
2022年4月吉日
株式会社magicnumber

紫外線、ニオイ、ベタつき… 夏特有の頭皮・髪のお悩みを解決！

すっきり爽やかで上品な「シトラスミントの香り」が今年も登場！
大人気の夏季限定シリーズ 数量限定で4月21日(木)より順次販売開始

【Press Release】

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)」は夏季限定『ルメ
ント スパークリングオイル リフレッシュクレンジング＆シャンプー』と『ルメント リフレッシュ リペア マ
スク』を数量限定で販売いたします。

紫外線、頭皮のニオイやベタつき、エアコンなどによる乾燥など、夏特有のお悩みに特化した成分を
配合し、シャンプーによる“落とすケア”と、ヘアマスクによる“与えるケア”双方のアプローチから夏の頭
皮と髪を美しく快適に保ちます。爽やかで清々しく上品な「シトラスミントの香り」は、夏の暑さを感
じさせないすっきりとした香りが特徴です。

4月21日(木)より全国のバラエティショップにて順次店頭販売を開始し、4月27日(水)よりOFFICIAL 
WEB SHOP(https://cosmecollege.com/)など各種オンラインストアでも販売を開始いたします。数量
限定となりますので、お早めにお求めください。
※ 2021年7月31日時点

【夏季限定成分配合】夏のお悩みへのアプローチ！紫外線、ニオイ、乾燥をケア
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頭皮を清潔にし、キメを整える

爽やかで清々しく香る、上品な「シトラスミントの香り」

トップノートはフレッシュハーブ、リー
フィーグリーン、グリーンシトラスが爽
やかに。

ミドルノートはローズ、ミュゲで清
々しく、ラストノートはアンバー、ウ

ッディ、ムスクで上品に香ります。
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『ルメント スパークリングオイル リフレッシュクレンジング＆シャンプー』

▶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

「Wケラチン※1」「ヘマチン」「ヒドロキシエチルウレア」が、ダメージヘアを内側から補修。
さらに髪の外側であるキューティクルをしっかりと保護する成分を配合。内部・外部双方からダ
メージを集中補修します。

▶こだわりのうるおい成分で、毛先までうるツヤ髪へ

【こだわりの保湿成分】高浸透型※2＆吸着型※3の「Wヒアルロン酸」、高保湿成分「リピジュア®
※4」、ノーベル賞受賞成分※5「フラーレン」、「ヒアルロン酸Na」など

※1 加水分解ケラチン(羊毛･羽毛) ※2 加水分解ヒアルロン酸 ※3 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム ※4 ポリクオタニウム-51
※5 1996年受賞/自社調べ

『ルメント リフレッシュ リペア マスク』

＜使い方＞

①水分をよく切り、適量をダメージが気になる部分や髪の中間～毛先にたっぷり塗布します。

②ギュッギュッと髪に浸透するようによく揉みこみ、5分ほど置きます。

③よく洗い流してください。

2,640円(税込) ／200g

＜使い方＞

①お湯で充分に頭皮や髪の毛を予洗いしてください。

②よく振ってから、適量を手に取り頭皮と髪の毛にムラなく塗布します。

③指の腹で頭皮をやさしくマッサージをするようによく洗いすすいでください。

④普段お使いのコンディショナー、トリートメントをご使用ください。

2,640円(税込)／160g

▶高濃度※1炭酸※2で頭皮スッキリ

5,000ppmという高濃度※1炭酸※2を採用。普通のシャンプーでは入り込めない隙間に、高濃度※1

の超微細な泡が入り込み、皮脂・過酸化脂質(頭皮のイヤなニオイの元)を落とします。

▶アミノ酸系洗浄成分※3で、なめらかな洗い上がり

高濃度※1炭酸※2でしっかり頭皮を洗い上げると同時に、低刺激なアミノ酸系の洗浄成分※3を
使用することで、本来落とす必要のない油分を落とし過ぎることなく、なめらかに洗い上げま
す。

▶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

【保湿・補修成分】高保湿成分「リピジュア® ※4 」、毛髪補修成分「加水分解ケラチン(羊毛)」、
エイジングケア※5成分「フラーレン」など

【高級レアオイル】「アルガンオイル※6」「バオバブオイル※7 」「クプアスオイル※8 」

※1 自社調べ ※2 炭酸ガス(噴射剤として) ※3 ココイルグルタミン酸Na、ココイルメチルタウリンNa ※4 ポリクオタニウム-51 ※5
年齢に応じたケア ※6 アルガニアスピノサ核油 ※7 バオバブ種子油 ※8 テオブロマグランジフロルム種子脂 (※6～8 すべて保湿成分)

