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【Press Release】

シリーズ累計販売本数120万本※を突破しているトータルケアブランド「Le ment(ルメント)」は新発想ヘ
アケア“髪の導入美容液”「ルメント ブースターミスト」の新フレグランス『ルメント ブースターミスト バニラ
ムスク』を10月14日(水)より発売いたします。
本製品は、インバス＆アウトバスのどちらでもお使いいただける、ノンシリコン2wayヘアミストです。

入浴時、トリートメントの前に“髪の導入美容液”としてご使用いただくことでトリートメントの効果をよ
り高め、朝のブローの際には寝ぐせ直しとしてもご活用いただけます。
新フレグランスの「バニラムスクの香り」は、アンバーやバニラ、ムスク、ホワイトフローラルを合わ

せた、甘く濃厚で華やかな香りです。
※2019年11月30日時点

インバス＆アウトバス ノンシリコン2wayヘアミスト

新発想ヘアケア“髪の導入美容液”に新フレグランスが登場！

『ルメント ブースターミスト バニラムスク』10月14日(水)発売

トリートメントブースターミストシャンプー ブースターミストタオルドライ

■How to use

Out BathIn Bath

シャンプーと、トリートメント
の間に導入美容液として使用す
ることで、トリートメントの効
果を最大限引き出します。

寝ぐせ直しやブロー前に使用す
る際は、全体に吹きかけてよく
馴染ませてから、ドライヤーで
乾かしてください。

ホワイトブーケの香りバニラムスクの香り

TOP

MIDDLE

LAST

オレンジ ストロベリー

ガーデニア ジャスミン バニラ

ムスクアンバー ウッディ

TOP

MIDDLE

LAST

リーフグリーン ペアー

ホワイトローズ ジャスミン ピオニー

ムスクアンバー サンダルウッド

アンバーやバニラ、ムスク、ホワイトフローラルを合わせた、
甘く濃厚で華やかなバニラムスクの香り。

ルメントシリーズ共通の香り。至福の時を感じさせ
る、上品なホワイトブーケの香り。

気分や好みで選べるフレグランス
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吸着型
ヒアルロン酸※11

ヘアケア用に開発された
アミノ酸系保湿成分。傷
んだ髪を補修し栄養を与
え、ヘアカラーの褪色や
乾燥を防ぐ。

洗い流したあとも保湿効
果をキープするアミノ酸
系のロングラスティング
保湿成分。

吸着型ロングラスティング保湿成分

ヘアケアに特化した保湿成分

ヒートアクティブ成分※16

POINT❺
こだわりの高保湿成分を
贅沢に配合 POINT❻

POINT❽

アミノ酸系保湿成分が、
毛髪補修＆うるおいキープ

ドライヤーやヘアアイロンの熱を味方に

POINT❼ 21種の植物オイル・エキスを配合

熱から髪を保護し、自然なツヤを与えます。

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 スクワラン

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
ユズ果実エキス モモ葉エキス カンゾウ葉エキス

マンダリンオレンジ
果皮エキス

レモングラス
葉/茎エキス

シャクヤク根
エキス

ヒメフウロエキス

高浸透型
ヒアルロン酸※12 ヒアルロン酸Na

リピジュア®※13フラーレン

※1 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa ※2 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 ※3 加水分解ケラチン(羊毛･羽毛) ※4 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)
※5 ゼイン ※6 クオタニウム-33 ※7 イソステアロイル加水分解シルク ※8 イソステアロイル加水分解コラーゲン ※9 コレステロール、クオタニウム-33、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP ※10 マカデミ
アナッツ脂肪酸フィトステリル ※11 ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム ※12 加水分解ヒアルロン酸 ※13 ポリクオタニウム-51 ※14 ジヒドロキシプロピルアルギニンHCl ※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 加水分解コラーゲンPGプロピルメチルシランジオール

Amitose®※14

(アミトゥース) 

PRODEW®500※15

ナノ化することで毛髪にすばやく吸着、浸透し、
キューティクルのキメを整えます。

NanoRepairTM-CMC※9オイルシルク※7 オイルコラーゲン※8

ダメージヘアにたんぱく質と脂質を補うことでキューティクル
を補修し、柔軟性やツヤ、うるおいを与えます。

POINT❹POINT❸ ナノカプセル化した毛髪補修成分キューティクル補修＆保護成分

NanoRepairTM-V※10
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シャンプーのあと、トリートメントの前に髪の導入美
容液として使用することで、お使いのトリートメント
の効果をより高めます。

ケラチン※3 などの毛髪補修成分の浸
透にアプローチし、より効果を高め
ます。

毛髪内部にすばやく浸透。内部まで
ダメージを補修します。毛髪の強度、
太さ、水分量を保ち、ダメージでや
せた毛髪にハリ・コシを与えなめら
かな手触りに導きます。

Neosolue Aqulio※2

(ネオソリューアクリオ)

浸透型補修成分

ぺリセア※1

ブースター機能

毛髪補修成分「ヘマチン」と「Wケラチン※4」が結合
することでダメージヘアを強力補修します。

ヘマチン

Wケラチン※3

CMC
類似成分※4

18-MEA
誘導体※6

ヒドロキシ
エチルウレア

フィト
ケラスターZ※5

POINT❶ トリートメントの効果をより高める POINT❷ 髪の内部まで髪を強力補修
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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

商品名 ルメント ブースターミスト バニラムスク

価格 1,400円(税別)

内容量 200mL

成分

水、グリセリン、エタノール、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、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、スクワラン、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、加水分解コ
ラーゲンPGプロピルメチルシランジオール、イソステアロイル加水分解コラーゲン、イソステアロイル加水分解シルク、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)、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、ヘマチン、ヒドロキシエチルウレア、クオタニウム-18、クオタニウム-33、ポリクオタニウム-51、
マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、フラーレン、ローヤルゼリーエキス、オタネニンジン根エキス、マンダリンオレンジ果皮エキス、シャクヤク根エキス、
ヒメフウロエキス、モモ葉エキス、レモングラス葉/茎エキス、マグワ根皮エキス、カンゾウ葉エキス、サッカロミセスセレビシアエエキス、カミツレ花エキス、セ
イヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、トウキンセンカ花エキス、フユボダイジュ花エキス、ヤグルマギク花エキス、ローマカミツレ花エキス、ユズ果実エキス、ダ
イズステロール、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、ゼイン、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、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、イソステアリン酸、乳酸Na、ヘキシレングリコール、コ
レステロール、ポリソルベート20、ステアルトリモニウムクロリド、BG、PCA-Na、PCA、ベヘントリモニウムクロリド、PEG-60水添ヒマシ油、DPG、PG、イソ
プロパノール、メチルパラベン、フェノキシエタノール、香料

販売 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
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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。

≪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)

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)

WINTER ONLY

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)
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