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～ヘアエステしたようなプレミアムな指通りの髪へ～

『サロンスタイル ビオリス』から高付加価値シリーズ誕生
コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、天然・植物由来
成分に着目した“サロン発想”のボタニカルヘアケアブランド 『サロンスタイル ビオリス』 （以下「ビオリス」）
から、新たにヘアエステ発想の高付加価値シリーズ「サロンスタイル ビオリス エステティーク」（8 品目 12 品
種、ノープリントプライス）を 2020 年 2 月 28 日より全国のドラッグストアや量販店などで発売します。

2018 年に誕生した『ビオリス』は、ボタニカル成分を配合した優しい使い心地と、サロン帰りのような軽やか
な仕上がりが好評で、累計出荷 3,000 万個※1 を突破しました。今回追加発売する「サロンスタイル ビオリス
エステティーク」は、髪と地肌へのやさしさにこだわったヘアエステ発想の高付加価値インバスラインです。
20 種のボタニカル由来成分※2 に加え、ボタニカルリペア洗浄成分※3 やボタニカル由来浸透性補修カプ
セル※４を配合したオリジナル処方により、髪の質感をととのえ、ヘアエステをした後のような指どおりとうるお
い・ツヤ・まとまり感が続きます。また、髪トラブルのもととなる熱･乾燥・摩擦などのダメージ、カラーリングの色
抜けやスタイル崩れのもととなる湿気などから守ります。
しっとりとしなやかな髪にまとまる「モイスト」と、サラサラとなめらか髪にまとまる「スムース」の、仕上がりに応
じて選べる 2 タイプで、それぞれシャンプー・コンディショナー・ヘアパックを取り揃えています。アイテムごと
に異なる香り※5 を採用。複数の香りが組み合わさることで、まるで美容室でヘアエステをしているかのような
気分でバスタイムが楽しめます。弱酸性・サルフェートフリー・無鉱物油・無着色です。
※1 累計出荷 3,000 万個 2020 年 1 月時点 （インバス・アウトバスにおいて）
※2 フレッシュ製法で抽出したラベンダーフラワーオイル＆オレンジフラワーウォーター･グリセリン【保湿】/18 種のオーガニック植物抽出成分
※3 アンズ由来の洗浄成分にオリーブ由来の補修成分を内包/シャンプーに配合
※4 セラミド・フィトステロールを内包/コンディショナー、ヘアパックに配合
※5 シャンプー（華やかなジャスミン＆フリージアの香り）/コンディショナー（さわやかなピオニー＆フレッシュベリーの香り）
ヘアパック（優雅なローズ＆ミュゲの香り）

近年ヘアケアトレンドやニーズが多様化し、バスタイムをリラックスできる癒しの時間として贅沢に過ごした
いというお客さまのニーズも高まっています。高付加価値のシリーズを発売することで、より豊富なラインナッ
プでボタニカルヘアケア提案の幅を広げ、お客さまとの接点拡大を図ります。

コーセーコスメポートは、「もっと、親切なきれいを。」を理念に日々の幸せと喜びをうみだす商品をお届け
します。

2020 年 2 月 28 日発売
『サロンスタイル ビオリス エステティーク』
新商品 (8 品種 12 品目)
※ノープリントプライス
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しっとりしなやかにまとまる髪へ
髪の質感をととのえて、上質なうるおい・ツヤ・まとまりがつづく髪にみち
びきます。髪のすみずみまで補修成分※5 が浸透、髪と地肌を健やかに
ととのえ保ちます。きしみのないなめらかな洗い上がりで、傷みやすい髪
や乾燥しがちな地肌をいたわります。18 種の精油をブレンドした華やか
なジャスミン＆フリージアの香り。

ポンプ

500mL

つめかえ

400mL

弱酸性、ノンシリコーン、サルフェート（ラウレス硫酸 Na など）フリー、無着色、無鉱
物油、ノンアルコール(エチルアルコール)

