
2020年9月16日
株式会社magicnumber

1

シリーズ累計販売本数120万本※2を突破しているトータルケアブランド『Le ment(ルメント)』は「ルメ
ント トーンアップクリーム」の新色、「ルメント トーンアップクリーム ミントグリーン」のWEB販売を9月16日
(水)より開始いたします。
本製品は肌のくすみや色ムラ、毛穴をカバーするトーンアップクリームです。新色のミントグリーンカラー

は、肌の赤みやニキビ跡をカバーし均一な美肌に整えることで、塗った瞬間から理想的な陶器肌※1を叶え
ます。また洗い流す必要がなく、高保湿成分や植物オイル、エキスをたっぷりと配合しているため、化粧
下地としてだけでなくスキンケアの最後に保湿クリームとしてもご使用いただけます。

くすみや色ムラ、毛穴をカバー。
うるおい続く陶器肌※1へ。

洗い流さなくてOKなので、
お泊りのときもすっぴん風を演出。

MAKE UP
ファンデーションを塗る前に、
化粧下地として

SKIN 
CARE

スキンケアの最後に、
保湿クリームとして

塗った瞬間、均一に整う理想の陶器肌※1へ
使うたびにスキンケアする、化粧下地＆保湿クリームの2wayトーンアップクリーム

新色『ルメント トーンアップクリーム ミントグリーン』9月16日(水)よりWEB販売開始

気になる赤みやニキビ跡をカバーし、均一に整った陶器肌※1に！
その秘密はミントグリーンカラー

化粧下地・保湿クリームの2way

※1 メイクアップ効果による ※2 2019年11月30日時点

透明感 赤みを抑える

BLUE GREEN

MINT
GREEN

NEW
Color

肌に透明感を与えるブルーと
赤み・ニキビ跡をカバーするグリーンが
合わさったミントグリーンカラー
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☑シミやくすみの原因となる、
メラニンや開き毛穴にアプローチ（保湿）

