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新習慣・バスルームでトータルボディケア
シェラボン ボディウォッシュ

シェラボン ボディトリートメント
新発売
2016 年 9 月 28 日（水）
ボディウォッシュ

全 1 品目 2 品種 1,200 円(税抜) 1,296 円（税込）

ボディトリートメント 全 1 品目 2 品種 1,200 円(税抜) 1,296 円（税込）

エイボン・プロダクツ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：堤 智章、以下 エイボン）は、トレンド
感のある「和モダンなデザイン」と「最新の成分」で、満足感と高揚感を約束するトータル
ケアブランド「CHERAVON （シェラボン）」から、「シェラボン ボディウォッシュ」と「シェラボン ボディトリートメ
ント」各 2 種を、2016 年 9 月 28 日（水）から新発売いたします。肌のうるおいを真剣に考え、肌へのやさしさに
こだわりを持つという発想から生まれました。石けん洗浄成分でできたボディウォッシュと、バスルームの中で
ぬって、流して、うるおすという、新発想のボディトリートメントの 2 ステップでトータルボディケア。花紋をモチー
フにしたスタイリッシュなパッケージとみずみずしい香りで、”日本美人“の新しいボディケアタイムを演出します。

シェラボン ボディケアシリーズ
うるおう素肌を育む「シェラボン」ボディケアシリーズは、肌へのやさしさにこだわりました。

～ 新習慣・バスルームでトータルボディケア ～

シェラボン ボディトリートメント
シェラボン ボディウォッシュ



洗浄成分の基本は「石けん」

こだわりのうるおいケア成分「ザクロ種子油」

有史以前から栽培されていたというザクロの種子油に

～ 「石けん」でやさしく落とす ～

はポリフェノールの一種であるエラグ酸やビタミン、ミネ

肌の汚れを無理なく落とすことができる弱アルカリ性の

ラルが豊富に含まれています。また、ザクロ特有のプ

石けんを洗浄成分の主成分としました。体に付着した

ニカ酸という、細胞膜を作る材料となる不飽和脂肪酸

汚れや皮脂、不要になった肌の角質層（タンパク質）な

も含有されています。

どは酸性なので、アルカリ性の石けんにより中和され
取り除きやすくなります。



「ぬって、流して、うるおす」

～ 「石けん」膜は保湿成分に ～

バスルームを出る前に肌にぬり、洗い流して、ボディケ

石けんで洗った後は、石けん独特のキュッと感、すっき

アをバスルームの中で完了するボディトリートメントで

り感を感じます。これは皮膚に石けん膜ができている

す。濡れた肌にスッとのばすと、やわらかな感触とバス

から。この石けん膜は、時間とともに皮脂と同様の油

ルームに広がる香りで、心地よい安らぎを感じられま

性成分に変わり、肌にうるおいをもたらします。

す。
～ 使用方法 ～



自然から生まれた洗浄補助成分「サボンソウ」

1.

「サボンソウ」には、サポニンという、植物等に含まれる
配糖体の一種で、水と油の両方に溶ける界面活性作

す。
2.

用を持つ成分が多く含まれます。脂質を溶かす、水に
溶けると石けんのような発泡作用をもつといった特徴

とともに、汚れをやさしく落とす補助の役割で、「サボン
ソウ葉エキス」を配合しています。

1~2 プッシュ分を手に取り、からだ全体にのばし
ます。足りない場合は足してください。

3.

から、昔は石けんの代わりとして使われていました。
「シェラボン ボディウォッシュ」では、泡立ちをよくする

バスルームから出る直前の濡れた体に塗布しま

のばした後、すぐにシャワーなどで軽く洗い流し
てください。

4.

バスルームから出たら、通常どおり体をタオルで
ふいてください。

※ボディウォッシュシリーズとあわせてのご使用がおす
すめです。

シェラボン 「リフレッシュ」と「モイスト」 シリーズ特長
厳選された 12 種類の天然由来植物成分を最適に組み合わせて配合し、肌のうるおいをサポート。お好みや気
分に合わせて選べる 2 種類の香りで、ボディケアタイムを彩ります。

リフレッシュ

モイスト

さっぱり感をお好みの方に

よりしっとり感をお好みの方に

ブルーミングユズの香り

フローラルハーブの香り

心地よくさわやかなユズに、シトラスとカシスをミッ

心やわらぐみずみずしい香り。やさしいラベンダ

クスし、ローズやジャスミンのフローラルな香りを

ーの香りを中心にして、オレンジフラワー、ジャス

添えたフレッシュな香り。すがすがしい香りがバス

ミン等を組み合わせたフローラル調のなかで、華

タイムを明るく彩ります。
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製品概要
シェラボン ボディウォッシュ・シェラボン ボディトリートメント
石けん洗浄成分にこだわった「シェラボン ボディウォッシュ」と、ぬって、流して、うるお
う「シェラボン ボディトリートメント」の2ステップで、新習慣・バスルームで完了するトー
タルボディケア。うるおう素肌を育む「シェラボン」ボディケアシリーズです。


価格：

シェラボン ボディウォッシュ
シェラボン ボディトリートメント

1,200 円(税抜)
1,200 円(税抜)

1,296 円（税込）
1,296 円（税込）



内容量：

シェラボン ボディウォッシュ
シェラボン ボディトリートメント

500ml
500ml



シェラボン ボディウォッシュ製品特長：
 種類
シェラボン リフレッシュ ボディウォッシュ
シェラボン モイスト ボディウォッシュ
 特長
 石けん洗浄成分。
 洗浄補助成分「サボンソウ」使用。



シェラボン ボディトリートメント製品特長：
 種類
シェラボン リフレッシュ ボディトリートメント
シェラボン モイスト ボディトリートメント
 特長
 うるおいケア成分、「ザクロ種子油」配合。
 ぬって、流して、うるおすという新発想のボディトリートメント。



シェラボン ボディウォッシュ・ボディトリートメント共通特長：
 12 種類の天然由来植物成分が肌のうるおいをサポート
 香りを楽しむライフスタイルに
シェラボン 「リフレッシュ」シリーズはブルーミングユズの香り
シェラボン 「モイスト」シリーズはフローラルハーブの香り

「CHERAVON（シェラボン）」について
「CHERAVON（シェラボン）」は美しくなることへ常に前向きな女性に贈る、年齢に
着目した新トータルケアブランドです。ヘアーケア、オーラルケア、スキンケア、そし
てボディケアの 4 つの分野を通じて目指すのは、「年齢を、脱ぐ。」。自分自身の価
値基準と哲学をもち、ありのままの自分を受け入れ、さらに昇華させていくことが出
来る女性。和の精神を貴びながらも洋とのバランスを楽しむ、高い審美眼と演出力
を持つ女性。そんな自然体でありながらスタイリッシュな“日本美人”をコンセプトに
据えました。

クレジット（お客様用 製品お問い合わせ先）
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