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【Press Release】

OFFICIAL WEB SHOP : https://cosmecollege.com/

アンバー、バニラ、ムスクと濃厚なホワイトフロ
ーラルを合わせた、甘く温かみのある香りで
す。

・トップノート：オレンジ、ストロベリー
・ミドルノート：ガーデニア、ジャスミン、バニラ
・ラストノート：アンバー、ウッディ、ムスク

温かみのある甘い香りで髪も心もリラックス

アウトバストリートメントが冬季限定の香りで新登場
『ルメント ウィンター リペア オイル』『ルメント ウィンター リペア ミルク』11月12日(金)より期間限定販売

シリーズ累計販売数200万個※を突破するトータルケアブランド『Le ment(ルメント)』は、冬季限定のアウト
バストリートメント『ルメント ウィンター リペア オイル』と『ルメント ウィンター リペア ミルク』を数量
限定で販売いたします。

冬季限定アイテムには、アンバー、バニラ、ムスクと濃厚なホワイトフローラルを合わせた甘く温かみのある
「バニラムスクの香り」を採用。パッケージは、ホワイトをベースに雪のモチーフを添えた限定デザインです。

アウトバストリートメントには、熱に反応してダメージを補修するヒートアクティブ成分や、ヘアカラー後の退
色を防ぐカラーキープ成分を配合。また、高浸透成分が保湿・補修成分の効果を最大限に引き出し、乾燥
やパサつきが気になる冬でもしっとりとした美しい髪へ導きます。

2021年11月12日(金)よりOFFICIAL WEB SHOP( https://cosmecollege.com/ )など各種オンラインス
トアで販売いたします。

※ 2021年7月31日時点
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アンバー

TOP

MIDDLE

LAST

ストロベリー

ガーデニア ジャスミン バニラ

ムスクウッディ

バニラムスクの香り -Vanilla musk-

https://cosmecollege.com/
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メドウフォーム-δ-ラクトン

ドライヤーやヘアアイロンの

熱を味方に

ヒートアクティブ成分を配合する
ことで、ドライヤーやヘアアイロ
ンの熱から髪を保護するだけで
なくダメージを補修します。よ
り高い保湿性と自然なツヤを
与えます。

シリル化ケラチンPPT※1

シリル化シルクPPT※2

高浸透成分が、保湿&補修成分

の効果を最大限に引き出す

高浸透成分のＷ配合により、毛髪補修･保湿成分が髪内部に
アプローチ。
ダメージを補修し、ハリ･コシのある髪へ導きます。

高浸透補修成分

ペリセア※8

浸透促進成分

Neosolue Aqulio
(ネオソリューアクリオ)※9

高浸透型※11&吸着型※12

Wヒアルロン酸

毛先までうるおい
に満ちた髪を長時間キープ

髪1本1本をうるおいヴェールで包み込み、内部の水分を逃さ
ず長時間キープすることでなめらかな指通りを実現しました。

高保湿成分

リピジュア®※13

ノーベル化学賞受賞成分※14

フラーレン

エモリエント成分

3種のセラミド
セラミド2セラミド6Ⅱ 

セラミド3

ヘアケアに特化したアミノ酸系保湿成分

PRODEW®500※15

ロングラスティング保湿成分

Amitose®R※16

7種の植物由来のオイルを配合

なめらかな指通りとツヤを実現

アルガンオイル※17/バオバブオイル※18/クプアスオイル※19/ホ
ホバオイル※20/シアバター※21/ヤシ油/ムルムルバター※22

スモーキーカット成分配合で、タバコや食べ物のニオイから

髪を守ります。

スモーキーカット成分：チャ乾留液 / サトウキビエキス

イヤなニオイをカット

※1 (ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ)ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛) ※2 (ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ)ヒドロキシプロピル加水分解シルク ※3 加水分解ケラチン(羊毛)、加水分解ケラ
チン(羽毛) ※4 白金、加水分解シルク ※5 キシリチルグルコシド、無水キシリトール、水、マルチトール、キシリトール、ペルベチアカナリクラタエキス ※6 クオタニウム-33 ※7 ラウロイルグルタミン酸ジ
(フィトステリル/オクチルドデシル) ※8 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa ※9 シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール ※10 (加水分解シルク/PG-プロピルメチルシランジオール)クロスポ
リマー ※11 加水分解ヒアルロン酸 ※12 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム ※13 ポリクオタニウム-51 ※14 1996年受賞/自社調べ ※15 アルギニン、アスパラギン酸、グリシン、アラニン、セリン、
バリン、イソロイシン、トレオニン、プロリン、ヒスチジン、フェニルアラニン ※16 ジヒドロキシプロピルアルギニンHCI ※17 アルガニアスピノサ核油 ※18 バオバブ種子油 ※19 テオブロマグランジフロル
ム種子脂 ※20 ホホバ種子油 ※21 シア脂 ※22 アストロカリウムムルムル脂

