
2 0 2 2年 3月1日（火）、株式会社ビーバイ・イー（東京都南青山、代表取締役：杉谷惠美）は、
国産原料・地産地消を追求した日本生まれのアロマコスメ「凜恋／リンレン」を、

アップサイクル植物原料をはじめとしたエココンシャスな国産植物由来成分を配合し、
処方・香り・パッケージを一新して、リニューアル発売いたします。

2022年 3 月 1 日（火） リニューアル発売

心地よく、しなやかに、美しく巡る
豊かな自然を紡いでいく、日本生まれのエシカルヘアケア

リニューアル発売

リンレン レメディアル シャンプー/トリートメント ユズ＆ネロリ　  　  各480ml　各￥1,800+税
リンレン レメディアル シャンプー/トリートメント ローズ＆ツバキ  　　各480ml　各￥1,800+税

〈 本リリースに関するお問い合わせ 〉
   株式会社ビーバイ・イー　PR担当 浅野麻依子・藤巻沙織

   Tel : 03 - 6804 - 6530  Fa x : 03 - 3470 - 3357   Ma i l : press@bxe.co.jp

   〒107 - 0062 東京都港区南青山 4 - 12 - 1 - 201 

〈 一般のお客様のお問い合わせ 〉
   株式会社ビーバイ・イー

   Tel : 0120 - 666 - 877  Ma i l : in fo@bxe.co.jp

   〒107 - 0062 東京都港区南青山 4 - 12 - 1 - 201  
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Concept
1. エココンシャス/アップサイクルされた国産植物由来原料採用

2. 循環型リサイクルシステムの導入 －ボトルtoボトル－
使用済みボトル容器をサスティナブルな「資源」に変える、循環型リサイクルシステムを導入。リンレンシリーズの使用済みボトルを回収し、再び
リンレンシリーズの容器へとリサイクル。リサイクル施設は、飲料用PETボトル再生に使用する「食品適応の設備」を導入しています。

ユズ＆ネロリは、指どおり滑らかで、ふんわりさらさらと軽い髪へと仕上がるよう、頭皮と髪の健やかさを考えた植物原料を。ローズ＆ツバキは、
乾燥・ダメージ補修をし、毛先までしっとりまとまる髪に仕上がるよう、髪のダメージケアを考えた植物成分と海藻成分を贅沢に配合しました。

さまざまな生活スタイルにも対応できるよう、シンプルで普遍的なデザインへとパッケージリニューアル。「心地よい循環」をテーマに、暮らしに
寄り添うデザインへ。

オーガニック栽培された「熊本県産ネロリ※2」を新規配合し、「ユズ&ジンジャー」から「ユズ&ネロリ」へ変更しました。
熊本県水俣葦北地域で長年オーガニック栽培されている甘夏ミカン※2。栽培農家さんは、土づくりにこだわり、土壌微生物の働きを最大限に活
用する目的で、化学肥料と除草剤の使用を一切やめ、モグラも共存できる、開発された完熟発酵の「肥料」兼「堆肥」を使用しています。パワフ
ルな甘夏ネロリ※2は、海外産のものより主成分のネロリドールを約3倍多く抽出することに成功。ときがたつほどに増す深く甘い香りと、高い保湿
効果は甘夏ネロリウォーター※2の特徴です。

人に、自然に、そして未来に、やさしく、誠実であること。リンレンは、“エシカルヘアケア”をテーマに、ものづくりをしています。

▶ 国産植物由来原料 使用
“土地のものを採る”をテーマに、日本の豊かな大地で育った植物を余すことなく大切に使う。
“地産地消”“トレーサビリティ”を大切に、日本の農業支援と地域活性に貢献していきます。

▶ エココンシャスな資源の再 循環
リンレンに配合されているユズの精油は、資源を無駄なく循環できる「超音波印加型減圧水蒸気蒸留法」で抽出しています。
廃水の負担を軽減できるほか、抽出後の残渣（残りかす）に精油成分が残らないため、堆肥化がしやすいメリットがあります。

▶ アップサイクル国産植物由来原料配合
地域社会に貢献し、地球環境に配慮し、環境負荷の少ない、エココンシャス・アップサイクルされた国産植物由来原料を配合。
廃棄されたゆずの皮や、船のスクリューなどに絡み付いた海藻を使用しています。

▶ 生分 解性に優れた洗浄成分を使用
環境への負荷の低いとされる洗浄成分を使用しました。

▶ 循環型リサイクルシステム「ボトルtoボトル」を採用
容器は95%リサイクル材料を使用。リンレンシリーズの使用済みボトルを回収し、再びリンレンシリーズの容器へとリサイクル。

（詰め替え・トライアルには植物由来のエコインクを採用）

▶ 植林 活動
1本につき1円を植林活動を行う団体「認定NPO法人環境リレーションズ研究所」に寄付しています。

（年間CO2吸収量は、19.6t-CO2/年）
※1 ユズ果皮油・保湿成分、着香成分　※2 ナツミカン花水・保湿成分　

地域社会に貢献し、地球環境に配慮し、環境負荷の少ない、エココンシャス・アップサイクルされた国産植物由来原料を配合。
ブランド誕生から使用し続けている、高知県産ゆず※1をはじめ、栽培からエキス化まで心地よい循環を育む国産原料を使用しました。

