキューティクルを整えるよう
に手ぐしでなじませ、ドライし
ます。

ストレートロングスタイル

HAIR BRUSH
美しい髪と頭皮に導く、ヘアブラシシリーズ。 目的に応じて使い分けいただくことができます。

パドルブラシ

パドルブラシ ￥3,100（税込）／ パドルブラシ ミニ ￥2,400（税込）

ブラッシングしながら頭皮をマッサージできるブラシ
スリーキーブラシ

￥3,250（税込）

髪にツヤを与えるマッサージブラシ

ブラッシングすると頭皮がやわらかくなり、すっきり軽やかに。
シャンプー前に行えば、頭皮と髪の汚れを浮かせ、シャンプーの泡立ちがよくなります。

ブラッシングで健やかな頭皮と美髪に

ブラシの上部を持ち、円を描きながら
下から上へマッサージします。

頭頂部に向かってブラッシング。
リズミカルに行うのがポイントです。1 2

／  Hai r S t y l ing T ips  ／
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BODY SCRUB 
ボディの不要な角質をやさしくオフし、なめらかな潤う素肌へ。

＊1 コスメキッチン ボディケア部門 売上数 No.1（ 3種類合計数、2021年1月～12月 コスメキッチン・ビープル調べ）
＊2  日本限定発売（2022年10月現在）

02

03

01

Japan
Limited＊2

シュガー ボディスクラブ（HC）
肌にハリと潤いをもたらすシュガースクラブ
甘いチョコの香り

01

各260g　￥3,150（税込）

シュガー ボディスクラブ（S R）
＜日本限定商品＞
肌に美しさをもたらすシュガースクラブ
甘いベリーの香り

03

ソルト ボディスクラブ（CM）
自然の恵みで肌を引き締めるソルトスクラブ
フレッシュなミント入りレモネードの香り

02

2120

Best
Seller＊1



2322

男性の髪や肌が持つ多様性を徹底的に研究し、さまざまな髪質、年齢、
生活環境の男性にフィットするよう開発されたメンズライン。

Men
シダーウッドオイル＊1を中心に厳選配合した5つの植物成分が、

髪と肌の汚れをしっかりとオフしながら必要な潤いを与え、1日中、驚くほどのフレッシュな感覚に。

メンズ デイリー
シャンプー＆コンディショナー

メンズ
ヘアスタイリングジェル

メンズ モイスチャー
シェービングクリーム

メンズ
ヘアスタイリングクレイ

シダーウッドオイル＊1

乾燥した髪や肌、頭皮に
なじみやすく相性の良いオ
イルが潤いを与え、手触り
の良い質感に整えます。

髪や肌、頭皮を保湿し、縮
れやまとまりのない髪を指
通りの良いなめらかで輝き
のある状態へ整えます。

アロエベラ＊2

肌、頭皮の余分な皮脂を
オフしながら髪を保護し、
自然な弾力を守るサポート
で切れ毛を抑えます。

セージ＊3

髪に潤いと美しい輝き与え
ながら、外的ダメージから
守るサポートをします。

ユーカリ＊4

髪と頭皮を外的環境から
守り、ヘルシーな状態へと
導きます。

ジンセン＊5

Key Ingredients

＊1 アトラスシーダー木油　＊2 アロエベラ液汁　＊3 セージ　＊4 ユーカリ葉エキス　＊5 オタネニンジン根エキス（全て整肌成分）

499mL　￥2,970（税込） 201mL　￥2,970（税込） 207mL　￥2,380（税込）56g　￥2,970（税込）


