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株式会社ヤマサキNews Release

「n人k人気アイテム大集合。美髪・美肌に導く、頼れるお得な夏ケアセット！

『ラサーナ サマーセット 2021』

7月1日(木) より数量限定発売

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、この夏のケアを応援するお得

なセット『ラサーナ サマーセット 2021』全8種を、2021年7月1日(木)より通信販売・インター

ネットにて、数量限定で発売いたします。

【商品概要】
毎年大好評のラサーナのサマーセット。紫外線や汗などのダメージ要因が増える夏は、お手入れの最重要
シーズンです。そんな夏のtotalケアをおうち美容で叶える、ラサーナ人気アイテムをギュッと詰め込んだ、
選べるお得なセットを全8種ご用意しております。

＜人気Points＞

■ヘアケアからは、なりたい髪に合わせて選べる4タイプ
しっとり・さらさら・ふんわり・しなやかの4タイプからお選びいただけます。

■おうち時間に癒やしを添えるアロマ・浴用入浴料、夏の紫外線対策ができるスキンケアセットもご用意！

■New！人気アイテムが仲間入り
驚きの指通り髪へと導く朝ケア新商品「海藻 シルキー ヘア スプレー」が登場

■最大2,600円お得！中身が分かるセット
セット内容が事前に分かるので、欲しい商品をお得に安心してご購入いただけます。

＜ヘアケア選べるラインナップ＞

健康的な髪を育む土台となる頭皮からアプローチする、シャンプー、トリートメント、洗い流さないトリー
トメント(夜ケア＆朝ケア)が揃った、美髪スペシャルセットです。

・【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
・【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】
・【しなやか(プレミオール)】: 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

: 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

髪の土台である頭皮から、美髪に導くtotalヘアケア！
~おうち美容で差がつく、本気の夏ケア~

プレミオール サマーセット 11,350円(税込)



【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

Email: pr@lasana.net

＜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/

※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）

自分のペースで、心地よくきれいになれる、

上質な おうち美容 (ビューティ) を応援します。

▼おうちBeauty
専用ページはこちら！

発売日

販売方法

販売価格 販売価格

容量 容量

600ml ラサーナ プレミオール シャンプー 詰め替え用 375ml

ー ラサーナ プレミオール シャンプー  専用ボトル ー

600g ラサーナ プレミオール トリートメント 詰め替え用 375g

ー ラサーナ プレミオール トリートメント 専用ボトル ー

ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス (しっとり / さらさら) 150ml ラサーナ プレミオール ヘア エッセンス 60ml

180ml 180ml

ラサーナ 海藻 海泥 シャンプー サンプル <非売品> 9ml ラサーナ プレミオール シャンプー サンプル <非売品> 9ml

7g 9g

2ml 2ml

販売価格 販売価格

容量 容量

ラサーナ 薬用 シャンプー 詰め替え用 [医薬部外品] 375ml ラサーナ 海藻 導入 ジェリー 化粧水 120ml

ラサーナ 薬用 シャンプー 専用ボトル [医薬部外品] ー 50ml

ラサーナ 薬用 トリートメント 詰め替え用 [医薬部外品] 375g ラサーナ 海藻 オールインワン ゲル 45ml

ラサーナ 薬用 トリートメント 専用ボトル [医薬部外品] ー ラサーナ 海藻 クレンジング オイル サンプル <非売品> 2.5ml×3包

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 海泥 スクラブ サンプル <非売品> 　  2g×3包

ラサーナ 薬用 地肌 (ジェル / ローション) [医薬部外品] 150ml ラサーナ 海藻 UV クリーム ミニ <非売品> 40g

ラサーナ 薬用 シャンプー サンプル  [医薬部外品] <非売品> 9ml

ラサーナ 薬用 トリートメント サンプル  [医薬部外品] <非売品> 7g

ラサーナ 海藻 ボリュームアップ ヘア エッセンス サンプル <非売品> 2ml

販売価格 販売価格

容量 容量

ラサーナ アロマ エッセンシャルオイル [ペパーミント] 5ml 各12g

ラサーナ アロマ エッセンシャルオイル [グレープフルーツ] 5ml 各40g

各15g×2包

各25g×2包

ラサーナ 海藻 シルキー ヘア スプレー

ラサーナ アロマ バスソルト

(スリープ/エナジー/ハピネス/ディストレス/バランシング/ネロリ/ラベンダー/ローズ)

和漢湯 やすらぎ便り

(生姜の湯/ひのきの湯/柿の葉の湯/唐辛子の湯)

和漢湯 やすらぎ便り

(緑茶の湯/へちまの湯/ゆずの湯)

　　　　④　ふんわり サマー・ジェルセット

　　　　⑤   ふんわり サマー・ローションセット

 2021 年 7 月 1 日(木)より発売

 通信販売・インターネット販売

10,900円(税込)

　　　　①　しっとり サマーセット

　　　　②　さらさら サマーセット

15,000円(税込)　　　　　　　　　　　　

　　　　③　プレミオール サマーセット

11,350円(税込)　　　　　　　　　

ラサーナ プレミオール トリートメント サンプル <非売品>ラサーナ 海藻 海泥 トリートメント サンプル <非売品>

商品名 商品名

ラサーナ 海藻 海泥 シャンプー 詰め替え用

ラサーナ 海藻 海泥 シャンプー 専用ボトル

ラサーナ 海藻 海泥 トリートメント 詰め替え用

ラサーナ 海藻 海泥 トリートメント 専用ボトル

ハーブ アロマバス

(オレンジブロッサム/カモミール/ジャスミン/ラベンダー/ローズ/ローズマリー)

ラサーナ 海藻 シルキー ヘア スプレー

　　　　⑥　スキンケア サマーセット

　　　　⑦　アロマ サマーセット 

2,800円(税込)

商品名

　　　⑧　バスタイム サマーセット

3,500円(税込)

商品名

ラサーナ 海藻 ホワイトリフト 美容液

商品名

15,300円(税込)　　　　　　　　　　

ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス (しっとり / さらさら) サンプル <非売品> ラサーナ プレミオール ヘア エッセンス サンプル <非売品>

商品名

mailto:pr@lasana.net
http://www.lasana.co.jp/

