
洗い流さないトリートメント全国売上12年連続NO.1※1の海藻コスメブランド「ラサーナ」を展開する株式会社

ヤマサキ（本社：広島市、代表取締役：山崎 宏忠）は、発売15周年の節目に進化を遂げた新商品『ラサーナ 海

藻 海泥 シャンプー/トリートメント/ヘア マスク』を、2021年9月1日(水)から通信販売、インターネットにて

リニューアル新発売いたします。2021年9月20日(月)からは、全国のドラッグストア、バラエティショップにて

順次発売いたします。

2021年6月22日

株式会社ヤマサキNews Release

発売15年目の進化。うるおいも、やさしさも に。

『ラサーナ 海藻 海泥 シャンプー・トリートメント・ヘア マスク』誕生

2021年9月1日 (水) リニューアル新発売

※4

【開発背景】

ラサーナのダメージヘアケアシリーズ インバス商品は、2021年で発売15周年を迎えております。

2006年の発売当時、アミノ酸系シャンプーは市販品としてはまだ珍しい存在でした。
当時から変わらずに大切にしてきた、頭皮も髪も健やかに導く、こだわりの美髪理論を元に、ラサーナ 海藻 海泥
シリーズでは15年前からアミノ酸系シャンプーを展開してまいりました。

昨今では、コテやアイロンは使用しますが、ヘアスタイルはつくりこみ過ぎない、ナチュラルなヘアスタイルが
トレンドに。そのため、素髪での自分の髪に、より自信を持ちたい時代へと変化しており、ダメージを補修した
いという想いから、トリートメント市場は年々拡大しております。

そんな時代と共に変化しているお客様のニーズにお応えし続けられるよう、日々研究を重ねてまいりました。
“効果に納得のいくものだけを商品化する”というラサーナのモットー。常にお客様にベストな商品をご提供したい
という思いを込めた、15年目の進化をお届けします。

うるおいも、やさしさも に。まとまり続く髪へ！
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税込価格に修正

【リニューアルPoints】

ラミナリアディギタータエキス

＜シャンプーに配合＞

ダルスエキス

＜トリートメント、ヘア マスクに配合＞

加水分解紅藻エキス

＜ヘア マスクに配合＞

■より頭皮にやさしく、洗浄力も潤いもアップ。 ~ミネラル豊富な海の恵みを配合～

＜海藻のエキス※6 従来品の2倍量※7配合＞
さまざまな髪のダメージに合わせた海藻のエキス※6を配合。ダメージ髪を集中補修します。

＜新成分ホワイトクレイ配合※8 ～独自比率の海泥※9 × ホワイトクレイ※8～ ＞
超微細な粒子が頭皮のうるおいを保ちながら汚れを吸着除去。

ラサーナ独自の最適な配合バランスにて、新たにホワイトクレイ※8を追加配合。
皮脂などの脂汚れまでしっかり除去します。

■ で洗う
Wアミノ酸系洗浄成分※2配合：うるおいをキープしながら余分な汚れだけを取り除き、しっとり洗い上げます。
更に、植物由来100％ ソープナッツパウダー※10配合。頭皮環境を整えます。

■ で補修
新機能 W広がり抑制機能※3※4 ：日常生活による髪の広がり抑制&ヘアスタイルキープします。

■ でもっと補修
Wコルケアコンプレックス※5：”浸透補修”を更に追及。美髪成分※11が毛髪内部にとどまって集中補修します。

■デザイン一新
ラグジュアリーホテルに置かれているヘアケアをイメージし、洗練された高級感を演出。
アイコンを用いて訴求成分を上品でエレガントに表現しています。毎日使うものだからこそ、使うたびに気分が
上がるようなデザインにもこだわりました。

