
    

報道関係 各位                                

～～～～ハーバーハーバーハーバーハーバーオリジナルオリジナルオリジナルオリジナル

無添加と無添加と無添加と無添加と

2014

女性用育毛剤女性用育毛剤女性用育毛剤女性用育毛剤

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社ハーバー研究所（所在地：東京都千代田区）は、

『薬用 麗豊』を 2014 年 1 月 29 日（水

いたします。 

 

『薬用 麗豊』は、女性特有の薄毛の原因を研究し、

頭皮力をアップさせるため、厳選した成分を配合しました。

発毛をつかさどる「毛母細胞、毛乳頭細胞」に働きかけ、育毛を促進するパンテノール、センブリエキス、

用により、頭皮の育毛環境を整えるグリチルリチン酸ジカリウム

をガードするEPC（ビタミンEC）の相乗効果で発毛を促進

高濃度エキスが、高いアミノ酸濃度とサポニン効果で毛根に栄養をあたえ

ルにケアします。 

 

創業以来 30 年間無添加主義を貫くハーバーでは、防腐剤、石油系界面活性剤、鉱物油など肌に負担となる成分

は一切無添加。育毛剤もスキンケアと同等

た匂いがなく、天然精油のラベンダーとカモミールの香りで、リラックス効果も
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2014 年 1 月 29 日（水）新発売！ 

 

女性用育毛剤女性用育毛剤女性用育毛剤女性用育毛剤『『『『薬用薬用薬用薬用    麗豊麗豊麗豊麗豊（れいほう）（れいほう）（れいほう）（れいほう）

株式会社ハーバー研究所（所在地：東京都千代田区）は、女性の薄毛の原因を追究した女性用薬用育毛剤

水）より全国のショップハーバー、通信販売およびインターネットにて新発売

女性特有の薄毛の原因を研究し、“休止期”が長いと言われる女性のヘア

頭皮力をアップさせるため、厳選した成分を配合しました。 

発毛をつかさどる「毛母細胞、毛乳頭細胞」に働きかけ、育毛を促進するパンテノール、センブリエキス、

グリチルリチン酸ジカリウム、抗酸化作用で紫外線による頭皮ダメージ・薄毛

の相乗効果で発毛を促進。さらにハーバー独自抽出で開発された

高いアミノ酸濃度とサポニン効果で毛根に栄養をあたえ頭皮の環境を

年間無添加主義を貫くハーバーでは、防腐剤、石油系界面活性剤、鉱物油など肌に負担となる成分

は一切無添加。育毛剤もスキンケアと同等に捉え、頭皮に刺激を与えずに、効果を発揮。育毛剤特有のツンとし

た匂いがなく、天然精油のラベンダーとカモミールの香りで、リラックス効果も期待できます。

薬用 麗豊」 【医薬部外品】 容量：120mL ／ 価格：税込
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女性の薄毛の原因を追究した女性用薬用育毛剤 

）より全国のショップハーバー、通信販売およびインターネットにて新発売 

ヘアサイクルに着目。 

発毛をつかさどる「毛母細胞、毛乳頭細胞」に働きかけ、育毛を促進するパンテノール、センブリエキス、抗炎症作

紫外線による頭皮ダメージ・薄毛

抽出で開発された信州産高麗人参

の環境を整え、女性の薄毛をトータ

年間無添加主義を貫くハーバーでは、防腐剤、石油系界面活性剤、鉱物油など肌に負担となる成分

、頭皮に刺激を与えずに、効果を発揮。育毛剤特有のツンとし

ます。 

税込 5,250 円 
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●女性特有の薄毛の原因を研究！ 

女性の薄毛の原因は、男性とは異な

傾向があり、少し成長しては抜けてしまうため、うぶ毛の期間が長くなり、毛が「育たない」

女性の場合は、抜けてから生えるまでのお休み期間“休止期”が長いケースが多く、頭のてっぺんを中心に全

体的に髪が薄くなることが特徴（図 2

クルに着目し、休止期から成長期へスムーズに移行できるように

です。 

 

 

 

 

 

●4 つの有効成分で発毛促進！ 

 

毛母・毛乳頭細胞を元気に 

“パンテノール” 

       新陳代謝促進、細胞賦活作用が高く、毛母細胞、

毛乳頭細胞の細胞分裂を活性化。

                                        

