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新商品のお知らせ

使用した人の92.9％＊1が「今までの汗ケア＊2を卒業したい」と回答
“香りでキメる”新感覚のパウダーリフレッシュジェルなど
ライジングウェーブ初・デオドラント＆汗ケアシリーズが新発売
*1 モニター調査による *2香りによるニオイケアのこと

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、立ち上げより15年以上支持されている
26冠受賞＊3大人気香水ブランド「ライジングウェーブ」から、2021年3月27日（土）より、デオドラント製品を含めた汗ケ
アシリーズを発売いたします。
汗ケアアイテムの新境地を開拓するため、香水ブランドであるライジングウェーブが、香りへのこだわりを生かしたアイ
テムとして企画いたしました。
発売前に行ったモニター調査の結果、92.9％の方が「今までの汗ケアを卒業したい」と回答。香りに対する好意的な
コメントも集まり、多くのデオドラントユーザーが、汗ケアにも香りを求めていたということが判明しました。サラサラ感を実
現した肌コンフォート処方に加え、香りにもこだわった新感覚のデオドラント＆汗ケアシリーズです。
*3 2005年～2021年1月末現在 雑誌・WEBメディア・フレグランス大賞等各種アワードのブランド累計受賞数

発売背景
2005 年にフレグランスブランドとしてスタートしたライジングウェーブは、当時ヨーロッパを中心とした海外ブランドが
メインだったフレグランスの市場で、日本の文化や生活様式に合わせた香りとして、日本発フレグランスブランドの新
たなポジションを開拓しました。
香水として主張しすぎず、自分も周りも心地よく使えるフルーティフローラル系を中心とした香りは、発売以来 15 年
以上にわたり多くの方にご支持を頂いています。なかでも、2009 年に発売したライジングウェーブ フリー ライトブル
ーは、ブランドを代表する人気の香りとして、オードトワレ、ツイストフレグランス、ボディミストを展開中。2016 年より展
開しているオーシャントリコのヘアスタイリングにも、こちらの香りが採用されています。
このフリー ライトブルーの香りをきっかけに、香水以外の香りアイテムからもライジングウェーブを知っていただき
たいという想いで、香水に対してハードルを感じている方にとってもトライしやすい、デオドラント・汗ケアのアイテム発
売に至りました。

≪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 コミュニケーションデザインチーム（PR）
〒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：0120-79-5772
*メディア掲載はコチラの番号でお願いしま
す。
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商品特長
シリーズ共通特長① 香り
2010 年から、フレグランス大賞をはじめとするアワードを 11 冠*4 獲得し、
オーシャントリコ ヘアスタイリングにも採用されているライジングウェー
ブ フリー ライトブルーの香りを採用。
清潔感に満たされる、凛としたみずみずしいフレンチローズの香り。
香調：ロイヤルフローラルノート
TOP： レモン、グレープフルーツ、オレンジオイル、ローズ、 パイナップル、ピーチ
MIDDLE： フレンチローズ、ラズベリー、スズラン、ジャスミン
LAST： シダーウッド、サンダルウッド、アンバー、ムスク、バニラ
＊4 同じ香りを使用したライジングウェーブ商品の、2010 年～2020 年 11 月時点での受賞数合計（参照：https://fitsonlinestore.com/f/risingwave/about/）

シリーズ共通特長② 処方
「つけてすぐ」と「汗をかいたあと」2 段階の「肌コンフォート処方」で、肌をサラサラに保ち、快適さをキープします。
STEP1：つけてすぐサラサラ

STEP2：汗をかいたあとサラサラ

揮発や肌なじみを重視した使用感を追求。
膜感レスなつけ心地で、肌がすぐにサラっとするから、すぐ
に服が着られます。

パウダーデオドラントスプレー、ドライデオドラントロールオン
は汗の出口を引き締める成分*5 配合で、肌をベタつきにくく、
ムレにくく保ちます。
パウダーリフレッシュジェルには肌引き締め成分*6 を配合。
パウダーリフレッシュジェル、パウダーデオドラントスプレー
には汗・皮脂を吸着するドライパウダー*7 も配合で、ベタつき
をサラサラに。