使うたびにスキンケアするトーンアップクリーム

☑高保湿成分をぜいたくに配合。
1日中うるおい肌をキープ

☑10種類の植物オイルを配合し、やわらかくハリ・ツヤのある肌へ（保湿）

アルガンオイル※8 / バオバブオイル※9/ アボカド油 / オリーブ果実油 / カニナバラ果実油 / シア脂 / 

スクワラン / ツバキ種子油 / ブドウ種子油 / マカデミア種子油

アーチチョーク葉エキス / アロエベラ葉エキス / オレンジ果汁 / カミツレ花エキス / カンゾウ葉エキス /キウイエキス / 

グレープフルーツ果実エキス / コンフリー葉エキス / ザクロ果皮エキス / サッカロミセス/ハトムギ種子発酵液 /

サンザシエキス / シロキクラゲ多糖体 / ソメイヨシノ葉エキス / ナツメ果実エキス / ハマメリス葉エキス / 

ヒポファエラムノイデス果実エキス / ヒメフウロエキス / ビルベリー葉エキス / ブドウ葉エキス / ボタンエキス / 

マンダリンオレンジ果皮エキス / モモ葉エキス / ユキノシタエキス / ユズ果実エキス / ライム果汁 / ラベンダー花エキス / 

リンゴ果実エキス / レモングラス葉・茎エキス / レモン果汁 / ワイルドタイムエキス

☑30種類もの植物エキスを配合。植物のチカラが肌本来の美しさを引きだす（保湿・整肌）

How to use

適量を手に取り、お顔にムラなくなじませてください。洗い流さなくてOK！そのままおやすみいただけます。

MAKE 
UP

SKIN 
CARE

・くすみや色ムラ、毛穴をカバーし、均一な陶器肌※10へ
・気になるところには重ね付け
・目や口、小鼻の周りなど、くすみや赤みが出やすい部分にだけ塗るのもOK

・お泊りなど、すっぴんを見せたくないときにオススメ
・保湿成分たっぷりだから、ずっとうるおい美肌
・植物由来のオイル・エキスが、肌本来の美しさを引きだす

・気になる首やデコルテや
手足の色ムラにも

BODY
CAREにも
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3種の
セラミド※7

加水分解
コラーゲン

3種の
ヒアルロン酸※4

リピジュア
®※6

プロテオグリカン※5

フラーレン

プラセンタエキス

4種の
ビタミンC誘導体※1

ビタミンE※2

ビタミンB※3

※1 3-0-エチルアスコルビン酸、アスコルビルグルコシド、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、リン酸アスコルビルMg ※2 トコフェロール ※3 ナイアシンアミド ※4 ア
セチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸 ※5 水溶性プロテオグリカン ※6 ポリクオタニム-51 ※7 セラミドAP、セラミドNG、セラミドNP ※8 ア
ルガニアスピノサ核油 ※9 バオバブ種子油 ※10 メイクアップ効果による
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ルメント トーンアップクリーム Le ment tone up cream

カラー展開(2色)：なりたい肌に合わせて使い分けていただけます。

くすみをカバーし、血色感を与えながら
透明感のある肌へ

LAVENDER
ラベンダー

赤みやニキビ跡などをカバーし、
均一な陶器肌※10へ

MINTGREEN

ミントグリーン

肌のくすみや色ムラ、毛穴をカバーするトーンアップクリームです。
メイク前の化粧下地や、スキンケアの最後に保湿クリームとしてご使用いただけます。
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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

『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

2,400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

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)

SKIN CARE

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

フレグランスUVスプレー

1,400円(税別)
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商品名 ルメント トーンアップクリーム ミントグリーン

価格 1,400円(税別)

内容量 30g

成分

水、BG、グリセリン、酸化チタン、シクロペンタシロキサン、ジメチコン、(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、イソヘキサデカン、3-O-エチルアスコルビン酸、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルグルコシド、リン酸アスコ
ルビルMg、トコフェロール、ナイアシンアミド、アセチルヒアルロン酸Na、セラミドAP、セラミドNG、セラミドNP、ヒアルロン酸Na、
加水分解ヒアルロン酸、加水分解コラーゲン、水溶性プロテオグリカン、加水分解水添デンプン、ポリクオタニウム-51、フラーレン、プ
ラセンタエキス、アルガニアスピノサ核油、バオバブ種子油、シア脂、スクワラン、マカデミア種子油、ブドウ種子油、アボカド油、オ
リーブ果実油、カニナバラ果実油、ツバキ種子油、アーチチョーク葉エキス、アロエベラ葉エキス、オレンジ果汁、カミツレ花エキス、
カンゾウ葉エキス、キウイエキス、グレープフルーツ果実エキス、コメヌカスフィンゴ糖脂質、コンフリー葉エキス、ザクロ果皮エキス、
サッカロミセス/ハトムギ種子発酵液、サンザシエキス、シロキクラゲ多糖体、ソメイヨシノ葉エキス、フィトステロールズ、ナツメ果実
エキス、ハマメリス葉エキス、ヒポファエラムノイデス果実エキス、ヒメフウロエキス、ビルベリー葉エキス、ブドウ葉エキス、ボタン
エキス、マンダリンオレンジ果皮エキス、モモ葉エキス、ユキノシタエキス、ユズ果実エキス、ヨーグルト液(牛乳)、ライム果汁、ラベ
ンダー花エキス、リンゴ果実エキス、レモングラス葉/茎エキス、レモン果汁、ワイルドタイムエキス、EDTA-2Na、キシリトール、エチ
ルヘキシルグリセリン、カプリリルグリコール、PVP、ジメチコノール、グリコシルトレハロース、ステアロイルグルタミン酸2Na、ス
テアロイルグルタミン酸Na、トリデセス-10、プロパンジオール、ポリソルベート80、酸化スズ、酸化鉄、水酸化Al、水添ポリデセン、
水添レシチン、マイカ、青1

販売
(9/1より)一部バラエティショップ先行発売
(9/16より)OFFICIAL WEB  SHOP、各種オンラインストア、全国バラエティショップなど

商品概要
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