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株式会社 ヤマサキNews Release

ラサーナのスペシャルコフレ。おうち美容で、頭皮から健やかな美髪へ

『ラサーナ クリスマス コフレ 2021』

2021年11月1日 (月) 数量限定発売！

【商品概要】

ラサーナ
クリスマスコフレ しっとり

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、心躍るXmasシーズンにぴったりの、

ラサーナの人気商品を詰め込んだ贅沢なヘアケアコフレ『ラサーナ クリスマス コフレ 2021』全7種類

を、2021年11月1日(月)に通信販売・インターネットにて、数量限定で発売します。

注目は “La Sana × DCダルグリーシュ” コラボバッグ ！

毎年大人気の『ラサーナ クリスマスコフレ』。1年で最も華やぐクリスマスシーズンに向け、“おうち美容で頭皮か
ら健やかな美髪に”をコンセプトに、ラサーナの人気アイテムを揃えた全7種類をご用意。「髪のお悩み」や「なり
たい仕上がり」に合わせて、たっぷりと贅沢な美髪習慣をご体感いただける限定ヘアケアコフレです。今年のコフ
レご購入特典は、英国王室ご愛用のタータン(チェック柄)ブランド”DCダルグリーシュ”とのコラボバッグ※2です。

＜人気Points＞

■ご購入特典

■髪のお悩み、なりたい髪に合わせて選べる4タイプ 全7種類
・＜しっとり＞：ダメージに悩む髪を、しっとりまとまりのある髪へ。

＊シリーズの香りを楽しみながらケアしたい方向けに、今年は新賦香セットも登場！※3

・＜さらさら＞：細くて絡まりやすく、ダメージに悩む髪を、軽やかでサラサラな髪へ
・＜ふんわり＞：頭皮トラブルやハリ・コシ不足に悩む髪を、ふんわり艶のある髪へ (選べる2種の剤型※4)

・＜しなやか＞：慢性的な頭皮トラブルや髪ダメージに悩む髪を、しなやかで潤いのある髪へ (選べる2種の香り)

■New！2021年9月新発売の人気アイテムが仲間入り
うるおいも、やさしさもW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」※5が登場

スコットランドでタータン(チェック柄)の織物
工場として誕生してから70年。高い品質で英国
王室や著名人にも広く愛されるブランドです。

DCダルグリーシュ コラボバッグ※2

オリジナル ステンレスボトル

冬を彩る、人気のタータン(チェック)デザイン
デイリー使いにもオススメな軽量 × 大容量！

新賦香セットには
こちらがつきます！

冬のホットドリンクにも大活躍。
ラサーナのボトルとリンクした
温かみのある、ほっこりカラー！

※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) 新賦香セット以外の購入特典です ※3) セット内容：アウトバストリートメント ＋ ハンド&ネイルのセットです ※4) 育毛剤のみ
※5) クリスマスコフレ しっとり / クリスマスコフレ さらさら セットが該当



【商品仕様】

＜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/

発売日

販売方法

販売価格 販売価格

容量 容量

230ml 75ml

190g 200ml

160g 120g

150ml ラサーナ 海藻 ハンド & ネイル  70g

180ml ー

ー

販売価格 販売価格

容量 容量

230ml ラサーナ 薬用 シャンプー [医薬部外品] 230ml

ラサーナ 海藻 海泥 トリートメント 190g ラサーナ 薬用 トリートメント [医薬部外品] 170g

160g ラサーナ 海藻 ボリュームアップ ヘア エッセンス 75ml

ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス さらさら 150ml ラサーナ 薬用 地肌 ジェル or ローション [医薬部外品] 150ml

180ml ー

ー

販売価格

容量

ラサーナ プレミオール シャンプー (専用ボトル付き) 375ml

ラサーナ プレミオール トリートメント (専用ボトル付き) 375g

ラサーナ プレミオール ヘア エッセンス 60ml

ラサーナ 海藻 海泥 ヘアマスク 160g

ー

　　⑥　ラサーナ クリスマスコフレ プレミオール　アロマティック フローラルの香り

　　⑦　ラサーナ クリスマスコフレ プレミオール   ホワイトティ―の香り

12,000円 (税込)

La Sana × DCダルグリーシュ コラボバッグ

ラサーナ 海藻 海泥 シャンプー

ラサーナ 海藻 海泥 ヘア マスク

La Sana × DCダルグリーシュ コラボバッグ

11,700円 (税込)

商品名

ラサーナ 海藻 シルキー ヘア スプレー La Sana × DCダルグリーシュ コラボバッグ

ラサーナ 海藻 海泥 ヘア マスク

　2021年 11月 1日(月) 

　通信販売・インターネット販売

ラサーナ 海藻 スムース ヘア ミルク

La Sana × ステンレスボトル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ラサーナ 海藻 モイスト ヘア ミストラサーナ 海藻 海泥 トリートメント

ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり

商品名

商品名

　　④　ラサーナ クリスマスコフレ ふんわり　ジェルセット

　　⑤　ラサーナ クリスマスコフレ ふんわり　ローションセット

　　①　ラサーナ クリスマスコフレ しっとり 　　②　ラサーナ クリスマスコフレ (新賦香)

　　③　ラサーナ クリスマスコフレ さらさら

ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり

12,000円 (税込) 8,360円 (税込)

12,000円 (税込)

商品名

商品名

ラサーナ 海藻 海泥 シャンプー

ラサーナ 海藻 シルキー ヘア スプレー

La Sana × DCダルグリーシュ コラボバッグ

★：2種の香りから、お選びいただけます。

★アロマティック フローラルの香り ★ホワイトティー の香り

＜人気の定番＞ ＜今だけ限定＞

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

