
「石けんの香り」は、「女性から香る好きな香り」で女性1位、男性２位となる男女ともにとても好ま
れる香りです。また、「綺麗な髪＋良い香りの女性はモテる」と9割の男女が認識しており、髪の美し
さと良い香りは女性の好感度において重要な要素となっております。※2

ヘアケアと香りの研究を重ねてきたラサーナより、きれいな髪と男女共に愛される石けんの香りで多く
の女性の美髪づくりのお手伝いをすべく、夜と朝それぞれでご使用いただけるアイテムとして開発いた
しました。

洗い流さないトリートメント全国売上11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、人気の洗い流さないヘアトリートメ
ント「ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス」から2018年に発売し大好評いただいた『ラサーナ 海藻 ヘア
エッセンス しっとり ウォータリーサボンの香り』(25ml/1,000円税抜、75ml/2,800円税抜)に加え、
朝ケア用ヘア美容液2種『ラサーナ 海藻 モイスト ヘア ミスト ウォータリーサボンの香り』
(200ml/1,800円税抜)、『ラサーナ 海藻 スムース ヘア ミルク ウォータリーサボンの香り』
(120g/1,800円税抜)の４SKUを、2020年6月1日(月)から順次、全国のドラッグストア、一部バラエ
ティショップ、通信販売、インターネット販売にて数量限定で発売いたします。
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女性人気No.1「ウォータリーサボンの香り」がシリーズになって再登場！

『ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス ウォータリーサボンの香り』

『ラサーナ 海藻 モイスト ヘア ミスト ＆

スムース ヘア ミルク ウォータリーサボンの香り』

2020年6月1日(月)から順次 数量限定発売

【開発背景】



【商品特長】

ナタネ オリーブ ローヤルゼリー

◆フランス・ブルターニュ産 海藻のエキス※5 配合

◆ウォータリーサボンの香り

ブルターニュ産 海藻

濃密美髪処方
◆水を一切加えず、美髪成分だけで構成した独自処方

【使用方法】
①タオルドライした濡れた状態の

髪に使用する

②毛先を中心に髪全体に
なじませる

③ドライヤーで乾かす

■使用目安(75mlサイズ／25mlサイズ)
＜ショート＞

1-2プッシュ／3-5プッシュ
＜ロング＞

3‐4プッシュ／7-10プッシュ

補修・保護

香り

◆天然由来の美髪成分※3 配合

ダメージヘアにうるおいを与え、毛先までまとまりやすい髪に。枝毛や切れ毛などを補修し、髪にツ
ヤを与えます。また、ドライヤーの熱などからも髪を守ります。

うるおいや美髪成分を髪内部にしっかり閉じ込め、ダメージをじっくり補修する
オイルタイプの洗い流さないヘアトリートメントです。

ラサーナの所縁であるフランス・ブルターニュの爽やかな海風と自然の恵みをイメージしたみずみず
しい石けん調の香りです。

毛先までうるおい続く、しっとりまとまるツヤ髪へ

ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり
ウォータリーサボンの香り

ダメージ
補修

まとまり
ドライヤー
ダメージ
ケア

25ml(約3週間分)/1,000円(税抜)
75ml(約2ヵ月分)/2,800円(税抜)

「ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス」は、海藻をはじめ天然由来の美髪成分※3で構成した、傷んだ髪を
集中補修するオイルタイプの洗い流さないトリートメントです。1998年発売以来、しっとりまとまる
ツヤ髪が手に入ると多くのお客様よりご支持いただき、累計販売本数は1,800万本を突破※4しており
ます。
『ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり ウォータリーサボンの香り』は、補修力やしっとりまとま
る仕上がりはそのままに、ラサーナの所縁であるフランス・ブルターニュの爽やかな海風と自然の恵
みをイメージしたみずみずしい石けん調の香りが楽しめる数量限定商品です。

【商品概要】



【商品特長】

過酷な乾燥地でも枯れず、樹齢数千年に及ぶことから“生命の木”と呼ばれるバオバブから、
保湿成分であるセネガル産バオバブ抽出エキスを配合。
うるおいを保ち、滑らかな質感を与えます。

ボタニカルサンブロック処方※10で紫外線や乾燥のダメージから、髪を守ります。

髪の芯まで浸透し、うるおいを閉じ込める「ヘアラップ効果」。
ダメージを1本1本包み込み、潤いのあるツヤ髪へ導きます。
◆フランス・ブルターニュ産 海藻のエキス※8 配合
◆高知県室戸岬沖海洋深層水※9 配合