■より使いやすく、容器&サイズを一部改良
・「海藻 海泥 トリートメント」 170g ⇒ 190g

トリートメント市場が伸びていることを受け、よりお客様にご満足いただけるよう、お値段据え置きで20g増量
いたしました。

・「海藻 海泥 ヘア マスク」ジャー容器 ⇒ チューブ容器
より使いやすさを追求し、お客様のお声にお応えしたチューブ容器に変更いたしました。

【サスティナブルPoints】

■アミノ酸系洗浄成分 ＜シャンプー＞

生分解性が高く、人に優しいだけでなく、地球にもやさしい洗浄成分。

■ホワイトクレイ※8 ＜シャンプー / トリートメント / ヘア マスク＞

オーガニックとナチュラル化粧品の世界基準である、オーガニック認証取得。
超微細の粒子が頭皮の汚れを物理吸着し除去。

■ソープナッツパウダー※10 ＜シャンプー＞

オーガニック認証取得。人にも地球にもやさしい洗浄成分。

■独自のカートリッジ式詰め替えパック
詰め替えやすさにもこだわり、袋を切らずに、そのまま詰め替えOK

ラサーナは使いやすさだけではありません。これまでも、これからも、環境への配慮にもこだわります。
資源のムダ使いを減らす環境に配慮した製品づくりをすることは、 1人でも多くのお客様に喜んでいただけると
同時に、わたしたちの使命であると考えております。



