
①ヘナを溶かす （練る）
　ヘナはダマになりやすいため、 粉を泡たて器などでもみほ

ぐしてから、 熱湯でないお湯 （50 ～ 60 度が適切） に溶かし

ます。 ダマになりやすいので、 フルイにかけることを一番お

ススメです。

②溶かし加減の目安 ： ヘナの重さの４倍前後
　手袋で塗る場合は、 4 倍くらいのマヨネーズ状、 刷毛でぬ

る場合は 4.25 ～ 4.5 倍程度の緩めのマヨネーズ状に溶かし

ます。

③溶かしてから 30分から一晩寝かせてから使い
　ます。
　
④生え際にオイルを塗る
　特に額や髪の生え際にはオイルなどを塗布します。 オイル

を塗っておくと、 ヘナが垂れても皮膚に染まりにくく、 皮膚が

染まっても落ち易いです。

⑤ヘナを塗る
　着用する上着は汚れてもかまわ

ないもので、 ビニール製のケープ

等があると便利です。 素手で触る

と手や指が染まってしまうので、

手袋をします。

⑥塗った後は、 ラップ、 または　シャワーキャップ
をかぶる。
　※インディゴやインディゴが混ざったヘナは、 シャワー

キャップがおススメ。 何回かキャップをはずして空気にさら

したり、 刷毛で髪を起こしたりして、 空

気を通すことでより一層発色が増しま

す。

⑦ヘナを塗ったまま１時間程度、
放置します。
　ヘナ 100％の場合は通常１時間～３

時間放置。

※インディゴは左記の 「インディゴ」 商

品の説明を参照。

⑧お湯洗い （シャンプーは使用しない）。
　

※ヘナ 100％の場合は、 長時間寝かせても構いませんが、

インディゴや、 インディゴの入ったヘナの場合 (ブレンドタ

イプ） は、一時間以上放置すると染まりが悪くなりますので、

溶かしてから 30分以内に塗り始めます。

　またハーバルヘアカラーや花ブレンドなどの花の香りのつ

いたヘナも寝かせすぎると香りが飛んでしまう場合もありま

すので、 30 分以内程度馴染ませてからお使いください。

乾燥すると染まりが悪くなりますので、 注意してください。
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●「マハラニ　ヘナ」

100ｇ…¥１,０８０
●「マハラニ　ヘナ」

100ｇ…¥１,０８０●「マハラニ　ヘナ 
ファイン粉末」

100ｇ…¥１,２００

●「マハラニ　ヘナ 
ファイン粉末」

100ｇ…¥１,２００
１００メッシュで繊維質を除去し、

究極の木目細かさをを実現。 ヘ

ナの葉の純度の高い微粉末です 

繊維質が限りなく少ないため、

溶かせば滑らかなペーストとな

ります｡

１００メッシュで繊維質を除去し、

究極の木目細かさをを実現。 ヘ

ナの葉の純度の高い微粉末です 

繊維質が限りなく少ないため、

溶かせば滑らかなペーストとな

ります｡

すぐに真空パックするため、 鮮

度がよく臭みが少ないヘナで

す。 ヘナの産地にて、 ヘナ ・ マ

スターがヘナの葉を目利きし、

より濃い発色のヘナの葉を選定

…ヘナの葉が高品質だから染ま

りもよいのです。 

すぐに真空パックするため、 鮮

度がよく臭みが少ないヘナで

す。 ヘナの産地にて、 ヘナ ・ マ

スターがヘナの葉を目利きし、

より濃い発色のヘナの葉を選定

…ヘナの葉が高品質だから染ま

りもよいのです。 

インド伝統の石臼挽き

です。 低温石臼挽きだ

から、 熱による色素

減退がなく、 色素が

濃い、 染まりがよ

い。 ヘナの石臼挽

き後、 すぐに真空パッ

クするため、 鮮度がよく臭みが

少ないヘナです。

　インド ・ タミルナドゥ 2012 年産。 ヘナの赤

味を暗めに抑える 100% 植物性ヘアカラー。 マ

ハラニ インディゴで後染めすることで、 ヘナで

赤オレンジに染まった白髪を　ブラウン系～

ダークブラウン系～ほぼ黒系に染めることが

できます。 

●ブラウン系 ： ヘナの後、 インディゴで 10

分程度、 後染めします。

●ダークブラウン系 ： ヘナの後、 インディ

ゴで 15 分～ｓ30 分程度、 後染めします。

●ブラック系 ： ヘナの後、 インディゴで 30 分～１時間

程度、 あるいはインディゴの後染め 20 分～ 30 分を 2 回繰り

返すことで、 より暗めに、 ほぼ黒系に色が落ちついてきます。 

※髪質や髪の状態によっては時間が変わります。 

●「石臼挽き

　　マハラニ　ヘナ 

100ｇ…¥１,３８０

●「石臼挽き
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100ｇ…¥１,３８０

●「マハラニ　
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   100ｇ…

 ¥１,４００
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 ¥１,４００
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花ブレンド」