ポンプ

500mL

キューティクルや CMC、髪内部のケラチンたんぱく質まで補修し、ハリ
感のある髪にみちびきます。熱ダメージから髪を守り、ツヤを与えるグロ
スコーティング処方でうるおいとまとまりのある髪にみちびきます。10 種
の精油をブレンドしたさわやかなピオニー＆フレッシュベリーの香り。

つめかえ

400mL

弱酸性、サルフェート（ラウレス硫酸 Na など）フリー、無着色、無鉱物油

SS ビオリス
ボタニカル エステティーク
リファイニング シャンプー
（モイスト）

SS ビオリス
ボタニカル エステティーク
グロスコーティング コンディショナー
（モイスト）

SS ビオリス
ボタニカル エステティーク
インフュージング ヘアパック
（モイスト）

⑦

チューブ

200g

キューティクルや CMC を補修し、さまざまな髪トラブル要因から髪を守り
ます。ローズヒップオイル GL（保湿）のトリートメント効果で、なめらかな髪
の質感が長時間つづきます。16 種の精油をブレンドした優雅なローズ
＆ミュゲの香り。
弱酸性、サルフェート（ラウレス硫酸 Na など）フリー、無着色、無鉱物油

⑥

ＳＳ ビオリス
ボタニカル エステティーク
シャンプー ＆ コンディショナー
トライアルセット
（モイスト）

2 連ラミネート
シャンプー 10mL +
コンディショナー10mL

旅行やトライアルユースに便利な、シャンプーとコンディショナーの 1 回
分のトライアルセット。
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サラサラなめらかにまとまる髪へ
髪の質感をととのえて、上質なうるおい・ツヤ・まとまりがつづく髪にみち
びきます。髪のすみずみまで補修成分※5 が浸透、髪と地肌を健やかに
ととのえ保ちます。きしみのないなめらかな洗い上がりで、傷みやすい髪
や乾燥しがちな地肌をいたわります。18 種の精油をブレンドした華やか
なジャスミン＆フリージアの香り。

ポンプ

500mL

つめかえ

400mL

弱酸性、ノンシリコーン、サルフェート（ラウレス硫酸 Na など）フリー、無着色、無鉱
物油、ノンアルコール(エチルアルコール)

ポンプ

500mL

キューティクルや CMC、髪内部のケラチンたんぱく質まで補修し、ハリ
感のある髪にみちびきます。熱ダメージから髪を守り、ツヤを与えるグロ
スコーティング処方でうるおいとまとまりのある髪にみちびきます。10 種
の精油をブレンドしたさわやかなピオニー＆フレッシュベリーの香り。

つめかえ

400mL

弱酸性、サルフェート（ラウレス硫酸 Na など）フリー、無着色、無鉱物油

ＳＳ ビオリス
ボタニカル エステティーク
リファイニング シャンプー
（スムース）

ＳＳ ビオリス
ボタニカル エステティーク
グロスコーティング コンディショナー
（スムース）

ＳＳ ビオリス
ボタニカル エステティーク
インフュージング ヘアパック
（スムース）

特長

チューブ

200g

キューティクルや CMC を補修し、さまざまな髪トラブル要因から髪を守り
ます。ローズヒップオイル GL（保湿）のトリートメント効果で、なめらかな髪
の質感が長時間つづきます。16 種の精油をブレンドした優雅なローズ
＆ミュゲの香り。
弱酸性、サルフェート（ラウレス硫酸 Na など）フリー、無着色、無鉱物油

⑫

ＳＳ ビオリス
ボタニカル エステティーク
シャンプー ＆ コンディショナー
トライアルセット
（スムース）

2 連ラミネート
シャンプー 10mL +
コンディショナー10mL

旅行やトライアルユースに便利な、シャンプーとコンディショナーの 1 回
分のトライアルセット。

※5 オリーブ脂肪酸エチル

このニュースに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
株式会社コーセー コーポレートコミュニケーション室 ＴＥＬ ０３－３２７３－１５１４（直通）
※お客さまからのお問い合わせは、お客様相談室 TEL 0800-222-2202 でお受けしています。
2014 年 2 月 10 日発売
「サボンドブーケ」 新商品 2 品目・5 品種