【シリーズ共通 特長】

大切なのは頭皮でした。

やさしく洗い上げ、毛髪内部まで深く浸透、とどまって補修する

毛先まで潤ってまとまる髪へ。

ダメージ
補修

W広がり
抑制機能

※3※4

Wアミノ酸系
洗浄成分

※2

うるおい
まとまり

頭皮ケア

うるおいも、やさしさも に

◆フランス・ブルターニュ産 海藻のエキス※6 2倍量※7配合

さまざまな髪のダメージに合わせた、海藻のエキス※6を従来品の2倍量※7配合。

成長すると1～2ｍの大きさに。
フェノール、ヨウ素、アミノ酸、亜鉛を
多く含みます。

美髪成分やミネラルが豊富な小さな
海藻。髪に潤い・艶を与えます。

ラミナリアディギタータエキス

＜トリートメント/ヘア マスクに配合＞＜シャンプーに配合＞

ダルスエキス

◆独自比率の海泥※9 × ホワイトクレイ※8 配合

●超微細な粒子が頭皮のうるおいを保ちながら汚れを吸着除去。
新成分ホワイトクレイ※8配合。皮脂などの脂汚れまでしっかり除去。

●ラサーナ独自の最適な配合バランスにて、
鉱山由来のホワイトクレイ※8と、海底から採取した海泥※9を配合。
髪にミネラルを補給します。

海泥※9

（シルト）

ホワイトクレイ※8

香り
ベルガモットやレモンをブレンドした、

ローズヒップの甘ずっぱい、さわやかな香り

柑橘系の香りを
プラスして
より爽やかさUP！

2021年9月1日(水) 新発売

【左】ラサーナ 海藻 海泥 シャンプー
230ml (約1ヵ月分) / 1,760円税込

【中】ラサーナ 海藻 海泥 トリートメント
190g (約1ヵ月分) / 1,760円税込

【右】ラサーナ 海藻 海泥 ヘア マスク
160g (約2~4ヵ月分) / 2,090円税込

どろ

どろ

どろ

Wコルケア
コンプレックス

※5

加水分解紅藻エキス

＜ヘア マスクに配合＞

毛髪ダメージを防ぎ、毛髪繊維を強化。
傷んだ髪を潤して、補修します。



【商品特長】

アミノ酸系洗浄成分※2

＜従来＞
アミノ酸系洗浄成分

アラニン アラニン タウリン

◆クリーミィな泡で、頭皮にやさしく、しっかり洗う
うるおいをキープしながら余分な汚れだけを落とす
アミノ酸系洗浄成分をダブルに。しっとり洗い上げます。

アミノ酸系洗浄成分
NEW

➡

従来品より、
汚れを落とす力&
しっとり感がパワーアップ

植物由来100％
ソープナッツパウダー※10配合

広がり抑制機能※3※4

◆日常生活による髪の広がり抑制 & ヘアスタイルキープ
▷毛髪広がり抑制成分配合※3

毛髪構造の変形を抑制し、毛髪の広がりを抑えます。
ダメージヘアもよりまとまる髪へ！

◆頭皮、毛髪をうるおいで満たし、よりしっとりとした髪へ！
▷ロングラスティング処方※4

高い保湿効果・優れた持続性を持ったアミノ酸系保湿成分。
枝毛、キューティクルを補修し、うるおいキープ。

まとまりのない髪 まとまりのある髪

髪、広がらない！

税込価格に修正

コルケアコンプレックス※5

◆導入液発想の高浸透処方
“浸透処方”を従来(コルケアコンプレックス)よりさらに追及し、洗髪しても美髪成分※11が流れ出ず、
毛髪内部にとどまって補修します。

コンプレックス形成
残留性UP※7

すすぎ

定着

結合
＋
変身

浸透

＜毛髪断面図＞

は、水溶性の小さい美髪
成分のため、髪内部へ浸透し、
ダメージ補修

新規成分
ハイドロマジック※12

従来配合
コルケアコンプレックス 3種

は髪表面のキューティクル補修

水に溶けにくい
大きい分子に変身

すすぐことで、
が水に溶けにくい大きい分子に変身し、

約3日間髪内部にとどまり集中補修。

さらに

頭皮環境を整えます！



【商品仕様】

※1) 2008-2019年実績「化粧品マーケティング要覧2009-2020」、アウトバストリートメントにおいて、ラサーナブランドとして（富士経済調べ） ※2) ラウロイルメチル-β-アラニンタウリンTEA
※3)ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛) ※4) ジヒドロキシプロピルアルギニンHCI ※5) アルギン酸Na、加水分解紅藻エキス、ダルスエキス、ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解シルク
※6) ラミナリアディギタータエキス(シャンプーに配合) / ダルスエキス(トリートメント、ヘア マスクに配合) / 加水分解紅藻エキス(ヘア マスクに配合) ※7) 従来品と比較して ※8) カオリン(洗浄助剤)  
※9) 海シルト(洗浄助剤) ※10)サピンヅストリホリアツス果実エキス(洗浄助剤) ※11) キトサンサクシナミド、水溶性コラーゲン、加水分解ケラチン(羊毛)、ハマナ葉エキス
※12) ココジモニウムヒドロキシプロピル加水分解シルク

発売日
2021年9月1日(水)

※全国のドラッグストア、バラエティショップは9月20日(月)から順次発売

商品名 ラサーナ 海藻 海泥 シャンプー

商品画像

容量
価格

230ml (約1ヵ月分)
1,760円（税込）

400ml (約2ヵ月分)
2,750円 (税込）

380ml (約2ヵ月分)
2,420円 (税込）

600ml (約2~3ヵ月分)

容器 550円 (税込)
詰替 3,630円 (税込)

販売方法
全国のドラッグストア、バラエティショップ

通信販売・インターネット販売
全国のドラッグストア、バラエティショップ 通信販売・インターネット販売

商品名 ラサーナ 海藻 海泥 トリートメント

商品画像

容量
価格

190g (約1ヵ月分)
1,760円（税込）

400g (約2ヵ月分)
3,630円 (税込）

380g (約2ヵ月分)
3,300円 (税込）

600g (約2~3ヵ月分)

容器 550円 (税込)
詰替 5,170円 (税込)

販売方法
全国のドラッグストア、バラエティショップ

通信販売・インターネット販売
全国のドラッグストア、バラエティショップ 通信販売・インターネット販売

商品名 ラサーナ 海藻 海泥 ヘア マスク
ラサーナ ダメージ

3daysトライアルセット
ラサーナ ダメージヘアケア

ミニボトルセット

商品画像

容量
価格

160g (約2~4ヵ月分)
2,090円（税込）

約3日分
550円 (税込)

約5日間分
1,320円 (税込)

販売方法
全国のドラッグストア、バラエティショップ

通信販売・インターネット販売
全国のドラッグストア、バラエティショップ

通信販売・インターネット販売

容器

どろ

どろ

どろ

詰替パウチ

容器 詰替パウチ

＜本リリース、製品や画像貸出に関するお問い合わせ＞
株式会社ヤマサキ 東京支店 PR担当
TEL:   03-5766-5147 FAX: 03-3797-1808

＜お客様からの問い合わせ＞
株式会社ヤマサキ TEL: 0120-78-8682   受付時間 9:00～19:00(平日)、9:00～17:00(土日祝)
ホームページ: https://www.lasana.co.jp/

http://www.lasana.co.jp/

