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ヘアケアブランド『

(ハウラ) 』を新発表！

美髪を目指す地肌美容液「Haura ディープオーラ スカルプエッセンス」
2016 年 4 月吉
日

2016 年 12 月 15 日(木)新発売
新発売を記念してモニター半額キャンペーンを実施
当社子会社である健康コーポレーション株式会社（本社:東京都
新宿区、代表取締役社長:瀬戸 健）は、2016 年 12 月 15 日
(木)新トータルヘアケアブランド『Haura (ハウラ) 』を立ち上げ、自
社通販サイト「けんこうタウン」(URL:
http://www.kenkoucorp.com/goods/haura_da/)および
提携クリニックにて新発売いたします。
『Haura』はストレス社会を生きる女性に急増する年齢による髪の
悩みにアプローチするために誕生しました。ラグジュアリーな心地よさに
加え、専門性の高い本格的なヘアエイジングケア*1 を叶えるブランド
です。ブランドの誕生と同時に、夜用 地肌美容液「Haura ディープ
オーラスカルプエッセンス」(約 2 ヶ月分 110mL / 10,500 円(税
別))を発売いたします。

2016 年 12 月 15 日(木)発表 新・ヘアケアブランド『Haura』（ハウラ）とは
『Haura』とは、Hair×Aura（髪にオーラをもたらす）の造語で Haura(ハウラ)と名付けられたブランドです。
年齢を重ねた髪の悩みに、地肌からアプローチし、イキイキと輝く女性に自信を与えることをコンセプトとております。毛髪専門の
新宿メディカルクリニックと株式会社サティス製薬、それぞれのスペシャリストと共同開発。「Haura ディープオーラ スカルプエッセ
ンス」を皮切りに、トータルヘアケアブランドとして、地肌と毛髪のエイジングケア*1 を叶えていきます。
*1 年齢に応じたケア

うねり、パサつき、ハリ・コシダウンが気になる髪のためのスカルプエッセンス
自社調べによると、40 歳以上の女性の 88%*2 が、「髪のうねりやパサつきが気になる」と回答し、2 人に１人*2 が「ハリ・コシ、
ボリュームダウン」を実感している結果が明らかになりました。これらは、新しい毛髪が作られないことによる本数の減少や毛髪周
期の乱れ、地肌のハリ不足による毛穴の楕円状化が原因で毛髪がまっすぐ伸びず、毛の流れが乱れてツヤが失われることによ
るもの。そこで「Haura ディープオーラ スカルプエッセンス」はエイジレスな美髪を生み出す源に着目し、新スカルプ成分「リデンシ
ル」*3 を 3%配合。さらに 3 種の美髪因子*4 と馬プラセンタ*5 をブレンドした「グロースコンプレックス」が、就寝中の美髪サイクル
のめぐる地肌と髪の源に栄養を与えます。加えて 6 種の植物成分*6 が地肌のダメージをケア。洗髪後、地肌全体に 10 プッシュ
程度をなじませてマッサージをすることで血行が促進され美しい髪が目覚めます。
*2 女性の髪と地肌に関するアンケート 自社調べ 40 歳以上の女性 n=153 / *3 セイヨウアカマツ球果エキス、グリシン、ピロ亜硫酸 Na、塩化亜鉛 すべて保湿成分 / *4 オクタペプチド-2、デカペプチド
-4、ヒトオリゴペプチド-5 すべて保湿成分 / *5 保湿成分 / *6 ザクロ果実エキス、ダイズ種子エキス、カミツレ花エキス、オタネニンジンエキス、シャクヤクエキス、ドクダミエキス、すべて保湿成分

≪ 本件に関するお問い合わせ ≫
健康コーポレーション株式会社 通販事業部 美容・スキンケアユニット：平山、藤牧
TEL：03-6744-0318 FAX：03-6744-0319 Mail：dorowa_info@rizapgroup.com

RIZAP グループ株式会社
ヘアサイクルと、美髪ができるメカニズム
毛髪が生えて抜け落ちるまで、数ヵ月から数年の月日を要
します。
毛髪が生まれて成長する「成長期」、成長が止まって毛球
部が退化する「退行期」を迎え、完全に毛球部が退化し脱
毛して新しい毛髪準備が始まる「休止期」を迎えます。この
「成長期」～「退行期」～「休止期」のサイクルが乱れ、「休
止期」の期間が長くなることで、毛髪の減少、髪のボリューム
ダウンへとつながっていきます。
いつまでも自信のある輝く髪へ導くために、2 つのエイジングダメージに着目
美髪をキープするために、つい毛髪ばかりをケアしてしまいがちですが、それでは一時的な修復しかできません。髪の悩みは、
「①美髪を育む源のエイジングダメージ」と、「②地肌のエイジングダメージ」へアプローチすることが重要なのです。
① 美髪を育む源のエイジングダメージをケア
◆美髪のための司令塔となる”鍵”にアプローチ
「Haura ディープオーラスカルプエッセンス」には、美髪のための司令塔となる”鍵”にアプローチする新スカルプ成
分「リデンシル」*7 を 3%配合。リデンシルとは、健康的な美髪を育む源の”鍵”となる部分にアプローチするスカル
プケア成分です。世界的な原料展示会「in-cosmetics」にて 2013 年-2014 年の 2 年連続受賞した成分
で、近年注目されています。
*7 セイヨウアカマツ球果エキス、グリシン、ピロ亜硫酸 Na、塩化亜鉛 すべて保湿成分