*5：スプレー：クロルヒドロキシ Al / ロールオン：パラフェノールスルホン酸亜鉛
*6：ジェル：チャ葉エキス、セイヨウハッカ葉エキス、アロエベラ葉エキス
*7：ジェル：シリカ、 （ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー / スプレー：タルク、亜鉛・アンモニア・銀複合置換型ゼオライト

発売前モニター調査
発売にあたり、パウダーリフレッシュジェルを、モニター85 名の方が先行体験。驚きの声が続々届きました。
（マイナビニュース調べ/対象：19～25 歳男性）

＜モニターの方の声＞一部抜粋
「友人からもすごくいい匂いと言われてこれからも愛用していこうと思います」
「ベタベタもしないし使用後もなんの違和感もない。香りもキツすぎないしある種の香水のような感覚でも使えると思った」
「今まではデオドラント含め香りにこだわりがなかったが、この香りだったら使ってみたいと思った」
「さっぱりできて良かった。特に風呂上がりの使用は格別」
≪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 コミュニケーションデザインチーム（PR）
〒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：0120-79-5772
*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
パウダーリフレッシュジェル ライトブルー 100mL 990 円（税込）
スタイリッシュにニオイケア＊8 ができる新感覚ジェル。
塗ってすぐはひんやり、乾いたあとはサラサラの快適肌に保ちます。
*8：香りによる

POINT
・ドライパウダーを W 配合＊9
・肌引き締めスキンケア成分＊10 配合
*9：シリカ、 （ビニルジメチコン/メチコンシルセスキオキサン）クロスポリマー
*10：チャ葉エキス、セイヨウハッカ葉エキス、アロエベラ葉エキス

おすすめシーン
汗をかいたあとに / リフレッシュとして
パウダーデオドラントスプレー ライトブルー 120g 935 円（税込） ＜医薬部外品＞

[販売名：デオドラントパウダースプレーＡＲＧ]

ひと吹きで全身に香りをまとえる、ドライタッチのパウダースプレー。
ドライタイプのスプレーなので、肌が濡れずにお使いいただけます。
POINT
・ドライパウダーを W 配合＊11
・デオドラント有効成分を W 配合＊12
*11：タルク、亜鉛・アンモニア・銀複合置換型ゼオライト
*12：クロルヒドロキシＡｌ、イソプロピルメチルフェノール

おすすめシーン
汗をかいたあとに / 汗をかく前の予防に
ドライデオドラントロールオン ライトブルー 45mL 990 円（税込） ＜医薬部外品＞

[販売名：薬用デオドラントローションＣＰ－Ａ]

ウォーターバルク採用で、さっぱり瞬乾、べたつかずに使える快適ロールオン。
塗りやすい、小回りの利くボールサイズ。
POINT
・瞬乾ウォーターバルク採用
・デオドラント有効成分を W 配合＊13
*13：パラフェノールスルホン酸亜鉛、塩化ベンザルコニウム液

おすすめシーン
汗をかく前の予防に / しっかりニオイケアしたいときに
商品概要
■ブランド名：ライジングウェーブ
■商品名/容量/価格：
ライジングウェーブ フリー パウダーリフレッシュジェル ライトブルー / 100mL / 990 円（税込）
ライジングウェーブ フリー パウダーデオドラントスプレー ライトブルー / 120g / 935 円（税込）[販売名：デオドラントパウダースプレーＡＲＧ]
ライジングウェーブ フリー ドライデオドラントロールオン ライトブルー / 45mL / 990 円（税込）[販売名：薬用デオドラントローションＣＰ－Ａ]
■発売日：2021 年 3 月 27 日（土）
■公式通販サイト フィッツオンラインストア: https://fitsonlinestore.com/c/risingwave
■ブランド公式 特設ページ: https://fitsonlinestore.com/f/risingwave/bodycare
■ブランド公式 Twitter：@risingwave_jp ■ブランド公式 Instagram：@risingwave_tokyo
≪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 コミュニケーションデザインチーム（PR）
〒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：0120-79-5772
*メディア掲載はコチラの番号でお願いしま
す。

