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クマやくすみ※5の原因とされる「

メラニン」の生成を抑え、保湿＆
整肌の働きもする万能成分プラセ

ンタエキス※7が、あなたの目元に

明るさと輝きをプラス。

シワ※6に改善効果が認められる、

「抗シワ製品評価ガイドライン」
に定められた抗シワ効能評価試験

済み※2。ハリのある若々しい目元

であなたの印象を一新。

シリーズ累計販売本数160万本※3を突破しているトータルケアブランド「Le ment(ルメント)」は12月15日(火)
より、シリーズ初のアイケアアイテムとして『ルメント ホワイトニング アイセラム』のWEB販売を開始いたし
ます。
本製品は、Wの有効成分※4を配合した医薬部外品の目元美容液で、気になる目元のクマ・くすみ※5や小ジワ

※6にアプローチするとともに、確かな「美白※1効果」と「肌あれ予防効果」を実感していただけます。また抗
シワ効能評価試験済み※2で、「乾燥小ジワ対策効果」も認められております。印象を大きく左右する目元。気
になるお悩みを徹底ケアする『ルメント ホワイトニング アイセラム』が、ハリのある輝く目元へ導きます。

目元のクマ・くすみ※5にアプローチ！
有効成分「プラセンタエキス※7」配合

Point①
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気になる目元に徹底アプローチ！シリーズ初のアイケアアイテムが登場

美白※1×抗シワ※2×高保湿！ハリのある輝く目元へ
『ルメント ホワイトニング アイセラム(医薬部外品)』12月15日(火)よりWEB販売開始

抗シワ効能評価試験済み※2！
気になる目元の小ジワ※6をケア

Point②

優れた抗炎症作用で肌を整え健やかに！
有効成分「グリチルリチン酸ジカリウム」配合

Point③

「グリチルリチン酸ジカリウム」が肌の

炎症を抑制。肌を健やかに保つこ
とで、シワ※6やくすみ※5・クマの

原因にもアプローチ。刺激が少な

く、敏感肌・乾燥肌の方にも安心｡

高保湿成分を贅沢に配合！
うるおいを与えハリのある目元へ

Point④

セラミド※8＆

セラミド誘導体※9

2種類の
ヒアルロン酸※10

水溶性コラーゲン※11 マルチトール※12 スクワラン※13

美白※1

肌あれ予防

医薬部外品

抗シワ効能
評価試験済み※2

※1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ ※2 効能評価試験済み(乾燥による小ジワを目立たなくする) ※3 2020年10月31日時点 ※4 ニチレイ・水溶性プラセンタエキスB-F、グリチルリチン酸ジカリウム
※5 乾燥によってくすんで見える肌印象のこと ※6 乾燥による小ジワ ※7 ニチレイ・水溶性プラセンタエキスB-F ※8 N-ステアロイルフィトスフィンゴシン ※9 セチルヒドロキシプロリンパルミタミド
※10 ヒアルロン酸ナトリウム(2)、加水分解ヒアルロン酸 ※11 水溶性コラーゲン(F) ※12 マルチトール液 ※13 シュガースクワラン



※1 カワラヨモギエキス ※2 オウゴンエキス ※3 オトギリソウエキス ※4 カモミラエキス(1) ※5 シナノキエキス ※6 トウキセンカエキス ※7 ヤグルマギクエキス ※8 ローマカミツレエキス
※9 タイソウエキス ※10 タイムエキス(1) ※11 カンゾウフラボノイド ※12 乾燥によってくすんで見える肌印象のこと ※13 乾燥による小ジワ
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商品名 ルメント ホワイトニング アイセラム(医薬部外品)

価格 3,800円(税別)

内容量 15g

成分

【有効成分】
ニチレイ・水溶性プラセンタエキスB-F、グリチルリチン酸ジカリウム

【その他の成分】
精製水、濃グリセリン、1,3-ブチレングリコール、マルチトール液、シュガースクワラン、1,2-ペンタンジオール、カワラヨモギエキス、アルピニアカツマダイ種子
エキス、N-ステアロイルフィトスフィンゴシン、セチルヒドロキシプロリンパルミタミド、アルカリゲネスレータスB-16ポリマー、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、水
溶性コラーゲン（F)、オウゴンエキス、チョウジエキス、オトギリソウエキス、カミモラエキス(1)、シナノキエキス、トウキンセンカエキス、ヤグルマギクエキス、
ローマカミツレエキス、タイソウエキス、加水分解ヒアルロン酸、タイムエキス(1)、カンゾウフラボノイド、N-ラウロイルサルコシンイソプロピル、アクリル酸ナ
トリウム・アクリロイルジメチルタウリン酸ナトリウム共重合体/イソヘキサデカン/ポリソルベート80、ジグリセリン、マカデミアナッツ油脂肪酸フィストステリ
ル、グリセリン脂肪酸エステル、モノオレイン酸ソルビタン、架線型メチルポリシロキサン、メチルポリシロキサン、ヒドロキシエタンジホスホン酸四ナトリウム
液、天然ビタミンE、d-δ-トコフェロール、フェノキシエタノール