100ｇ…¥１,２７９

●「マハラニ　

ハーバルヘアカラー
花ブレンド」

100ｇ…¥１,２７９

香りは爽やか柑橘系、 オレン

ジ油配合で、 ヘナの匂いが苦

手な方におすすめ。 ニーム（成

分名 ： メリアアザジラクタ）

を配合。 ニームは天然保湿作

用に優れると言われていま

す。

香りは爽やか柑橘系、 オレン

ジ油配合で、 ヘナの匂いが苦

手な方におすすめ。 ニーム（成

分名 ： メリアアザジラクタ）

を配合。 ニームは天然保湿作

用に優れると言われていま

す。

使用感は心地よい花の香

り、 イランイラン花油配

合で、 ヘナの匂いが苦手

な方に特におすすめ。

ハイビスカス （ジャスワ

ンド） 花弁粉末を配合。

ハイビスカスで仕上がり

良好に。 

使用感は心地よい花の香

り、 イランイラン花油配

合で、 ヘナの匂いが苦手

な方に特におすすめ。

ハイビスカス （ジャスワ

ンド） 花弁粉末を配合。

ハイビスカスで仕上がり

良好に。 

心地よいラベンダーの香りの 100% 植物性

ヘアカラー。 ブレンドされているので、 このままお湯に溶いて使います。

（セミﾛﾝｸﾞで大さじ 4 杯くらい） 全成分 ： ヘンナ、 ナンバンアイ、 メリ

アアザジラクタ、ツボクサ、タカサブロウ、ラベンダー油。 ヘナとインディ

ゴだけでなく、 ３種のインドハーブ…ニーム、 ブラーミ、 ブリンガラジ

に加え、 ラベンダーの爽やかな香りを添えました。

●「マハラニ　
ヘアケアオイル」

50ｍｌ…¥９５０

●「マハラニ　
ヘアケアオイル」

50ｍｌ…¥９５０

●「マハラニ　
ヘッドマッサージオイル」

100ｍｌ…¥１５００

●「マハラニ　
ヘッドマッサージオイル」

100ｍｌ…¥１５００

ヘッドマッサージオイルと

して、 定番であるアムラ

（アマラキ）、 ブランミー

（ブラーミ） のほか、 シャ

タバリの根エキス、 カス

（ベチベル） 根エキス、

ナガルモタ根エキスに加

え、 アタルバが独自に水

蒸留した無農薬ローズオ

イルを配合。 本格的アー

ユルヴェーダ ・ ヘッドマッ

サージオイルです。

ヘッドマッサージオイルと

して、 定番であるアムラ

（アマラキ）、 ブランミー

（ブラーミ） のほか、 シャ

タバリの根エキス、 カス

（ベチベル） 根エキス、

ナガルモタ根エキスに加

え、 アタルバが独自に水

蒸留した無農薬ローズオ

イルを配合。 本格的アー

ユルヴェーダ ・ ヘッドマッ

サージオイルです。

ヘナ前の頭皮マッ

サージオイルとしても

おすすめです。 心地

よくにしてくれる独特

な香りの、 本格的アー

ユルヴェーダ ・ ヘッ

ドマッサージオイルで

す。

ヘナ前の頭皮マッ

サージオイルとしても

おすすめです。 心地

よくにしてくれる独特

な香りの、 本格的アー

ユルヴェーダ ・ ヘッ

ドマッサージオイルで

す。

1 時間

石臼挽き

ヘナ

インディゴ

香り付き

●「マハラニ　

　ハーバルヘアカラー
　　③ブラウン
　　⑤ダークブラウン
　　⑦ブラック」

 　各100ｇ…¥１,５５０

●「マハラニ　

　ハーバルヘアカラー
　　③ブラウン
　　⑤ダークブラウン
　　⑦ブラック」

 　各100ｇ…¥１,５５０

便利な
ブレンド
カラー

ヘナのニオイが苦手な人に

（オレンジ油配合、イランイラン花油配合）ヘナのニオイが苦手な人に

（オレンジ油配合、イランイラン花油配合）

爽やかなラヴェンダーの

香り付き･･･３種類爽やかなラヴェンダーの

香り付き･･･３種類

５種類

　マハラニのヘナは、ヘナの産地、ラジャスタン・ソジャットにて、ヘナの収穫期に、現地企業と共同で、ヘナの葉

を買い付け、独自に粉末化、そのまま新鮮な状態でアルミパッケージしているため、混ぜ物などの心配が一切なく、

鮮度がよい状態の 100% ピュアなヘナを皆様にお届けしています。

インドの伝統的製法にこだわった、 よりきめの細かい

マハラニ･ヘナ
インドの伝統的製法にこだわった、 よりきめの細かい

マハラニ･ヘナ

■鮮度がよく、 臭みのないヘナをお届けします

　　現地にて、提携企業の協力のもと、真空パック装置と、真空パック用のパッケージを調達。（日本では簡単に

手にはいるような製品もインドでは一苦労です。）ヘナはインドでは、単に白髪染めやトリートメントとしてでなく、

地肌にとてもよいハーブ、美しい髪が生えると、女性たちに愛され、使われ続けてきたハーブです。ヘナで白髪を

染める、髪をトリートメントする、そして、髪を洗う・・そんなトータルなヘアケアに、ぜひ、マハラニ ヘナをお

役立てください。

■収穫したてのヘナの鮮度を保つために真空パック

マハラニヘナの製造

マハラニヘナの製造

簡
単！おすすめ！

ヘナパック


