令和 2 年 11 月 2 日

ヘアケアブランド『Rêveur（レヴール）』が
POPUP ショップ「Rêveur（レヴール）BEAUTY STUDIO」を期間限定オープン！
《11 月 7 日（土）～11 月 23 日（月・祝）
》
モデル AMIAYA をはじめとするスペシャルゲストのトークショーを開催。
アパレルブランド『jouetie』との限定コラボグッズ販売も決定！！

株式会社ジャパン ゲートウェイ(所在地：東京都港区 代表：伊藤英信)が展開する、ノンシリコンシャンプーの先駆けとなった
ヘアケアブランド『Rêveur（レヴール）
』は、フィトプロテイン（植物性たんぱく質）ヘアケアシリーズの発売を記念(2020 年 9
月 15 日新発売)しまして、2020 年 11 月 7 日（土）～11 月 23 日（月・祝）の期間中、東京・青山にて期間限定 POPUP ショッ
プ「Rêveur（レヴール）BEAUTY STUDIO」をオープンいたします。

期間中は、モデル・AMIAYA、プロテインマイスター・プロテインひろこ等、多方面のゲストを迎えながら新発売した「Rêveur
（レヴール）フィトプロテイン（植物性たんぱく質）ヘアケアシリーズ」のコンセプトと掛け合わせた様々なコンテンツを実施
いたします。
また、雑誌『anan』の創刊 50 周年記念として開催される「SHIBUYA SCRAMBLE FESTIVAL 2020 Produced by anan」との
生中継も実施いたします。

＜「Rêveur（レヴール）BEAUTY STUDIO」概要＞

■「SHIBUYA SCRAMBLE FESTIVAL 2020 Produced by anan」生中継
日時：11 月 7 日（土）13:00～13:30 予定（時間内のうち 10 分間）
出演者：AMIAYA

SHIBUYA STREAM 6F にて開催されている雑誌『anan』創刊 50 周年イベント「SHIBUYA SCRAMBLE FESTIVAL 2020
Produced by anan」にて AMIAYA が「Rêveur（レヴール）BEAUTY STUDIO」から、生中継を実施します。

■Rêveur（レヴール）×AMIAYA スペシャルトークショー
日時：11 月 7 日（土）15:00～
ゲスト：AMIAYA、古関れん（MC）
、Rêveur（レヴール）開発担当者

古関れん

AMIAYA

モデル・jouetie クリエイティブディレクターとして活躍する AMIAYA をゲストに迎え、Rêveur（レヴール）
・AMIAYA それぞれ
のこだわり続けた 10 年間についてのトークショーを行います。
※Rêveur（レヴール）公式アカウント（@reveur_official）よりライブ配信を実施いたします。

■プロテインマスター・プロテインひろこ×食の専門家トークショー supported by FYTTE
「たんぱく質は髪も肌も身体にも大事」
日時：11 月 14 日（土）15:00～、19:00～、11 月 21 日（土）15:00～、19:00～（１日２回開催）
ゲスト：プロテインひろこ、高杉保美、スペシャルゲスト（予定）

プロテインひろこ

高杉保美

スペシャルゲスト

これまで 250 種類以上のプロテインを試している話題のプロテインマイスター・プロテインひろこと、管理栄養士/ヘルスビュー
ティーアドバイザー・高杉保美を迎え、たんぱく質・健康についてのトークショーを行います。
さらに、11 月 21 日（土）19:00～はスペシャルゲストが出演予定です。決定次第発表いたします。
※Rêveur（レヴール）公式アカウント（@reveur_official）よりライブ配信を実施いたします。
※抽選で５名様をトークショーへご招待いたします。詳しくは「トークショーご招待キャンペーンについて」をご参照ください。

■スペシャルオンライントークセッション
モデルや女優、デザイナーとして活躍するゲスト迎え、日々の美容や健康ついて語るスペシャルトークセッションを Rêveur
（レヴール）公式インスタグラム（@reveur_official）にてオンライン配信いたします。

青柳文子

村田倫子

武智志穂

瀬戸あゆみ

＜配信スケジュール＞
11 月 10 日（火）20:00～ ゲスト：モデル・女優
11 月 12 日（木）20:00～ ゲスト：モデル

青柳文子、モデル・デザイナー

武智志穂、モデル

瀬戸あゆみ、古関れん（MC）

村田倫子、古関れん（MC）

■ONLINE YOGA WORKSHOP supported by Rêveur（レヴール）
様々なメディアで活躍されるヨガインストラクターを迎え、健康・美容のための自宅でできるヨガワークショップを開催。
Rêveur（レヴール）公式インスタグラム（@reveur_official）にてオンライン配信いたします。

京乃ともみ

UNA

廣田なお

柴田ひかり

＜配信スケジュール＞
11 月 17 日（火）20:00～ ゲスト：モデル・ヨガインストラクター
11 月 19 日（木）20:00～ ゲスト：美筋ヨガインストラクター