髪の内部と外部にアプローチし

ダメージヘアを集中補修

髪の内部までダメージ補修する毛髪補修成分と、髪表面をな
めらかに整えるキューティクルケア成分を配合。
髪の内部と外部にアプローチすることでダメージを強力補修し、
内側から強くしなやかな髪に導きます。

18-MEA誘導体※6

CMC類似成分※7

髪の内部まで強力補修

ヘマチン

ヒドロキシエチルウレア

Wケラチン※3

プラチナシルク※4

XYLISHINE※5

カラーキープ成分が

ヘアカラーの退色を防ぐ

髪色の退色を防ぐカラーキープ成分を配合。退色しやすい髪
にうるおいを与えながらダメージを補修し、ヘアカラー後の美
しい髪を保ちます。

ヒマワリ種子エキス 加水分解シルクポリマー※10
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お好みに合わせて

選べる2タイプの

アウトバストリートメント

ｚ ｚ2 type

広がりやすい髪もするんとまとまる

ルメント ウィンター リペア ミルク

2,420円(税込)／100ml

毛先までサラツヤの仕上がり

ルメント ウィンター リペア オイル

2,640円(税込)／100ml

キューティクルを補修･保護
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『Le ment』は、美容室でしか味わえなかった手触りや感動をより身近に、ご自宅でもお手軽に取
り入れてほしいという想いから誕生したヘアケアブランドです。厳選した美容成分を配合し、頭皮から
髪を美しく保つためのアイテムを展開しています。

2019年、5周年を迎えブランド初のスキンケアアイテムを発表。

ヘアケアだけでなく、スキンケア、ボディケアなど、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」として、新たなアイテムを生み出してまいります。

商品名 ルメント ウィンター リペア オイル

価格 2,640円(税込)

内容量 100mL

成分

シクロペンタシロキサン、ジメチコン、リンゴ酸ジイソステアリル、アルガニアスピノサ核油、バオバブ種子油、テオブロマグランジフロルム種子脂、ホホバ種子油、
アストロカリウムムルムル脂、シア脂、ヤシ油、(ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ)ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、(ジヒドロキシメチルシリルプ
ロポキシ)ヒドロキシプロピル加水分解シルク、メドウフォーム-δ-ラクトン、加水分解コラーゲン、加水分解ケラチン(羊毛)、加水分解ケラチン(羽毛)、ヘマチン、
白金、加水分解シルク、ヒドロキシエチルウレア、キシリチルグルコシド、無水キシリトール、マルチトール、キシリトール、ペルベチアカナリクラタエキス、ラウ
ロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、クオタニウム-18、クオタニウム-33、イソアルキル(C10-40)アミドプロピルエチルジモニウムエトサル
フェート、セタノール、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、(加水分解シルク/PG-プロピルメチルシ
ランジオール)クロスポリマー、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ポリクオタニウム-51、フラーレン、セラミド2、セラミド3、
セラミド6Ⅱ、ジヒドロキシプロピルアルギニンHCl、アルギニン、アスパラギン酸、グリシン、アラニン、セリン、バリン、イソロイシン、トレオニン、プロリン、
ヒスチジン、フェニルアラニン、乳酸Na、PCA、PCA-Na、ヒマワリ種子エキス、チャ乾留液、サトウキビエキス、ベヘントリモニウムメトサルフェート、水添ココ
グリセリル、イソノナン酸エチルヘキシル、ジメチコノール、オクチルドデカノール、コレステロール、トコフェロール、炭酸水素Na、PVP、PG、BG、フェノキシ
エタノール、水、エタノール、香料

販売 2021年11月12日(金)よりOFFICIAL WEB  SHOP、各種オンラインストアにて販売開始

商品名 ルメント ウィンター リペア ミルク

価格 2,420円(税込)

