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News Release

～バラの女王の華やかな香りに包まれて～
ローズシリーズ6アイテムが新たに定番化決定！
2019年3月1日(金) 発売
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、毎年大好評いただいている数量限定『ローズシリーズ』から『ラサーナ 海藻 海泥 シャンプー＆トリートメ
ント ローズの香り』・『ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり ローズの香り』・『ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス さらさら ローズの
香り』『ラサーナ 海藻 ヘア ミスト ローズの香り』・『ラサーナ 海藻 ヘア ミルク ローズの香り』を、この度2019年3月1日(金)に通信
販売およびインターネットにて通年販売の定番商品として発売いたします。
ローズシリーズは2010年に発売して以来大好評いただき、毎年数量限定で販売してまいりましたが、この度、お客様の多くのご要望に
お答えして、定番化の運びとなりました。今回のヘアケアアイテムの定番化により、ローズシリーズはすでに定番商品として販売してい
る『ラサーナ 海藻 ボディソープ ローズの香り』『ラサーナ 海藻 ボディミルク ローズの香り』を含めた全8種が定番商品となります。

【シリーズ共通特徴】

フランス・ブルターニュ産 海藻のエキス※2配合
複雑な海流と潮の大きな干満差がある過酷な環境に耐えながら育つフランス・ブルターニュ産の海藻か
ら抽出したエキスは、アミノ酸やミネラル分が多く含まれており、保湿性に優れています。

ブルガリア産 ダマスクローズ使用
バラの中でも最も香り高いと言われているブルガリア産ダマスクローズと、爽やかなティーローズを
ブレンドした気品ある香り。華やかさの中に甘くみずみずしい香りが、ふわりとやさしく広がります。
＜ブルガリア産 ダマスクローズ＞
ダマスクローズは数あるバラのなかでもっとも香りが良いと
され「バラの女王」として馴染まれてきました。中でもブル
ガリア産のダマスクローズはもっとも香りが良いといわれて
おり、高級ブランドの香水などにも使われています。
その精油は、ひとつひとつ手摘みした花から抽出され、50～
60本のバラからたった1滴しか得られない大変貴重なものです。
ブルガリア“バラの谷”
※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）
※2)ラミナリアディギタータエキス(シャンプー)、トチャカエキス(トリートメント)、ラミナリアオクロロイカエキス(ヘア エッセンス しっとり)、
アラリアエスクレンタエキス(ヘア エッセンス しっとり、さらさら)、ペルベチアカナリクラタエキス・カギイバラノリエキス(ミスト)、加水分解紅藻エキス(ミルク)

～華やかなローズの香りに包まれながら、ダメージヘアをやさしくケア～
海藻 海泥 シャンプー＆トリートメント ローズの香り
ダメージ
補修

アミノ酸系
洗浄成分
※1

うるおい

まとまり

ラサーナ 海藻 海泥 シャンプー ローズの香り
230ml (約1ヵ月分) / 1,600円税抜
ラサーナ 海藻 海泥 トリートメント ローズの香り
170g (約1ヵ月分) / 1,600円税抜
<2019年3月1日(金)

【商品概要】

発売>

「ラサーナ 海藻 海泥 シャンプー・トリートメント ローズの香り」は、傷んだ髪を集中補修しながら頭
皮環境を改善し、地肌から健やかな髪を育むダメージヘア用シャンプー＆トリートメントです。ローズ
の香りでリラックスしながら素敵なバスタイムをお過ごしください。

【使用方法】
①地肌に直接
シャンプーをのせる

②指の腹でマッサージ
しながら洗う

③よくすすいだ後
トリートメントを使用する

④2～3分おいた後
しっかりすすぐ

【商品特長】

補修・保護
海藻と海泥の力で、頭皮もすっきり！
ミネラル豊富なフランス・ブルターニュ産 海藻のエキス※2、海泥※3配合で、潤いを守りながら余分な
汚れだけを吸着・除去し洗い上げます。アミノ酸系洗浄成分※1配合のシャンプーはサラッとゆるいテク
スチャーが特長。頭皮にそのまま塗布することで、頭皮全体に行き渡り、頭皮と髪をまんべんなく洗う
ことができます。トリートメントでダメージ部分を集中補修し毛先までしなやかな髪に。パサつきを防
ぎ、髪にツヤを与えます。
カリウム・マンガン・亜鉛を
多く含みます。

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。

ラミナリアディギタータエキス

トチャカエキス

超微粒子で、マイナス
イオンを帯びた海泥が、
頭皮や毛穴の汚れを吸着し、
高い洗浄力を発揮します。
シルト

香り
香り高いダマスクローズ、ティーローズ、ガリカローズの3種のバラをブレンドしたオリジナルの香りで、
華やかでみずみずしい甘さが魅力。洗髪後も、ふわりと上品に香ります。
※1)ココイルグルタミン酸TEA、ココイルアラニンTEA、ココイルグリシンK (シャンプー）※2)ラミナリアディギタータエキス(シャンプー)、トチャカエキス(トリートメント)
※3)シルト

～華やかなローズの香りを纏わせ、しっとりまとまる美髪へ～

海藻 ヘア エッセンス ローズの香り
ダメージ
補修

うるおい

さらさら

まとまり

ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス ローズの香り
しっとり/さらさら
150ml (約3～5ヵ月分) / 4,800円税抜
140ml 詰め替え用 (約3～5ヵ月分) / 4,300円税抜