京乃ともみ、モデル・DJ UNA

廣田なお、モデル・フォトグラファー

柴田ひかり

■アパレルブランド『jouetie』と「Rêveur（レヴール）BEAUTY STUDIO」コラボグッズを数量限定発売
AMIAYA がクリエイティブディレクターを務めるアパレルブランド『jouetie』と Rêveur（レヴール）がコラボレーション。
「Rêveur（レヴール）BEAUTY STUDIO」にてコラボレーション T シャツ・トートバッグを数量限定で販売いたします。
※売り切れ次第終了

Rêveur（レヴール）×jouetie コラボレーション トートバッグ（A4 サイズ）
単品販売：\3,000（税抜）
レヴール シャンプー＆トリートメントセット販売：\5,500（税抜）

Rêveur（レヴール）×jouetie コラボレーション T シャツ（フリーサイズ）
単品販売：\6,000（税抜）
レヴール シャンプー＆トリートメントセット販売：\8,500（税抜）

■Rêveur（レヴール）商品販売
店頭にてレヴールフィトプロテイン（植物性たんぱく質）シリーズの販売を行います。

髪の毛の約 80％が「たんぱく質」という事実に着目し、3 種のトリプル処方「フィトサボン洗浄成分」
（植物性たんぱく質洗浄成
分×植物性酸性石けん洗浄成分×アミノ酸洗浄成分）で優しく洗いながら保湿し、フィト（植物）の力が活かされたフィトプロテ
イン（植物性たんぱく質）を補給することにより、さらにうるおいを与えるヘアケアシリーズ。
＜ラインナップ＞
（写真左）スムース＆モイスト シャンプー・スムース＆モイスト

トリートメント

太陽の光を浴びたベルガモットの香りにジャスミンの上品な香りが合わさった、爽やかさの中に華やかさが広がる香り
（写真右）リッチ＆モイスト シャンプー・リッチ＆モイスト

トリートメント

みずみずしいカシスやベリーの香りにフリージアの上品な香りが合わさった、ほのかな甘さの中に華やかさが広がる香り
各\1,500（税抜）

■トークショーご招待キャンペーン
11 月 14 日（土）
、21 日（土）に開催されるトークショーイベントに、レヴール商品ご購入の方の中から抽選で各回 5 名様を
ご招待いたします。
＜対象イベント＞
「たんぱく質は髪も肌も身体にも大事

プロテインひろこ×食の専門家トークショー supported by FYTTE」

①

11 月 14 日（土）15:00～16:00

②

11 月 14 日（土）19:00～20:00

③

11 月 21 日（土）15:00～16:00

④

11 月 21 日（土）19:00～20:00（スペシャルゲスト出演予定）

＜キャンペーン期間＞
2020 年 11 月 2 日（月）～11 月 8 日（日）23:59
＜応募条件＞
キャンペーン期間中にレヴールフィトプロテインシリーズ 1,000 円以上（税抜）の購入
＜応募方法＞
購入したレシートと、下記項目をレヴールインスタグラム公式アカウント（@reveur_official）宛てに DM で送信
①

参加者全員の氏名（同伴者１名まで）

②

参加日時

詳しくはレヴール公式インスタグラム（@reveur_official）をご覧ください。

■POPUP ショップオープン日時
11 月 7 日（土）
、11 月 8 日（日）
、11 月 10 日（火）
、11 月 12 日（木）
11 月 14 日（土）
、11 月 15 日（日）
、11 月 17 日（火）
、11 月 19 日（木）
11 月 21 日（土）
、11 月 22 日（日）
、11 月 23 日（月・祝） 全１１日間
各日 OPEN 13:00～CLOSE 19:00（※11 月 7 日（土）のみ 14:00 オープン）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来場の際は入口にて検温の上、マスクの着用と手指消毒を行わせていただきます。
これらのご協力がいただけない場合は、入場をお断りさせていただきます。

■Rêveur BEAUTY STUDIO 会場
東京都港区南青山 5-8-11

萬楽庵ビルⅠ

1階

表参道駅より徒歩 2 分・青山骨董通り沿い

＜Rêveur（レヴール）について＞

2010 年に誕生し、ノンシリコンシャンプーの先駆けとなった「Rêveur」
。
「髪の毛 1 本 1 本まで自分らしく輝くためにヘアケア商品も自分に合ったものを選ん
でもらいたい。
」そんな想いで数々の商品を生み出してきたヘアケアブランドです。
2020 年 9 月、10 年目の進化として、髪の 80％を占めるたんぱく質に着目した
フィトプロテイン（植物性たんぱく質）ヘアケアシリーズ を発売いたしました。

Rêveur（レヴール）公式サイト
http://reveur-hair.com
Rêveur（レヴール）公式インスタグラム
https://www.instagram.com/reveur_official

