Press Release
株式会社フィッツコーポレーション

新商品のお知らせ

http://www.fits-japan.com
2016 年 8 月 8 日

大ヒット香水の香りで全身コーデ❤
ラブ パスポートから AAA 伊藤千晃がプロデュースした
ヘア＆ボディケアシリーズが新発売
株式会社フィッツコーポレーション（東京都港区、代表取締役：富樫康博）は、オリジナルブランド「ラブ パスポート」よ
り、AAA（トリプル・エー）メンバー 伊藤千晃さんがプロデュースする香水から派生したヘアケアとボディケアシリーズを発
売いたします。ラブ パスポート初の、香水以外のアイテムとなります。
2016 年 8 月 8 日（月）17:00 より、どこよりも早く COCO TOKYO（http://www.coco-tokyo.jp/kiki-hairandbodycare/）と
mu-mo（PC: http://shop.mu-mo.net/list1/200003080 MB：http://m-shop.mu-mo.net/list1/200003080）にて、ヘアコロン、ボディロ
ーション、ハンド&ネイルクリームの数量限定 3 点セットの予約受付を開始いたします。8 月 27 日（土）より、全国のド
ン・キホーテ（一部店舗除く）にて一般発売いたします。
2015 年 2 月に発売した「ジュリエット キキ クレール オードパルファム」以来、伊藤千晃さんのプロデュースしたラブ
パスポートの香水は、1 年半で 5 種累計 10 万本を超える大ヒット。購入者アンケートの「欲しいアイテム」で上位にラ
ンクインしたアイテムを、香水と同じ香りで発売いたします。

ラブ パスポートについて
フィッツコーポレーション初のオリジナルブランドとして2003年にスタートしたラブ パスポートは、女性を香りで幸せに
導くという想いで、普遍的な「愛と平和」を香水で表現してきました。
日本発の香水ブランドとして、世界45カ国への輸出実績があります。
今後もブランドテーマ「scene of love」を軸に、「LOVE」の在るシーンに寄り添う香りを展開していきます。
ラブ パスポート ヘア＆ボディケアシリーズ発売背景
全身で香りを纏い、もっと多くの方に「香りのある生活」
を楽しんでほしいという想いから、香水以外のアイテム
の構想がスタート。ラブ パスポート購入者に対するアン
ケートで「ラブ パスポート キキ クレールシリーズで次に
欲しいアイテム」として上位を占めたのが、今回発売す
るヘアコロン、ボディローション、ハンド＆ネイルクリー
ムです。特に「ハンドクリーム」はおよそ 5 人に 1 人が
欲しいと答えた大人気のアイテムでした。

ラブ パスポート キキ クレールシリーズで、どんなアイテムがほしいですか
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≪お問い合わせ≫
株式会社 フィッツコーポレーション マーケティング部 PR チーム
〒107-0061 東京都港区北青山３-６-１ オーク表参道ビル ７・８F
TEL：03-6892-1331
FAX：03-6892-1355
http://www.fits-japan.com

≪お客様お問い合わせ先≫
株式会社 フィッツコーポレーション
メディア掲載用 TEL：03-6892-1332
*メディア掲載はコチラの番号でお願いします。
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商品詳細
■キキ クレール ヘアコロン ミュゲ＆ペア / ローズ＆ピーチ / ティーフラワー＆アップル
香りふんわり長持ち❤多機能ヘアコロン！
香りカプセル*1 配合で、ふんわり香りを長持ちさせるヘアコロン。

トリートメント成分*2 とダメージ毛補修成分*3 で、サラサラツヤツヤの髪に。
UV カット成分*4、静電気防止成分*5 も配合しているので
一年中髪のコンディションを整えてくれます。
*1 シリカ *2 ジメチコン、水添ポリイソブテン *3 メドウフォーム-δ -ラクトン
*4 メトキシケイヒ酸エチルヘキシル *5 セトリモニウムクロリド

【保湿成分】・セイヨウナシ果汁発酵液 ・オレンジ果実エキス ・リンゴ果実エキス
・アンズ種子エキス ・ビルベリー葉エキス ・モモ葉エキス

■キキ クレール ボディローション

■キキ クレール ハンドクリーム

うるうる処方で伸びの良さを実感！
肌の上でリッチにとろける保湿ローション

エモリエント効果でしっとり保護する
ハンド＆ネイルクリーム

なめらかなテクスチャーが
さらっとベタつかず、お肌に馴染みます。
お風呂上がりのボディマッサージにも♪
翌朝まで優しい香り肌に。

手肌をなめらかに保湿・保護します。
保水性エステル*6 によって乾燥を防ぎ、
ネイルを長持ちさせる効果も。
気分転換したいときにもおすすめ。
*6 マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル

【保湿成分】 ・モモ果実水 ・ブドウ果汁発酵液
・セイヨウナシ果汁発酵液

【保湿成分】 ・モモ果実水 ・ブドウ果汁発酵液
・セイヨウナシ果汁発酵液

商品詳細 – 香り
ミュゲ＆ペアの香り
気品あふれるミュゲを基調に、
トップにペアやピーチ、
ベリーなどの可愛い
女の子らしさをプラス。
ジュリエット キキ クレール
オードパルファムの香り❤

ローズ＆ピーチの香り
清涼感のあるシトラスミックスを
トップのアクセントに、
サマーピーチのみずみずしい
甘さが可愛らしさを引き立てます。

ティーフラワー＆アップルの香り
レッドアップルのみずみずしい
甘さをメインに、透明感ある
ティーフラワーをプラス。
ムスクで全体を優しく包みこみました。

ジュリエット キキ クレール サマー
オードトワレの香り❤

ジュリエット キキ クレール ウィンター
オードパルファムの香り❤

※2015 年、2016 年夏期限定品

※2015 年冬期限定品

商品概要
■ブランド名：ラブ パスポート
■商品名：キキ クレール ヘアコロン ミュゲ＆ペア / ローズ＆ピーチ / ティーフラワー＆アップル
キキ クレール ボディローション
キキ クレール ハンド＆ネイルクリーム
■容量・価格：ヘアコロン 各 80g 1,000 円（税抜）/ ボディローション 200mL 1,200 円（税抜） / ハンド&ネイルクリーム 50g 800 円（税抜）
■一般発売日：2016 年 8 月 27 日（土） ■販売店舗：ドン・キホーテ（一部店舗除く）
■先行予約受付サイト ※2016 年 8 月 8 日（月）17:00 より受付開始
COCO TOKYO：http://www.coco-tokyo.jp/kiki-hairandbodycare/
mu-mo：（PC） http://shop.mu-mo.net/list1/200003080 （MB）http://m-shop.mu-mo.net/list1/200003080
■ラブ パスポート 公式サイト：http://www.fits-japan.com/products/lovepassport/ 公式 Twitter：https://twitter.com/lovepassport_tw

伊藤千晃 プロフィール
■Birth Date: 1987/1/10 ■Birth Place: 愛知県 ■Height: 153cm ■Blood Type: B 型
男女 7 人組パフォーマンスグループ「AAA」のメンバー。ファッション誌、ブログ、商品プロデュースなど、多方面で活躍
■伊藤千晃 オフィシャルブログ「美食音（Bijyo）Diary」：http://ameblo.jp/chiakiki110/
■伊藤千晃 プロデュース商品販売サイト「chiaki's shop gallery」：http://shop.mu-mo.net/a/st/event/chiakishop/
■伊藤千晃 ファッションコーディネートアプリ「WEAR」：http://wear.jp/chiakiki110/
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