【商品概要】

「ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス」は、海藻のエキス※1をはじめ天然由来の美髪成分※2※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、濡れた髪
につけるだけで翌朝しっとりまとまるツヤ髪が手に入ると、ダメージ毛に悩む女性達にご支持をいただい
てまいりました。現在、シリーズ累計販売本数は1,500万本※4を突破いたしました。

【使用方法】
①タオルドライした濡れた状態の髪に
使用してください

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
(150mlサイズ)
＜ショート＞
1-2プッシュ
＜ロング＞
3-4プッシュ

【商品特長】

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
潤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。

補修・保護
ダメージヘアに潤いを与え、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。
◆フランス・ブルターニュ産 海藻のエキス※1
◆天然由来の美髪成分※2※3
配合

ブルターニュ産 海藻

ナタネ

オリーブ

ローヤルゼリー

ティアレ花

イヌラ

香り
バラの中でも最も香り高いといわれているブルガリア産ダマスクローズと、爽やかなティーローズをブ
レンド。華やかさの中に甘くみずみずしい香りが、ふわりとやさしく広がります。
※1） ラミナリアオクロロイカエキス(しっとりに配合) 、アラリアエスクレンタエキス(しっとり、さらさらに配合) ※2）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(しっとり、さらさらに配合) ※3）ガーデニアタイテンシス花エキス・ヤシ油・イヌラクリスモイデ花/葉エキス(さらさらに配合) ※4）ヘアエッセンス シリーズ累計（2017年11月集計）

～朝の乾いた髪にたっぷりの潤いを～
海藻 ヘア ミスト ＆ 海藻 ヘア ミルク ローズの香り
うるおい

ダメージ
ケア

自然なツヤ

紫外線
ブロック

●ラサーナ 海藻 ヘア ミスト ローズの香り
200ml/1,800円(税抜) ＜約2ヵ月分＞
●ラサーナ 海藻 ヘア ミルク ローズの香り
120g/1,800円(税抜) ＜約2ヵ月分＞

【商品概要】

『ラサーナ 海藻 ヘア ミスト ローズの香り』は、パサつく髪に潤いを補給する、朝の洗い流さないミスト
タイプ美容液です。フランス・ブルターニュ産 海藻のエキス※1と室戸岬沖海洋深層水※2を配合。ダメー
ジヘアを1本1本包み込み、潤いのある髪へ導きます。また、Wアミノモイスト処方※3で髪の内部まで浸
透し、ダメージを集中ケアします。
『ラサーナ 海藻 ヘア ミルク ローズの香り』は、ダメージヘアを毛先までしっとりツヤやかにまとめる、
朝の洗い流さないミルクタイプの美容液です。フランス・ブルターニュ産 海藻のエキス※4を配合し、ダ
メージヘアに潤いを与え、なめらかにまとまる髪に導きます。また、インナーシャインファクター処方※5
で内部ダメージと傷んだキューティクルを補修。べたつかず、内側から輝く髪に導きます。

【使用方法】
＜ミスト＞髪の毛全体がしっとりする程度にスプレーしてください。
＜ミルク＞適量を手に取り、パサつきが気になる毛先を中心になじませてください。セミロングで、10
円硬貨大を目安にご使用ください。
※ミストとミルクを併用すると、更にしっとりまとまります。

【商品特長】

天然うるおい成分配合
朝の乾燥した髪に潤いを与え、しなやかにまとまるツヤ髪に導きます。
◆フランス・ブルターニュ産 海藻のエキス※1※4
◆高知県室戸岬沖海洋深層水※2
ブルターニュ産 海藻

室戸岬沖海洋深層水

補修・ツヤ成分配合
髪の内部に浸透し、ダメージと傷んだキューティクルを補修。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。

UVケア※6
植物由来成分で紫外線や乾燥のダメージから、髪を守ります。

香り
バラの中でも最も香り高いといわれているブルガリア産ダマスクローズと、爽やかなティーローズをブ
レンド。華やかさの中に甘くみずみずしい香りが、ふわりとやさしく広がります。
※1）ペルベチアカナリクラタエキス、カギイバラノリエキス ※2）海水 ※3）エクトイン、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa
※5）イソステアロイル加水分解コラーゲン、ポリクオタリウム-92、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム
※6）ミルクのみ

※4）加水分解紅藻エキス

【商品仕様】
ラサーナ 海藻 海泥 シャンプー

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

ローズの香り

ローズの香り

ローズの香り

容量

230ml(約1ヵ月分)

170g(約1ヵ月分)

150ml(約3～5ヵ月分)

価格

1,600円(税抜)

1,600円(税抜)

4,800円(税抜)

商品名

商品画像

商品名

ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス さらさら ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス さらさら
ローズの香り 詰め替え用

ローズの香り

ローズの香り 詰め替え用

容量

140ml(約3～5ヵ月分)

150ml(約3～5ヵ月分)

140ml(約3～5ヵ月分)

価格

4,300円(税抜)

4,800円(税抜)

4,300円(税抜)

ラサーナ 海藻 ヘア ミスト

ラサーナ 海藻 ヘア ミルク

ローズの香り

ローズの香り

容量

200ml(約2ヵ月分)

120g(約2ヵ月分)

価格

1,800円(税抜)

商品画像

商品名

商品画像

1,800円(税抜)

発売日

2019年3月1日(金)

販売方法

通信販売・インターネット

＜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/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/

＜お知らせ＞
※2019年3月1日からカスタマーサービスセンターの営業時間が変わります。
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）