◆夜のメンテナンス時間を活用して美髪因子を配合
地肌のメンテナンスが行われる時間帯と言われているのが、就寝後 3～4 時間の間。
このタイミングに「3 種の美髪因子」*8 と「馬プラセンタ」*9 をブレンドした「グロースコンプレックス」で地肌と美髪の源に栄養を与えます。そのた
め、睡眠時間を利用した夜のエイジングケア*10 を提唱しています。
*8 オクタペプチド-2、デカペプチド-4、ヒトオリゴペプチド-5 すべて保湿成分 / *9 保湿成分 / *10 年齢に応じたケア

② 地肌のエイジングダメージを複合的にトータルケア
◆土台となる地肌環境をケア
女性ホルモン・酸化ダメージ・糖化ダメージによる「地肌環境」のエイジングダメージに着目したパフォーマンスの高い成分を配合しました。
6 種類の植物成分として「ザクロ果実エキス」*9、「ダイズ種子エキス」*9、「オタネニンジンエキス」*9、「カミツレ花エキス」*9、「シャクヤクエ
キス」*9、「ドクダミエキス」*9 を配合。これらが複合的に働く「トータル地肌ケア処方」で、”見た目年齢”を変える美髪づくりの土台を整え
ます。

ザクロ果実エキス

ダイズ種子エキス

オタネニンジンエキス

カミツレ花エキス

シャクヤクエキス

*9 保湿成分 ※画像はイメージ

≪ 本件に関するお問い合わせ ≫
健康コーポレーション株式会社 通販事業部 美容・スキンケアユニット：平山、藤牧
TEL：03-6744-0318 FAX：03-6744-0319 Mail：dorowa_info@rizapgroup.com

ドクダミエキス

RIZAP グループ株式会社
使用方法

1 夜の洗髪後、水気をよく拭き取った髪の分け目を

2 両手の指の腹を使って、生え際から頭頂部に向か

3 両手の 5 本指を使って、頭皮をつかんで離す動作

作り、ノズルを地肌に近づけて指の腹でなじませなが

ってらせんを描くようにマッサージ。優しく圧を加えなが

を行います。頭皮をつまみ、指先を弾くイメージで行い

らプッシュ。全体で約 10 プッシュが目安です。

らマッサージをするのがポイントです。

ます(タッピング)。

毎晩のケアが楽しくなるようなシトラスフローラルの香り
夜、ゆったりとした眠りの時間を楽しんでいただくために”香り”にもこだわりました。
毎晩のケアが楽しくなるようなフレッシュでラグジュアリーなシトラスフローラルの香り。
※画像はイメージ

販売チャネル
・自社通販サイト けんこうタウン URL (12/15(木)公開)：http://www.kenkoucorp.com/goods/haura_da/
・新宿メディカルクリニック新宿院：〒151-0053 東京都渋谷区代々木 2-10-4 新宿辻ビル 3F

商品概要
新発売を記念して、モニター特別半額キャンペーンを実施いたします。
モニターの場合、ご購入から約 2 ヵ月後に、髪や商品に関するアンケートにお答えいただきます。

品名
Haura

容量

価格

110ｍL ×1 本(約 2 ヶ月分)

10,500 円(税別)

2 ヵ月モニター

110ｍL ×1 本

5,250 円(税別)

6 ヵ月モニター

110ｍL ×3 本

15,750 円(税別)

ディープオーラ スカルプエッセンス

発売キャンペーン

会社概要
健康コーポレーション株式会社 http://www.kenkoucorp.com/
2016 年 7 月 1 日に RIZAP グループ株式会社（旧健康コーポレーション株式会社）の美容・健康食品の
通信販売事業を新設分割により設立。これまで「豆乳クッキーダイエット」、家庭用超音波美顔器 「エステナードソニック」、「どろ豆乳石鹸
どろあわわ」などのヒット商品を打ち出し、美容健康関連商品で事業を拡大。
≪ 本件に関するお問い合わせ ≫
画像素材や、撮影用商品の送付、プレゼントパブリシティ等もお気軽にお問い合わせください。
健康コーポレーション株式会社
通販事業部 美容・スキンケアユニット 担当：平山寛子、藤牧笑子
TEL：03-6744-0318 FAX：03-6744-0319 Mail：dorowa_info@rizapgroup.com

≪ 掲載時のクレジット表記について

≫

会社名：健康コーポレーション株式会社
TEL：0120-566-836 8:00～21:00 受付(年末年始除く)
本社：〒169-0074 東京都新宿区北新宿 2-21-1 新宿フロントタワー31F
資本金：1,000 万円

代表取締役社長 瀬戸 健

URL：http://www.kenkoucorp.com/

