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2021 年 8 月 31 日   

 

「美しい人生を、かなえよう。」をパーパスに理美容や医療の業務用設備機器および化粧品などを製造・販売す

るタカラベルモント株式会社(本社：大阪市中央区、代表取締役会長 兼 社長：吉川 秀隆)は、理美容室専売の

化粧品ブランド「LebeL（ルベル）」より、「美を生む」というシャンプーの革新で次世代のヘアケアを目指す「LebeL 

ONE(ルベル ワン)」を 10 月 7 日に発売いたします。 

 

左から：ルベル ワン シャンプー モイスチュア、ルベル ワン ヘアトリートメント キューティクル、ルベル ワン エッセンス、ルベル ワン エマルションオイル 

 

地球温暖化による紫外線量の増加やエアコンの普及による生活湿度低下など、現代の生活者は「超乾燥社会」

ともいえる環境にさらされています。また、昨年から続くコロナ禍によるストレスの増大も加わり、乾燥が原因で頭皮の

かゆみを感じるという方も増加傾向にあります。そこでルベルは、美しい髪は潤いあふれる頭皮がカギになると考え、毎

日頭皮や髪にふれる「シャンプー」に着目しました。 

この度発売する「LebeL ONE（ルベルワン）」シリーズを代表するアイテム・シャンプーは、頭皮の潤い密度を上げる

ために、フラボノイド系の成分「αG ルチン※1」を配合。ふっくらと潤った角層へ日々育ててゆくアプローチで、頭皮のみ

ずみずしい輝きを生みます。また、独自の洗浄組成で洗浄成分 30％※2 カットを実現したことで、十分な泡立ちと洗

浄力ながら、髪の土台となる頭皮のうるおいを守ります。 

毎日繰り返すシャンプーだからこそ、“28 日”という頭皮のターンオーバーに合わせた「ホームケア」と、月 1 回の

プロフェッショナルだからこその技術とプロダクトによる“4 分”のサロンケアを連動させることで、潤う頭皮と真の美しい

髪に導きます。なお、「LebeL ONE(ルベル ワン)」は、日本での発売を先駆けに、順次グローバルでも展開していき

ます。 

※1 グルコシルルチン（潤い） ※2 イオセラム クレンジング比 

「美を生む」というシャンプーの革新で、次世代のヘアケアを 

「LebeL ONE(ルベル ワン)」10 月 7 日発売 
https://www.lebel.co.jp/products/series/lebelone/ 
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「LebeL ONE(ルベル ワン)」は、“28 日”という頭皮のターンオーバーに合わせ

たホームケアと、月 1 回のプロフェッショナルだからこその技術とプロダクトによる

“4 分”のサロンケアを連動させることで、潤う頭皮と真の美しい髪に導きます。 

 

■ 製品概要  

ホームケア インバス 

シャンプー：αG ルチンの力で頭皮と髪の「潤い密度」をあげて、どこまでもみずみずしく。 

 

商品名（左より）：ルベル ワン シャンプー モイスチュア  

頭皮をみずみずしく、つややかに潤う髪へ。 

乾燥、パサつきが気になる方に。<ミュゲ&ジャスミンの香り> 

容量・価格：240mL ￥3,080/500mL（パウチ） ￥4,400/1000mL（パウチ） ￥6,600 

 

ルベル ワン シャンプー ボリューム 

頭皮をみずみずしく、ふんわり弾む髪へ。 

コシ、量感不足が気になる方に。<ローズマリー＆プチグレンの香り> 

容量・価格：240mL ￥3,080/500mL（パウチ） ￥4,400/1000mL（パウチ） ￥6,600 

 

ルベル ワン シャンプー スリーク 

頭皮をみずみずしく、なめらかにまとまる髪へ。 

うねり、浮き毛でまとまりにくい方に。<ルバーブ&ジャスミンの香り> 

容量・価格：240mL ￥3,080/500mL（パウチ） ￥4,400/1000mL（パウチ） ￥6,600 

 

ルベル ワン シャンプー ソフテン 

頭皮をみずみずしく、やわらかに動く髪へ。 

ダメージ、ゴワつきが気になる方に。<ベルガモット&ジャスミンの香り> 

容量・価格：240mL ￥3,080/500mL（パウチ） ￥4,400/1000mL（パウチ） ￥6,600 

 

・頭皮の潤い密度があがる「αＧルチン」 
フラボノイド系の成分「αＧルチン」により肌にうるおいを与える、 

タカラベルモントの先進基幹技術搭載。 

美しい髪は潤いあふれる頭皮から、という新発想のヘアケアへ。 

 

・クリーンで華やかな香り 

香りのコンセプトは「野に咲く花や緑をさっと束ねたシャンペトルブーケ※1」。 

LebeL ONE が目指す、自由で生命力に満ちた唯一無二の美しさを表現していま

す。ハートノート※2 に使用しているのは、花の王とも呼ばれるジャスミンに代表され

る、甘美で幸福感のあるみずみずしい香りです。 

 

※1：フランス語の champetre（田園風）からきた、野花や緑を束ねた自然で華やかな花束。  

※2：香りの幹となるエレメント 

 

 

 

αG ルチン［アルファジールチン］ 

〈イメージ〉 
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ヘアトリートメント：キューティクルケアを究めた「表層特化型」処方。 

 

商品名（左）：ルベル ワン ヘアトリートメント キューティクル 

髪の表層を整え、潤いを閉じこめる。 

ノーマル〜ミドルダメージの方に。<リーフィグリーン&ジャスミンの香り> 

容量・価格：240mL ￥3,080/500mL（パウチ） ￥4,400/1000mL（パウチ） ￥6,600 

 