内容量 100mL

成分

水、シクロペンタシロキサン、ジメチコン、グリセリン、BG、イソノナン酸エチルヘキシル、アルガニアスピノサ核油、バオバブ種子油、テオブロマグランジフロル
ム種子脂、ホホバ種子油、アストロカリウムムルムル脂、シア脂、ヤシ油、(ジヒドロキシメチルシリルプロポキシ)ヒドロキシプロピル加水分解ケラチン(羊毛)、(ジ
ヒドロキシメチルシリルプロポキシ)ヒドロキシプロピル加水分解シルク、メドウフォーム-δ-ラクトン、加水分解コラーゲン、加水分解ケラチン(羊毛)、加水分解ケ
ラチン(羽毛)、ヘマチン、白金、加水分解シルク、ヒドロキシエチルウレア、キシリチルグルコシド、無水キシリトール、マルチトール、キシリトール、ペルベチア
カナリクラタエキス、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、クオタニウム-18、クオタニウム-33、イソアルキル(C10-40)アミドプロピルエ
チルジモニウムエトサルフェート、セタノール、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、(加水分解シル
ク/PG-プロピルメチルシランジオール)クロスポリマー、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ポリクオタニウム-51、フラーレン、
セラミド2、セラミド3、セラミド6Ⅱ、ジヒドロキシプロピルアルギニンHCl、アルギニン、アスパラギン酸、グリシン、アラニン、セリン、バリン、イソロイシン、
トレオニン、プロリン、ヒスチジン、フェニルアラニン、乳酸Na、PCA、PCA-Na、ヒマワリ種子エキス、チャ乾留液、サトウキビエキス、ベヘントリモニウムメト
サルフェート、リンゴ酸ジイソステアリル、(アクリル酸Na/アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、(スチレン/VP)コポリマー、(ジメチコン/ビニルジメチコ
ン)クロスポリマー、水添ココグリセリル、トコフェロール、イソヘキサデカン、ポリソルベート80、オクチルドデカノール、PEG-200水添ヒマシ油、炭酸水素Na、
コレステロール、PG、PVP、フェノキシエタノール、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、エタノール、香料

販売 2021年11月12日(金)よりOFFICIAL WEB  SHOP、各種オンラインストアにて販売開始
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・高濃度※1炭酸※2で頭皮スッキリ。
・アミノ酸系洗浄成分で、なめらかな洗い上がり。
・高級レアオイルや高保湿成分をたっぷり配合。ノンシリコンとは

思えないツヤ髪を実現。
※1 自社調べ ※2 炭酸ガス(噴射剤として)

・髪の内部と外部にアプローチし、ダメージヘアを集中補修。
・こだわりのうるおい成分で、毛先までうるツヤ髪へ。

『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』

『ルメント ウィンター リペア マスク』

WINTER 
ONLY

Le ment winter series この冬を彩る、温かみのある甘い香りと雪のモチーフを
添えた限定デザイン

インバスアイテムも期間限定で同日発売
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―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

SKIN CARE

ルメント

ホワイトニングジェル

3,850円(税込)

ルメント

トーンアップクリーム

ラベンダー

1,540円(税込)

ルメント

トーンアップクリーム

ミントグリーン

1,540円(税込)

ルメント

ホワイトニング アイセラム

4,180円(税込)

ルメント

ヘッドスパ

10,780円(税込)

ルメント

モイスチャーピーリングプロ

10,780円(税込)

ルメント

アイケアプロ

8,580円(税込)

BEAUTY GEAR

ルメント

ストレートヒートブラシ

9,900円(税込)

≪シリーズ一覧≫

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

2,640円(税込)

ルメント

リペア オイル

2,640円(税込)

ルメント

リペア マスク

2,640円(税込)

ルメント

リペア ミルク

2,420円(税込)

ルメント

ブースターミスト

1,540円(税込)

ルメント

フレグランスUVスプレー

1,540円(税込)

ルメント

ブースターミスト

バニラムスク

1,540円(税込)

ルメント

ブースターミスト

ブルームブーケ

1,540円(税込)

ルメント

ブースターミスト

シトラスミント

1,540円(税込)
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WINTER SERIES

冬季限定

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
2,640円(税込)

ルメント ウィンター
リペア マスク
2,640円(税込)

ルメント ウィンター
リペア オイル
2,640円(税込)

ルメント ウィンター
リペア ミルク
2,420円(税込)