《商品詳細》

リフレッシュシリーズ共通

【Press Release】

▶夏季限定の成分を配合し、夏特有のお悩みをケア

①清涼感のある洗い心地

天然ミント※とメントールを配合し、上品な清涼感のある使い心地で頭皮環境を整え、さらさらな髪へ
と導く。

②毎日、紫外線を浴び続ける頭皮や髪をケア

ヒマワリ種子油(保湿)を配合し、お肌よりも多くの紫外線ダメージを受ける頭皮や髪をケア。
また、サクシノイルアテロコラーゲンが紫外線やエアコンによる乾燥を防ぎ、うるおいを守る。

③気になるベタつきやニオイをケア

頭皮をすっきり洗い上げ、夏季限定成分のカキタンニン(保湿・整肌)がベタつきやニオイが気になる
季節の頭皮や髪をケア。

④夏季限定植物エキスを配合

夏季限定成分のグレープフルーツ果実エキスが頭皮をきゅっと引き締め、ハイビスカス花エキスが乾燥
から毛髪を保護しツヤを保つ。

※ セイヨウハッカ葉エキス
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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

『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。

《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)

SKIN CARE BEAUTY GEAR

ルメント

ヘッドスパ

10,780円(税込)

ルメント

アイケアプロ

8,580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

ストレートヒートブラシ

9,900円(税込)

ルメント

イオンケアドライヤー

26,400円(税込)

ルメント

ホワイトニングジェル

3,850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

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)

《商品概要》
商品名 ルメント スパークリングオイル リフレッシュクレンジング＆シャンプー

価格 2,640円(税込)

内容量 200ｇ

成分

水、ココイルグルタミン酸Na、ラウリルベタイン、ココイルメチルタウリンNa、LPG、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、ヒマワリ種子油、加水
分解ケラチン(羊毛)、フラーレン、トウキンセンカ花エキス、 ローズマリー葉エキス、ラベンダー花エキス、カミツレ花エキス、セージ葉エキス、レモン果実エキス、スギナエキス、ホップ花
エキス、セイヨウアカマツ球果エキス、セイヨウハッカ葉エキス、加水分解マンゴー液汁エキス、 加水分解マンゴスチン果実エキス、加水分解チェリモヤ果実エキス、サクシノイルアテロコ
ラーゲン、ハイビスカス花エキス、グレープフルーツ果実エキス、ポリクオタニウム-10、ポリクオタニウム-51、コカミドDEA、クエン酸、ベタイン、カキタンニン、乳酸、乳酸Na、EDTA-
2Na、二酸化炭素、メントキシプロパンジオール、メントール、BG、メチルパラベン、PVP、香料

販売
4月21日(木)より順次販売開始：全国のバラエティショップなど
4月27日(水)より販売開始：OFFICIAL WEB SHOP、各種オンラインストア

商品名 ルメント リフレッシュ リペア マスク

価格 2,640円(税込)

内容量 160ｇ

成分

水、ジメチコン、水添ナタネ油アルコール、セタノール、ステアルトリモニウムクロリド、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、アボカド油、コメ
ヌカ油、ヒマワリ種子油、加水分解ケラチン(羊毛･羽毛)、ヒアルロン酸Na、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、(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コラーゲン、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)、スクワラン、セラミドNG、フラーレン、ローマカミツレ花エキス、トウキンセンカ花
エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、マグワ根皮エキス、オタネニンジン根エキス、サッカロミセスセレビシ
アエエキス、ローヤルゼリーエキス、ポリクオタニウム-51、ユズ果実エキス、モモ葉エキス、セテアラミドエチルジエトニウム加水分解コメタンパク、サトウカエデ樹液、ヒドロキシエチルウ
レア、ヘマチン、セイヨウハッカ葉エキス、加水分解マンゴー液汁エキス、加水分解マンゴスチン果実エキス、加水分解チェリモヤ果実エキス、サクシノイルアテロコラーゲン、ハイビスカス
花エキス、グレープフルーツ果実エキス、 カキタンニン、メントキシプロパンジオール、メントール、BG、アミノプロピルジメチコン、パルミチン酸エチルヘキシル、ダイマージリノール酸
ダイマージリノレイルビス(ベヘニル/イソステアリル/フィトステリル)、 ヒドロキシエチルセルロース、トリ水添ロジン酸グリセリル、ベヘントリモニウムメトサルフェート、ベヘントリモニ
ウムクロリド、ジココジモニウムクロリド、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、イソプロパノール、グリセリン、エタノール、クエン酸、乳酸Na、EDTA-2Na、フェノキシエタノー
ル、香料

販売
4月21日(木)より順次販売開始：全国のバラエティショップなど
4月27日(水)より販売開始：OFFICIAL WEB SHOP、各種オンラインストア
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