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ゆるふわパーマ女子 に朗報！
パウダー配合の進化系ミルクで、思い通りのふんわりウェーブが持続

ルシードエル パウダーインミルク
2014年2月24日
（月）新発売

左から：ルシードエル
パウダーインミルク ＃ラフウェーブ
パウダーインミルク ＃スウィートウェーブ

マンダム
（本社：大阪市

各120ml ￥750（税抜）

社長執行役員：西村元延）
は、ゆるふわパーマ に代表されるナチュラル

志向のヘアトレンドに対応したミルクタイプのスタイリング剤「ルシードエル パウダーインミルク
＃ラフウェーブ」と
「ルシードエル パウダーインミルク ＃スウィートウェーブ」を、2014年２月
24日（月）
より新発売します。

「ルシードエル パウダーインミルク」は、マンダム独自の整髪機構「スタイル持続パウダー」
配合で、固めずべタつかず、思い通りのゆるふわウェーブを作って持続するスタイリング剤です。
ふんわり空気感ウェーブが続く
「パウダーインミルク ＃ラフウェーブ」、ゆるやかなウェーブが
艶やかに仕上がる「パウダーインミルク ＃スウィートウェーブ」の２タイプを提案します。
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1. 発売背景

ナチュラルでやわらか触感の ゆるふわパーマ の人気を受けて
女性スタイリング剤市場は、
クリーム・ミルクの売上が伸長中。
近年、横ばい傾向にある女性用スタイリング剤市
場ですが、ヘアトレンドのナチュラル志向化を背景に、
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パーマ女子の悩みは、ヘアスタイルがキマらない・パサつく
・続かない！
1８〜３９歳まで の パ ー マ ヘアの 女 性を対 象に
スタイリング剤の使用有無を聞いたところ、
６９％の

■パーマヘアの不満・悩み
（複数回答）
マンダム調査

期間：2013年3月 18〜39歳パーマヘア女性

パーマ女子が、スタイリング剤を使用していることが
分かりました。
さらに「パーマヘアの不満・悩み」を聞いたところ、
「ウェーブがうまく再現できない」
（50％）に次いで、
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2. 商品特長

ナチュラルでやわらか触感の ゆるふわウェーブ が持続する
ミルクタイプのスタイリング剤。
マンダムは、ナチュラルでやわらかな触感のヘアスタイルをキープしたい女性達のウォンツに応え、パーマ
スタイルのトレンドに対応した新たなスタイリング剤を提案します。
「ルシードエル パウダーインミルク」は、とろりと溶けて、
しっかりフィットする進化版ミルク。ダメージを
受けた髪をケアしながら、ナチュラルなウェーブとやわらかい触感を長時間キープします。

ふんわり空気感ウェーブが続く
「パウダーインミルク #ラフウェーブ」、ゆるやかなウェーブが艶やかに仕上がる
「パウダーインミルク #スウィートウェーブ」の２タイプを展開。ミルクボトルのようなフォルムが可愛らしい
パッケージです。

マンダム独自のスタイリング機構「スタイル持続パウダー」配合。
固めず、
ふんわりやわらかなウェーブラインが続く。
「ルシードエル パウダーインミルク」は、
「スタイル持続パウダー（シリカ）」を配合したマンダム独自の整髪機構
を採用。湿気を吸着してスタイル崩れを防止し、細かな毛束同士をパウダーの点でひっかけるので、固めずに
ふんわりナチュラルなウェーブスタイルを作ってキープします。
またうるおいを抱えながら毛髪同士を接着、固まらず毛束を作る「アクアペースト整髪成分」を配合。ダメージ
ケア成分「アルガンオイル」
（ 保湿成分）配合で、パーマ施術で傷んだ髪のキューティクルを整え、
うるおいを
逃がさずやわらかな手触りを実現します。

こんな方におすすめ

トレンドを押さえて、
自分らしいおしゃれを積極的に楽しみたい女性
●固めず、ベタつかず、やわらかい手触りでウェーブスタイルをキメたい。
●時間が経っても、パサつかず、
ウェーブラインをキープしたい。

3. 商品概要
商品名

ルシードエル パウダーインミルク #ラフウェーブ

商品特徴

スタイル持続パウダー配合の進化系ミルクで、
クセ毛風ラフくしゅウェーブ。
固めず弾む！ふんわり空気感ウェーブラインが続く。
1.固めずスタイル続く
「パウダーイン処方」のミルクタイプ。固形油分（ロウ類）
・セット
樹脂（ポリマー）
を一切使わず、
「スタイル持続パウダー
（シリカ）」
「アクアペースト
整髪成分」による独自の整髪機 構を採用。
「スタイル持続パウダー
（シリカ）」
・
・
・湿気を吸着し、スタイルの崩れを防ぐ。また
毛束同士を点で引っかけ、ふんわりナチュラルな仕上がりに。
「アクアペースト整髪成分 」
・
・
・うるおいを抱えながら毛髪同士を接着、固まらず
毛束を作り、やわらかなウェーブラインを形成。
２.ダメージケア成分「アルガンオイル」配合。パーマで傷んだキューティクルを整え、
うるおいを逃さずやわらかな手触り。
３.毛束感、空気感のある軽やかなスタイルに仕上げます。
4.やさしく爽やかに香る、
スタイリッシュグリーンの香り。
（微香性）

使用方法

半乾きの髪に使用します。指の間までしっかりのばし、
ウェーブを下から持ち上げるように握りながら
つけます。
適量目安…ミディアムで３〜４プッシュ

容量／希望小売価格 120ml／￥750
（税抜）
発売場所／全国のドラッグストア、
ホームセンター、
スーパー、
その他

商品名

ルシードエル パウダーインミルク #スウィートウェーブ

商品特徴

スタイル持続パウダー配合の進化系ミルクで、
なめらかふわツヤウェーブ。
固めず弾む！ツヤ輝く、ゆるやかウェーブが続く。
1.固めずスタイル続く
「パウダーイン処方」のミルクタイプ。固形油分（ロウ類）
・セット
樹脂（ポリマー）
を一切使わず、
「スタイル持続パウダー
（シリカ）」
「アクアペースト
整髪成分」による独自の整髪機構を採用。
「スタイル持続パウダー（シリカ）」
・
・
・湿気を吸着し、スタイルの崩れを防ぐ。また
毛束同士を点で引っかけ、ふんわりナチュラルな仕上がりに。
「アクアペースト整髪成分 」
・
・
・うるおいを抱えながら毛髪同士を接着、固まらず
毛束を作り、やわらかなウェーブラインを形成。
２.ダメージケア成分「アルガンオイル」配合。パーマで傷んだキューティクルを整え、
うるおいを逃さずやわらかな手触り。
３.「アルガンオイル」
を含めた4種類のオイルが、髪表面を包み込んでなめらかな手触り
で艶やかに仕上げます。
4.やさしく爽やかに香る、
スタイリッシュグリーンの香り。
（微香性）

使用方法

半乾きの髪に使用します。ウェーブ部分に手ぐしでなじませ、指先にカールを巻きつけ整えます。
適量目安…セミロングで４〜５プッシュ

容量／希望小売価格 120ml／￥750
（税抜）
発売場所／全国のドラッグストア、
ホームセンター、
スーパー、
その他

