
注目は、新発売“プレミオール”＆“LAZY SUSAN”コラボバッグ！

洗い流さないトリートメント全国売上10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、心躍るクリスマスシーズンにぴったりの、ラ

サーナの人気製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 2018』全4種（各 税込

12,500円)を、2018年11月15日(木)に通信販売・インターネットにて、数量限定で発売します。

2018年10月吉日

株式会社ヤマサキNews Release

Xmas限定！ラサーナの人気商品を詰め込んだヘアケアコフレ
“ホームケアで叶える髪美人”をテーマに発売！

『ラサーナ クリスマス コフレ 2018』
2018年11月15日(木) 数量限定発売

※1) 2008-2017年実績「化粧品マーケティング要覧2009-2018」、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）

【セット内容】

2018年2月に発売したラサーナの新ライン“ラサーナ プレミオール”がクリスマスコフレで初登場！
乾燥頭皮も脂性頭皮も適切な油分バランスに整え、パサつきや広がりなどのダメージが蓄積した髪の奥深くま
で浸透補修。潤いに満ちたなめらかさを付与し、しなやかで優雅な髪に導きます。アロマティックフローラル
の上品な香りを纏いながら、素敵なクリスマスをお迎えいただけます。

①ラサーナ クリスマス コフレ プレミオール

・ラサーナ プレミオール シャンプー 詰め替え用 375ml
・ラサーナ プレミオール シャンプー 専用ボトル
・ラサーナ プレミオール トリートメント 詰め替え用 375g
・ラサーナ プレミオール トリートメント 専用ボトル
・ラサーナ プレミオール ヘア エッセンス 60ml
・ラサーナ ボタニカル ブレンドオイル ～アルガン～ 20ml 
・ラサーナ 海藻 海泥 ヘア マスク 210g
・ラサーナ 海藻 ヘア ミスト 200ml
・ラサーナ 海藻 ヘア ミルク 120g
・“LAZY SUSAN” コラボバッグ＆スカーフ

『ラサーナ クリスマス コフレ 2018』は1年間で最も華やぐクリ

スマスシーズンに向け、”ホームケアで叶える髪美人”をコンセプト

に、現品(容量1～2ヵ月以上)でラサーナの人気商品が勢揃い。

たっぷりと贅沢な美髪習慣が体感できる限定ヘアケアコフレです。

コフレご購入特典は“LAZY SUSAN”とのコラボバッグ＆スカー

フ！オリジナルデザインのスカーフでアレンジもできるシックで大

人なデザインのバッグは、ショルダーストラップ付きのため、シー

ンに合わせて2WAYで使用できます。

2018年は髪のお悩み別に全4種類ご用意。『ラサーナ クリスマス

コフレ プレミオール』には、2018年2月に発売したばかりの「ラ

サーナ プレミオール」を含んだセットで、慢性的な髪ダメージに

悩む女性におすすめです。大切な人へのギフトや、1年間頑張った

自分へのご褒美におすすめです。

【商品概要】

～プレミアムなケアで、しなやかで優雅な髪へ導く～

慢性的なダメージに悩んでいる方にお
すすめ！地肌環境を整え、なめらかな
指通りに！ ラサーナPR担当

ラサッコちゃん



②ラサーナ クリスマス コフレ しっとり

・ラサーナ 海藻 海泥 シャンプー 230ml
・ラサーナ 海藻 海泥 トリートメント 170g
・ラサーナ 海藻 海泥 ヘアマスク 210g
・ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり 150ml
・ラサーナ 海藻 ヘア ミスト 200ml
・ラサーナ 海藻 ヘア ミルク 120g
・ラサーナ ヘアケア トラベルセット しっとり
・ラサーナ ボタニカル ブレンドオイル ～アルガン～ 20ml
・“LAZY SUSAN” コラボバッグ＆スカーフ

＜本リリース、製品や画像貸出に関するお問い合わせ＞
●株式会社プレッセ（担当：千田尚美/松岡梨紗/末廣知子/藤村吉江/安井聖子/月谷梨沙/前田華子）
〒107-0062 東京都港区南青山2-28-8 坂巻ビル4F TEL:  03-6231-7501 FAX:  03-3479-7505
●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 9:00～20:00（年末年始除く）
ホームページ: https://www.lasana.co.jp/

④ラサーナ クリスマス コフレ ふんわり

・ラサーナ 薬用 シャンプー [医薬部外品] 230ml
・ラサーナ 薬用 トリートメント [医薬部外品] 170g
・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 薬用 地肌 エッセンス [医薬部外品] 150ml
・ラサーナ 海藻 ボリュームアップ ヘア ミスト 150ml
・ラサーナ エイジング ヘアケア トラベルセット
・ラサーナ ボタニカル ブレンドオイル ～アルガン～ 20ml
・“LAZY SUSAN” コラボバッグ＆スカーフ

③ラサーナ クリスマス コフレ さらさら

・ラサーナ 海藻 海泥 シャンプー 230ml
・ラサーナ 海藻 海泥 トリートメント 170g
・ラサーナ 海藻 海泥 ヘアマスク 210g 
・ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス さらさら 150ml
・ラサーナ 海藻 ヘア ミスト 200ml
・ラサーナ 海藻 ヘア ミルク 120g
・ラサーナ ヘアケア トラベルセット さらさら
・ラサーナ ボタニカル ブレンドオイル ～アルガン～ 20ml
・“LAZY SUSAN” コラボバッグ＆スカーフ

　　ラサーナ クリスマス コフレ プレミオール

　　ラサーナ クリスマス コフレ しっとり

販売価格 　　ラサーナ クリスマス コフレ さらさら

販売方法 　　ラサーナ クリスマス コフレ ふんわり

発売日 　　2018年 11月 15日(木) 

　　12,500円 (税込)

　　通信販売・インターネット販売

商品名

【商品仕様】

～エイジングケアで、ふんわりボリュームのある髪へ導く～

～ダメージヘアを集中補修し、まとまるツヤ髪へ導く～

ダメージが気になる方にお
すすめ！
太め髪でしっとりまとめた
い方は“しっとり”タイプ、
細め髪で軽やかにまとめた
い方は“さらさら”タイプを
選んでくださいね♪

ぺたんこ髪をふんわりボリュームアップ
させたい方におすすめ！
地肌から発毛環境を整えるセットです。
ヘアエッセンスを髪の根元に付け乾かす
と、よりふんわり仕上がります♪

※画像はしっとりタイプ

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