商品名（右）：ルベル ワン ヘアトリートメント キューティクルプラス 

髪の表層を補修し、潤いを閉じこめる。 

ハイダメージの方に。<リーフィグリーン&ジャスミンの香り> 

容量・価格：240mL ￥3,080/500mL（パウチ） ￥4,400/1000mL（パウチ） ￥6,600 

 

ホームケア アウトバス 

 

ルベル ワン エッセンス <頭皮用美容液> 

頭皮のバリア機能に。潤い集中美容液。紫外線など外的刺激による頭皮の乾燥に。 

季節の変わりめなどかゆみが出やすいときに。<ハーブ＆ミンティの香り> 

容量・価格：90mL ￥4,400  

 

ルベル ワン エマルションオイル <ヘアトリートメント> 

髪の潤いバランスを整える乳液オイル。からまり、ダメージが気になるすべての髪質に。 

オイルのベタつきが苦手な方に。<リーフィグリーン&ジャスミンの香り> 

容量・価格：90mL ￥3,080 

価格は全て、メーカー希望小売価格（税込）です。 

 

 

サロンケア    ※ヘアサロン技術者専用 

 

ルベル ワン リファイニングジェル <頭皮用トリートメント> 

クリアな頭皮へ導く、潤いベースジェル。 

乾燥した頭皮に潤いを与え、保護する。のびのよいベーストリートメント。<ローズ&ローズの香り> 

 

ルベル ワン リファイニングパウダー <頭皮用洗浄料> 

クリアな頭皮へ導く、酵素※ケア。  

３種のブレンド酵素で、頭皮の汚れなどの負担物質を除去し、クリアな頭皮環境へ整える。 

※アミラーゼ、リパーゼ、スブチリシン（すべて洗浄） 

 

■「LebeL ONE」メニュー取り扱いヘアサロンのお問い合わせ先 

化粧品総合フリーダイヤル 0120-00-2831 ※受付時間：10:00～12：00/13：00～17：00（土・日・祝休） 
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■ SDGs（持続可能な開発目標）視点のモノづくり 

水資源の保護 

貴重な水資源を保護するために、すぐれた易生分解性の洗浄成

分を採用。また、洗浄成分 30％カット※1 により、すすぎ時間が短く

なり、およそ 8.8％の節水効果が期待できます。年間節水見込

4,726 トン（500mL ペットボトル 950 万本相当）※2 

※1 イオセラム クレンジング比 ※2 導入全店での業務使用における試算 

 

また、植物由来のバイオ原料やリフィル容器の採用により、石油由来プラスチックの使用量や廃棄物の低減、化粧

箱には世界の森林を守る紙 FSC®認証紙を採用するなど、環境配慮型の容器包装を積極的に採用しています。 

【 LebeL ONE 名前の由来 】 

だれもが”The ONE”だから。 

一人ひとりの「美を生む力」を輝かせる。 

あなたに、オンリーワンの美しさを。 

 

【 LebeL ONE 公式サイト 】 

LebeL ONE 公式 website                   https://www.lebel.co.jp/products/series/lebelone/ 

LebeL ONE 公式 instagram                  @lebel_one https://www.instagram.com/lebel_one/ 

 

【 LebeL（ルベル）とは 】 

「LebeL」は理美容業界の技術者専用品からヘアサロン専売品まで、理・美容室のプロに 40 年以上にわたり愛用さ 

れているブランドです。環境マネジメントの国際規格「ISO14001」を 2000 年にマルチサイトで認証取得し、環境保 

全活動にも積極的に取り組んでいます。 

これからもあらゆる活動を通じて、美しさを求めるすべての人とヘアデザイナーの夢を応援し続けます。 

 

LebeL 公式 website     https://www.lebel.co.jp/ 

LebeL 公式 instagram   @lebel.official https://www.instagram.com/lebel_one/ 

LebeL 公式 facebook   https://www.facebook.com/lebel.official.jp/ 

 

■ 誌面掲載時の記載事項  

・ブランド名・社名表示：ルベル／タカラベルモント株式会社 

・化粧品総合フリーダイヤル：0120-00-2831 

※弊社商品は全て【ヘアサロン専売品】です。商品キャプションへもその旨明記ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lebel.co.jp/
https://www.facebook.com/lebel.official.jp/
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＜ 会社概要 ＞  

商号 ：タカラベルモント株式会社  

代表者 ：代表取締役会長 兼 社長 吉川 秀隆  

所在地 ：大阪本社(本店) 大阪市中央区東心斎橋 2-1-1  

東京本社：東京都港区赤坂 7-1-19  

創業 ：1921 年 10 月 5 日  

資本金 ：3 億円  

従業員数 ：1,570 名（2021.3.31 現在） 

事業内容 ：美容・化粧品事業・デンタル・メディカル事業  

URL ：https://www.takarabelmont.co.jp/  

 

タカラベルモントは、2021年10月5日に創業100周年を迎えます。 

次の100年に向けて、パーパス「美しい人生を、かなえよう。」を新たに制定。様変わりした新しい世界の中で、いか

なる社会寄与ができるかを追求する歩みをスタートさせました。 

 

■ タカラベルモント100周年記念サイト  https://www.takarabelmont.co.jp/100th 

 

 

＜ 本リリースのお問い合わせ先 ＞ 

タカラベルモント株式会社ルベル事業部 

化粧品マーケティング部 ルベル広報企画課 担当：石川・杉山・吉成 

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂 7-1-19 TEL：03-3403-0314／FAX：03-3370-0217 

メール：salon-press@takara-net.com 

  