【使用方法】

①髪全体に適量を
スプレーし、なじませる

②根元から
ドライヤーで乾かす

③はねている方向と
反対側にブローする

※乾いた髪にお使いください

①手の平に適量広げる
※セミロングで10円硬貨大

②毛先を中心に
薄く髪になじませる

③気になる
箇所に重ねづけ

バオバブの木

海洋深層水海藻のエキス

ダメージ補修

ヘアカラー
退色防止

UV対策

なめらか

うるおい

ツヤ

まとまり

ドライヤー
ダメージケア

（左）ラサーナ 海藻 モイスト ヘア ミスト ウォータリーサボンの香り
200ml（約1ヵ月分）/税抜1,800円

（右）ラサーナ 海藻 スムース ヘア ミルク ウォータリーサボンの香り
120g（約1ヵ月分）/税抜1,800円

朝のヘアスタイリング時に、1本で8役※6こなす多機能な洗い流さないトリートメントです。保水力に
優れた「バオバブエキス」※7や「フランス・ブルターニュ産 海藻のエキス」※8を配合。ラサーナの所
縁であるフランス・ブルターニュの爽やかな海風と自然の恵みをイメージしたみずみずしい石けん調の
香りが楽しめる数量限定商品です。
テクスチャーや好みの仕上がりによって、ミストタイプ・ミルクタイプからお選びいただけます。『ラ
サーナ 海藻 モイスト ヘア ミスト ウォータリーサボンの香り』は、しっとりなめらかな仕上がりで、
寝癖直しやプレトリートメントなどスタイリングのベース作りに。『ラサーナ 海藻 スムース ヘア ミ
ルク ウォータリーサボンの香り』は、するんと軽やかにまとまり、スタイリングの仕上げとしてお使
いいただけます。

【商品概要】

◆ウォータリーサボンの香り

ラサーナの所縁であるフランス・ブルターニュの爽やかな海風と自然の恵みをイメージしたみずみずし
い石けん調の香りです。

生命の木「バオバブ」エキス※7配合

天然うるおい成分※8※9配合

UV対策

香り

1本8役！乾燥した朝の髪にうるおいヴェールとUVガードを



発売日

販売方法 　全国のドラッグストア・一部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

商品画像

容量

価格

75ml (約2ヵ月分)

2,800円 (税抜)

25ml (約3週間分)

1,000円 (税抜)

商品名
ラサーナ 海藻 モイスト ヘア ミスト

ウォータリーサボンの香り

ラサーナ 海藻 スムース ヘア ミルク

ウォータリーサボンの香り

商品画像

容量

価格

200ml

1,800円(税抜)

120g

1,800円(税抜)

ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり

ウォータリーサボンの香り

　2020年6月1日(月)から順次

【商品仕様】

するんと軽やかに
柔らかくまとめる

髪の内側反射に着目
したインナーシャイ
ンファクター処方※12

により、ベタつかな
いツヤめきを実現

しっとりなめらか
柔らかくまとめる

毛髪内部を補修し、
キューティクルを摩
擦ダメージから守る
浸透トリートメント
エマルジョン処方※11

＜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/

※1) 2008-2018実績「化粧品マーケティング要覧2009-2019」（富士経済調べ）、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
※2) ヤマサキ調べ ｎ=240 20-30代男女2018年5月実施
※3) γ-ドコサラクトン（ナタネ由来）、オリーブ果実油、ローヤルゼリーエキス
※4) エッセンス シリーズ通算売上本数（2019年11月集計）
※5) ラミナリアオクロロイカエキス、アラリアエスクレンタエキス
※6) ダメージ補修、UV対策、まとまり、ツヤ、なめらか、うるおい、ドライヤーダメージケア、紫外線によるヘアカラー退色防止
※7) バオバブ果実エキス(ミストに配合)、バオバブ種子油(ミルクに配合)
※8) ペルベチアカナリクラタエキス(ミストに配合)、加水分解紅藻エキス(ミルクに配合)
※9) 海水
※10) ケープアロエエキス、オプンティアストレプタカンサエキス、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル(ミストに配合)、ポリシリコーン‐14(ミストに配合) 、ｔ-ブチルメトキシジベンゾイルメタン(ミストに配合)、シア脂(ミ
ルクに配合)、ポリシリコーン‐15(ミルクに配合)
※11) γ-ドコサラクトン（ナタネ由来）、ジメチコノール
※12) イソステアロイル加水分解コラーゲン、ポリクオタニウム‐92、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム

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