   抗フケ、抗酸化作用でダメージからガード

“EPC（ビタミン EC）” 

ビタミン C-E 誘導体。抗酸化作用に優れ、頭皮

                                        

   育毛環境を整える 

“グリチルリチン酸ジカリウム” 

優れた抗炎症成分で、頭皮の環境を整え、毛成長を促進。

 

   毛母細胞の働きを高める 

“センブリエキス”  

毛根部の血流を促進し、毛母細胞の働きを高め、育毛・養毛に効果を発揮。

 

●ハーバー独自処方！信州産高麗人参高濃度抽出エキス

漢方をはじめ、様々な製品に配合されている高麗人参。

ハーバーでは、国産にこだわり、希少な信州産高麗人参の中でも、

サポニンが豊富な 5 年根を中心に、独自処方により有効成分を限界

まで高濃度抽出。 

高いアミノ酸濃度とサポニンで頭皮と毛根に栄養を与え、

 

 

●頭皮ケア成分が女性の髪の悩みを

過度なヘアケア、ストレス、出産など

そこで、育毛、頭皮ダメージ、髪のハリ

トータルにケアするため、有効成分以外

薄毛部分の紫外線ダメージを徹底的にケアするビタミン

により、育毛で最も大切な頭皮の環境を整えます。さらに

ビワ葉エキス、ミツイシコンブエキス、スクワランなど

により、健康な髪へ導きます。 

女性男性（図 1） 
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女性の薄毛の原因は、男性とは異なると言われています。男性の薄毛の場合は、前頭部・頭頂部から薄くなる

傾向があり、少し成長しては抜けてしまうため、うぶ毛の期間が長くなり、毛が「育たない」

女性の場合は、抜けてから生えるまでのお休み期間“休止期”が長いケースが多く、頭のてっぺんを中心に全
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休止期から成長期へスムーズに移行できるように開発に取り組み、誕生したのが『

 

 

 

 

 

 

 

 

  

新陳代謝促進、細胞賦活作用が高く、毛母細胞、 

毛乳頭細胞の細胞分裂を活性化。 

                                         

抗フケ、抗酸化作用でダメージからガード 

誘導体。抗酸化作用に優れ、頭皮を紫外線ダメージからガード。 

                                         

 

優れた抗炎症成分で、頭皮の環境を整え、毛成長を促進。 

毛根部の血流を促進し、毛母細胞の働きを高め、育毛・養毛に効果を発揮。 

●ハーバー独自処方！信州産高麗人参高濃度抽出エキス配合 

漢方をはじめ、様々な製品に配合されている高麗人参。 

希少な信州産高麗人参の中でも、 

年根を中心に、独自処方により有効成分を限界 

高いアミノ酸濃度とサポニンで頭皮と毛根に栄養を与え、頭皮を整えます。 

女性の髪の悩みをトータルケア 

ヘアケア、ストレス、出産なども女性の抜け毛の一因です。 

育毛、頭皮ダメージ、髪のハリ・つやなど女性の髪の悩みを 

有効成分以外も厳選した成分を配合。 

薄毛部分の紫外線ダメージを徹底的にケアするビタミン A、C、E、P 

環境を整えます。さらに、ダイズエキス、 

ビワ葉エキス、ミツイシコンブエキス、スクワランなど独自の配合バランス 

※写真はイメージです

女性（図 2） 
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。男性の薄毛の場合は、前頭部・頭頂部から薄くなる

傾向があり、少し成長しては抜けてしまうため、うぶ毛の期間が長くなり、毛が「育たない」（図 1）と言われ、一方

女性の場合は、抜けてから生えるまでのお休み期間“休止期”が長いケースが多く、頭のてっぺんを中心に全

と言われる女性のヘアサイ

開発に取り組み、誕生したのが『薬用 麗豊』

※写真はイメージです 

 



 

 

●細部へのこだわり 

毎日、続けてお使いいただきたいので、使いやすさや香りにもこだわりました。

気になる部分にしっかり届く、ジェットスプレー容器を採用。

さらに、育毛剤特有のツンとした匂いはなし。天然精油のラベンダー油とローマ

カミツレ油を配合し、上品かつ甘くやさしい香りで、リラックス効果も期待できます。

 

