
3週間で完売した人気の“香水調の香り”が、3アイテムになって限定再登場

ラサーナ スウィートブーケの香りシリーズ 再販売決定︕
2021年8月1日（日） 数量限定発売

2021年6月30日
株式会社ヤマサキ

ブランド生誕40周年を迎えた2019年、ヘアケアと香りの研究を重ねてきたラサーナより、今までにないワンラン
ク上の洗練された香りをお届けしたいという思いから開発いたしました。⾃⽴した⼤人⼥性の気分を⾼める、普
段使いのフレグランスとしてもお楽しみいただける商品です。2019年に数量限定で発売した『海藻 ヘア エッセ
ンス しっとり スウィートブーケの香り』は発売3週間で完売※2し、再販売を希望するお声をいただいておりまし
た。おうちで過ごす時間が増えた昨今、おうち美容に香りによる癒やしもお届けでできたらという思いを込めて
再登場いたします。

News Release

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、2019年に数量限定で新発売して以来、ご好評いただい
た人気の洗い流さないトリートメント『ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり スウィートブーケの香り』・
『ラサーナ 海藻 モイスト ヘア ミスト スウィートブーケの香り』・ 『ラサーナ 海藻 スムース ヘア ミルク ス
ウィートブーケの香り』の3アイテムを2021年8月1日(日)から通信販売、インターネットにて数量限定で再販
売いたします。

【開発背景】

―スウィートブーケの香り―

ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり
75ml（約2ヵ月分)/3,080円(税込)
ラサーナ 海藻 モイスト ヘア ミスト
200ml（約1~2ヵ月分)/1,980円(税込)
ラサーナ 海藻 スムース ヘア ミルク
120g（約1~2ヵ月分)/1,980円(税込)

おうち美容に癒やしを添える、
ヘアトリートメント × ライトフレグランス

【Points】
■発売3週間で完売※2。人気の香り限定商品が3アイテムになって再登場

2019年秋に数量限定で発売し、ご好評いただいていた『海藻 ヘア エッセンス しっとり スウィートブーケの香り』が、朝ケアの洗い流さない
トリートメント『海藻モイスト ヘア ミスト』『海藻 スムース ヘア ミルク』を加えた3アイテムになって再登場。

■感動品質のトリートメント効果はそのままに、香りの癒やしをプラス
＜フランス・ブルターニュ産 海藻のエキス※3 配合＞
傷んだ髪を集中補修するトリートメント機能。毛先まで潤いのあるツヤ髪に導く
仕上がりはそのままに、フローラルの華やかさの中に爽やかな上品さが漂う、
幸せを呼ぶスウィートブーケの香りが、おうち美容に癒やしを添えます。 ムスキー、パチュリ
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【商品特⻑】

◆フランス・ブルターニュ産 海藻のエキス※6 配合

◆スウィートブーケ香り

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

補修・保護

香り

◆天然由来の美髪成分※5 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。

フローラルの華やかさの中に爽やかな上品さが漂う、幸せを呼ぶスウィートブーケの香り

【Points】
■累計販売本数 2,000万本※4のロングセラー商品

海藻をはじめ天然由来の美髪成分※5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。
1998年の発売以来、⾼い補修⼒とべたつかない使用感が人気を呼び、累計販売本数は2,000万本※4を突破し、幅広い世代
の⼥性にご⽀持をいただいております。

■スウィートブーケの香り
補修⼒やしっとりまとまる仕上がりはそのままに、⾃⽴した⼤人⼥性の気分を⾼める、普段使いのフレグランスとしても
お楽しみいただけます。フローラルな華やかさの中に爽やかな上品さが漂う、香水調の香り限定品です。ボトルデザインに
は、華やかで上品さのある香りイメージを表現するため、ゴールド箔をボトル全体にデザインしております。

ブルターニュ産 海藻 ナタネ オリーブ ローヤルゼリー

■使用目安
＜ショート＞ 1-2プッシュ
＜ロング＞ 3-4プッシュ

ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり
スウィートブーケの香り

75ml(約2ヵ月分) / 3,080円(税込)

毛先までうるおい続く、しっとりまとまるツヤ髪へ

ダメージ
補修

うるおい

まとまり フレグランス



【商品特⻑】

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※11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※9 配合
◆⾼知県室⼾岬沖海洋深層⽔※10 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

（左）ラサーナ 海藻 モイスト ヘア ミスト スウィートブーケの香り
200ml(約1~2ヵ月分) / 1,980円(税込)

（右）ラサーナ 海藻 スムース ヘア ミルク スウィートブーケの香り
120g(約1~2ヵ月分) / 1,980円(税込)

生命の木「バオバブ」エキス※8配合

天然うるおい成分※9※10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
UV対策

なめらか ヘアカラー
退色防止※7

まとまり
うるおい

フレグランス

ツヤ

ドライヤー
ダメージケア

【Points】
■1本で8役︕朝の多機能アウトバストリートメント
＜保水⼒に優れた「バオバブエキス※8 」やフランス・ブルターニュ産 海藻のエキス配合※9※10＞
幅広い髪悩みをカバーする多機能時短アイテムです。

■お好みに合わせて選べる2タイプ
・＜ミスト＞ しっとりなめらかな仕上がりで、寝ぐせ直しやプレトリートメントなどのベース作りに。
・＜ミルク＞ 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もオススメ。

■スウィートブーケの香り
補修⼒やしっとりまとまる仕上がりはそのままに、⾃⽴した⼤人⼥性の気分を⾼める、普段使いのフレグランスとしても
お楽しみいただける、フローラルな華やかさの中に爽やかな上品さが漂う、香水調の香り限定品です。ボトルデザインに
は、華やかで上品さのある香りイメージを表現するため、ゴールド箔をボトル全体にデザインしております。

◆スウィートブーケ香り
フローラルの華やかさの中に爽やかな上品さが漂う、幸せを呼ぶスウィートブーケの香り



【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/

※1) 2008-2019実績「化粧品マーケティング要覧2009-2020」(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) 2019年9月 通販実績
※3) 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(ヘア エッセンスに配合)、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)
※4) エッセンス シリーズ通算売上本数(2020年11月集計) 
※5) 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
※6)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
※7) 紫外線による
※8) 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)
※9) 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)
※10) 海水
※11) 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(ミスト・ミルクに配合)、ポリシリコーン-14、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン(ミストに配合)、

ポリシリコーン-15、シア脂(ミルクに配合)
※12) γ-ドコサラクトン(ナタネ由来)、ジメチコノール
※13) 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

商品名 ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり
スウィートブーケの香り

ラサーナ 海藻 モイスト ヘア ミスト
スウィートブーケの香り

ラサーナ 海藻 スムース ヘア ミルク
スウィートブーケの香り

商品画像

容量
価格

75ml (約2ヵ月分)
3,080円（税込）

200ml (約1~2ヵ月分)
1,980円 (税込）

120g (約1~2ヵ月分)
1,980円 (税込）

発売日 2021年8月1日(日)

販売方法 通信販売・インターネット販売 ＜数量限定＞

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※12

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※13に
より、ベタつかない
ツヤめきを実現