販売
2020年12月15日(火):OFFICIAL WEB  SHOP、各種オンラインストア先行発売
2021年3月:各種バラエティショップなど順次発売予定

13種類の植物エキスの力が、健やかな目元へ導くPoint⑤

カワラヨモギ

花エキス※1

アルピニアカツマダイ
種子エキス

カミツレ花
エキス※4

フユボダイジュ
花エキス※5

ナツメ果実
エキス※9

ワイルドタイム
エキス※10

オウゴン根

エキス※2

チョウジ
エキス

トウキンセンカ
花エキス※6

ヤグルマギク
花エキス※7

カンゾウ根
エキス※11

セイヨウオトギリソウ
花/葉/茎エキス※3

ローマカミツレ
花エキス※8

肌の負担を最小限に。7つのフリーPoint⑥

How to use

Step1. あずき大を指先にとります。

Step2. 目頭から目尻に向かって、クマ

やくすみ※12が気になる箇所に

やさしく伸ばして、お肌に馴染
ませてください。

Step1. あずき大を指先にとります。

Step2. 矢印のようにやさしく伸ばした

ら、反対の手でこめかみを軽く

ひっぱり、目尻のシワ※13をのば
すように塗り込んでください。

★気になる口元のほうれい線ケアにも！

ほうれい線やマリオネットラインが気になる口元にやさしく塗り込んでい

ただくことで、ほうれい線やマリオネットラインのケアもできます。

＜商品概要＞

エタノールパラベン
石油系

界面活性剤
旧表示指定

成分
合成香料 合成着色料

紫外線
吸収剤

“クマ・くすみ※12”ケア “シワ※13・たるみ”ケア
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3（完）

―本件に関する報道関係お問合せ先―

株式会社magicnumber 『Le ment』広報担当

TEL:03-6451-3297/FAX:03-6451-3298/E-mail：press@magicnumber.co.jp

＜株式会社magicnumber 会社概要＞
設立 ：2012年6月
本社住所 ：東京都品川区戸越5-4-3 AZ SHINAGAWA BLDG.5F
代表取締役 ：松本行市
事業内容 ：美容雑貨などの商品企画事業、Eコマース事業、ブランディングPR事業
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■同時発売！一緒のご使用がおすすめ『ルメント アイケアプロ』(目元・口元専用美容家電)

1台で5役の機能を持つ、自宅で本格的なケアができる「目元・口元専用」超
音波美顔器が誕生しました。

■選べる2つのモード

・「赤色LEDモード」：気になる年齢肌にアプローチ。

・「青色LEDモード」：肌を整え、透明感にアプローチ。

■サロン級の3つのお手入れ

・目元ケア：加齢による乾燥小ジワやくすみ※1などの目元の悩みに。

・リップケア：浸透※2ケアでうるおいに満ちたぷるぷるリップへ。

・口元ケア：超音波振動と赤色/青色LEDで引きしめて、若々しい口元へ。

■主な特徴

・イオン導入：微弱電流で、美容成分や保湿成分を肌の奥まで浸透※2。

・温熱ケア：42±3℃で目元をじんわり温めながらやさしくほぐす。

・超音波振動：約12,000回/1分の超音波振動で肌をほぐし、ハリのある肌へ。

※1 乾燥によってくすんで見える肌印象のこと ※2 角質層まで

NEW!

≪シリーズ一覧≫

SKIN CAREWINTER ONLY

HAIR CARE

ルメント

スパークリングオイル

クレンジング&シャンプー

2,400円(税別)

ルメント

リペア オイル

2,400円(税別)

ルメント

リペア マスク

2,400円(税別)

ルメント

リペア ミルク

2,200円(税別)

ルメント

ブースターミスト

1,400円(税別)

ルメント

ヘッドスパ

9,800円(税別)

ルメント

フレグランスUVスプレー

1,400円(税別)

ルメント

ブースターミスト バニラムスク

1,400円(税別)

ルメント

ウィンター スパークリングオイル

クレンジング&シャンプー

2,400円(税別)

ルメント

ウィンター リペア マスク

2,400円(税別)

は、自分をいたわる大切な時間に、贅沢で豊かな「至福の時」をお届けするトータルケアブランドです。

12/15
発売

ルメント

ホワイトニングジェル

3,500円(税別)

ルメント

モイスチャーピーリングプロ

9,800円(税別)

ルメント

トーンアップクリーム

ラベンダー

1,400円(税別)

ルメント

トーンアップクリーム

ミントグリーン

1,400円(税別)

ルメント

ホワイトニング アイセラム

3,800円(税別)

12/15
発売

ルメント

アイケアプロ

7,800円(税別)


