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Product: AYURMASTER SCALP MEDIUM
Content: 125ml
Country of Origin: JAPAN

With wisdom that has continued 
since ancient times 
Gentle on the scalp and hair

Feel likely to no skin problems 
              Maintain your skin calm

Contain 5 natural oils and 10 traditional Ayurveda herbs

1. About Products
    We imported 300 kinds of traditional Indian herbs that are good for beauty and hair growth from ancient     
    times, analyzed them with modern science, and devised the optimal combination of herbs.
    - SCALP MEDIUM : A scalp serum containing 18 kinds of herbs, vitamins and amino acids to keep the scalp   
                                environment healthy. We studied 6 types of cells related to hair formation and 300 
                                types of herbs, and combined 18 types of optimal herbs.
    - REJUVE CREAM : An all-in-one night cream containing 10 kinds of herbs and 5 kinds of natural oils.
                                Herbal ingredients are delivered throughout the stratum corneum with natural oils to   
                                soften and keep your skin healthy.
2. Advantages
     - SCALP MEDIUM: Keep your scalp environment healthy, regardless of age or gender.
     - REJUVE CREAM: The customer said, “The texture of the skin is in order, the skin is softened, and the   
                                moist texture of the skin is improved.”

     < Comparison with other products>　- No similar products(patented in Japan)　- Scientific evidence
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - Use herbal materials of the highest quality　
3. Performance
     - Number of business partners : 30
     - Main clients                          : Pharmacy, Beauty salon, Cosmetic company
     - Overseas branch                   : Bangladesh
4. Expected customers and partners
     Companies, trading companies, and agencies dealing with health supplement and/or beauty  cosmetics.

 ICHIBAN LIFE CORP.                                https://www.ichibanlife.jpCompany

Product: AYURMASTER REJUVE CREAM
Content: 0.7g, 30pcs/box
Country of Origin: JAPAN

AYURMASTER SERIES  SCALP MEDIUME  
                                     REJUVE CREAM

Integration of Ayurveda & Modern Science 
                                                           with Yokohama City University

18 kinds of herbs selected strictly
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企業名  　イチバンライフ株式会社　　           https://www.ichibanlife.jp

１. 製品について
　　古くから美容・育毛に良いとされるインド伝統ハーブ 300 種類を輸入し、現代科学的に解析し、
      最適なハーブの組み合わせを考案しました。
　　・スカルプメディウム : 18 種類のハーブとビタミンやアミノ酸を配合し、頭皮環境を健やかに保つ
　　　　　　　　　　　　  頭皮美容液です。毛髪形成にかかわる 6 種類の細胞と 300 種類のハーブを
　　　　　　　　　　　　  研究し、18 種類の最適なハーブを組み合わせました。
　　・リジュビクリーム   : 10 種類のハーブと 5 種類の天然オイルを配合したオールインワンのナイト
　　　　　　　　　　　　  クリームです。ハーブ成分を天然オイルが角質層のすみずみまで届けて、
　　　　　　　　　　　　  皮膚を柔らげ、健やかに保ちます。
２. 製品のメリット
　　・スカルプメディウム : 年齢や性別に関係なく、頭皮環境を健やかに保ちます。
　　・リジュビクリーム   ︓お客様の声として、「肌のキメが整った、肌が柔らくなった、肌のうるおい
　　　　　　　　　　　　　質感がよくなった」
　　＜他製品との比較＞   ・同類品がありません。（国内特許取得済）
　　　　　　　　　　　   ・最高品質の原材料を使用してます。
　　　　　　　　　　　   ・科学的エビデンスがある。
３. 製品の実績
　　・取引先数︓30 社  ・納入企業︓薬局、美容室、サロンなど   ・海外現地法人︓バングラデシュ
４. 求める販売先、パートナー
　　健康食品・美容関連を扱う企業、商社、代理店など

厳選された 18 種類のハーブを使用
　アムラ・タカサブロウ・クマノギク・ユウガオ・
　ツボクサ・インドマツリ・ベンガルカラタチ・
　ビャクダン・シナモン・カンゾウ・ヨルソケイ・
　チレッタセンブリ・セイタカミロバラン・
　ブッソウゲ・トゲバーレリア・セイヨウメギ・
　スイレン・アロエベラ

古くから続く知恵で
                 頭皮・毛髪を健やかに

商品名︓アーユルマスター スカルプメディウム
内容量︓125ml
原産国︓日本

アーユルヴェーダと横浜市立大学の先端科学を融合

肌悩みを忘れてしまう　肌を健やかに保つ

Integration of Ayurveda & Modern Science 
                                                           with Yokohama City University

商品名︓アーユルマスター リジュビクリーム
内容量︓0.7ｇ、30 包（1 箱）

原産国︓日本

アーユルマスター シリーズ  スカルプメディウム 
                                              リジュビクリーム

5 種の天然オイルと 10 種のアーユルヴェーダ伝承のハーブを配合

2020 年 1 月 6日～ 2024 年 1月 5日