●無添加と効果の両立 

ハーバー製品は、防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、

色素など、肌に負担となる成分は一切無添加

社工場で、作られています。製薬会社に学んだ徹底した衛生

添加でありながら、効果も実感していただ

刺激の強い成分が使われることも多い育毛剤ですが、敏感肌の方でも安心して

お使いいただけます。 

 

 

□    商 品 名商 品 名商 品 名商 品 名 ：：：：女性用育毛剤「薬用 麗豊

□ 容 量容 量容 量容 量 ：：：：120mL（1 日 2 回、朝晩それぞれ

 

□ 価 格価 格価 格価 格 ：税込 5,250 円 

□ 効果効果効果効果効能：効能：効能：効能：育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、産後の脱毛、養毛

 

□ こんな方にこんな方にこんな方にこんな方に： 

 

 

 

 

 

□    使用方法使用方法使用方法使用方法    

直接頭皮にかかるように髪をかき分けながら頭皮全体に

頭皮を軽く揉みほぐすようにマッサージする

※1 日 2 回、朝晩それぞれ 5 プッシュ程度をお使いください。

清潔な頭皮にご使用ください。 

乾いた髪でのご使用をおすすめします。濡れた髪にもご使用いただけますが、

タオルなどで水気をよく拭き取ってからご使用ください。

 

□ 配合成分配合成分配合成分配合成分 

ｄｌ－α－トコフェロール ２－Ｌ－アスコルビン酸リン酸ジエステルカリウム塩

センブリエキス※/ビタミンＡ油/ L－アスコルビン酸

ニンジンエキス/トレハロース/海藻エキス（１）

/水酸化カリウム/１，２－ペンタンジオール

精製水 

    ※：有効成分  無印：その他の成分 

 

  

 

 

   □ お客様からのお問い合わせ先 

   ハーバー研究所 フリーダイヤル 0120-1 6
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◎最近、髪のセットがきまらない

◎抜け毛が増えた気がする

◎髪の毛が細くなってきた

◎ボリュームが出ない

◎髪の毛にハリ・コシがなくなった

◎分け目が目立つようになった

◎うねりが出てからみやすくなった

いただきたいので、使いやすさや香りにもこだわりました。 

気になる部分にしっかり届く、ジェットスプレー容器を採用。 

さらに、育毛剤特有のツンとした匂いはなし。天然精油のラベンダー油とローマ 

上品かつ甘くやさしい香りで、リラックス効果も期待できます。 

防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、香料、鉱物油、タール系

など、肌に負担となる成分は一切無添加。北海道の豊かな自然に囲まれた自

製薬会社に学んだ徹底した衛生・品質管理のもと、無

実感していただける商品を提供。 

刺激の強い成分が使われることも多い育毛剤ですが、敏感肌の方でも安心して 

  

 

麗豊（れいほう）」【医薬部外品】 

 

それぞれ 5 プッシュ使用で約 2 か月分） 

 

育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、産後の脱毛、養毛

 

ながら頭皮全体にスプレーしてください。 

マッサージするとより効果的です。 

プッシュ程度をお使いください。 

乾いた髪でのご使用をおすすめします。濡れた髪にもご使用いただけますが、

タオルなどで水気をよく拭き取ってからご使用ください。 

 

２－Ｌ－アスコルビン酸リン酸ジエステルカリウム塩※/Ｄ－パントテニルアルコール

－アスコルビン酸 ２－グルコシド/天然ビタミンＥ/グルコシルルチン/グルコシルヘスペリジン

海藻エキス（１）/藍水抽出液/ワレモコウエキス/ビワ葉エキス/ダイズエキス

１，２－ペンタンジオール/１，３－ブチレングリコール/ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油

1 6

いつも
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http://www.facebook.com/habatown

『薬用 麗豊』商品概要   

 

◎最近、髪のセットがきまらない 

◎抜け毛が増えた気がする 

◎髪の毛が細くなってきた 

◎ボリュームが出ない 

◎髪の毛にハリ・コシがなくなった 

◎分け目が目立つようになった 

◎うねりが出てからみやすくなった 

育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、産後の脱毛、養毛 

Ｄ－パントテニルアルコール※/グリチルリチン酸ジカリウム※

グルコシルヘスペリジン/スクワラン/

ダイズエキス/ラベンダー油/ローマカミツレ油

ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油/エタノール/フェノキシエタノール

facebook でも、毎日情報を発信中です。 

http://www.facebook.com/habatown 