【新規採用】（全て保湿成分）

□ 佐賀県玄界灘松島産アカモクエキス　□ 熊本県産ナツミカン花水　□ 佐賀県加唐島産ツバキ花エキス　□ 熊本県産ダマスクバラ水

3. 「ユズ&ジンジャー」から、「ユズ&ネロリ」へ変更

4. 髪質・効果にあわせた国産植物原料配合

5. パッケージリニューアル

ETHICA L POINT
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Product Line up

リンレン レメディアル シャンプー・トリートメント
ユズ＆ネロリ
各480mL 各￥1,800＋税
オーガニック栽培された熊本県産のネロリ※2を配合し、フレッ
シュさの中にも爽やかな甘さのある香りへ。資源を無駄なく
循環できる「超音波印加型減圧水蒸気蒸留法」で抽出された
高知県産ゆず果皮油※1など9種の国産植物由来成分※1配合。

リンレン レメディアル シャンプー・トリートメント
ローズ＆ツバキ
各480mL 各￥1,800＋税
ローズブレンドがみずみずしく香るローズ＆ツバキは、食
用としても使用される島根県奥出雲産ローズ花水※1、コー
ルドプレス製法で抽出されたピュアなツバキ種子油※1な
ど10種※3の国産植物由来成分※1配合。

日本の土壌でふくよかに育った、国産植物の恵み。どこか懐かしく、やさしい香りで心がほどける。日本生まれのアロマコスメ
“凜恋”。国産植物成分※1を使用することでの地産地消、地域活性、農業支援、植林活動の貢献による環境保全。発売当初
のコンセプトはそのままに、「心地よく、しなやかに、美しく巡る」をテーマに掲げ、アップサイクル原料をはじめとする、エココ
ンシャスな国産植物由来成分※1を配合し、処方・香り・パッケージを一新いたしました。

Japanese materials

9種の国産植物由来成分配合※1

高知県産ユズ果皮油
徳島県産ユズ果実エキス
熊本県産ナツミカン花水 
佐賀県玄界灘松島産アカモクエキス
京都府産茶葉エキス
和歌山県産ウメ果実エキス
滋賀県産北島酒造酒粕エキス
滋賀県産近江米コメヌカエキス
長野県産白樺樹皮エキス

Japanese materials

１０種の国産植物由来成分配合※1

島根県産ローズ花水（さ姫）
島根県産ローズ花エキス（さ姫）
熊本県産ダマスクバラ花水
佐賀県加唐島産ツバキ花エキス
佐賀県加唐島産ツバキオイル
佐賀県玄界灘松島産アカモクエキス
広島県産メリッサ葉エキス
奈良県産シャクヤク根エキス
兵庫県産豆乳発酵液
福岡県産スイゼンジ海苔エキス

不使用成分 ×サルフェート ×鉱物油 ×シリコン ×パラベン ×石油系界面活性剤  ×合成香料  ×合成着色料 ×動物性原料

うねり・乾燥・ダメージ補修 毛先までしっとりまとまる指通り滑らかで、ふんわりさらさら、軽やか

11種の国産植物由来成分配合※1

島根県産ローズ花水（さ姫）
島根県産ローズ花エキス（さ姫）
熊本県産ダマスクバラ花水
佐賀県加唐島産ツバキ花エキス
長崎県産ツバキ葉エキス
佐賀県加唐島産ツバキオイル
佐賀県玄界灘松島産アカモクエキス
奈良県産シャクヤク根エキス
福岡県産スイゼンジ海苔エキス
沖縄県産モズクエキス
瀬戸内海産スサビ海苔エキス

9種の国産植物由来成分配合※1

高知県産ユズ果皮油
徳島県産ユズ果実エキス
熊本県産ナツミカン花水
佐賀県玄界灘松島産アカモクエキス
佐賀県加唐島産 チャ種子油
沖縄県産アロエベラ葉エキス
兵庫県産豆乳発酵液
滋賀県産北島酒造酒粕エキス
三重県産米発酵液

※1 保湿成分、着香成分　※2 ナツミカン花水・保湿成分　※3 トリートメントのみ１1 種　
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日本書紀にも「椿の島」と記される佐賀県加唐島。
45,000本という多くの椿が自生する中、枝から落ちて朽ちてし
まう椿の花を、有効活用したツバキ花エキス。植物の開花が
少ない冬の季節にたくさんの花を咲かせる椿。虫がいなく寂
しい風景の季節、蜜を求める鳥たちに花粉を運んでもらうた
め、沢山の花を咲かせます。香りではなく視覚で花を感知す
る鳥は、密を吸い、自らに付着した花粉を、また次の椿へと移
動しながら運んでくれる。椿の花は、鳥を呼び寄せる為に、
枝から落ちた後もしばらく垣根のふもとでを咲かせ続けます。

佐賀県加唐島産ツバキ花エキス

ブランド誕生から配合し続けているゆず果皮油。
ユズ栽培の先駆者として知られる北川村は、95％を山が占め
る自然豊かな土地。果汁を食用として利用し、廃棄物として
排出される果皮を再利用し、特殊な蒸留法により精油を抽出
します。そして、精油抽出後の果皮残滓は堆肥化され、土に
戻り作物を育てるという再循環を可能としています。

高知県産ゆず果皮油

佐賀県唐津市の７つの離島が浮かぶ玄界灘には約100種類
近くの海藻類が生息していると言われ、中でも唐津市玄界灘
のアカモクには、ヌルヌル成分であるフコイダンが、モズクよ
りも豊富に含まれ、近年スーパーフードと呼ばれ注目を浴び
ています。7つの離島では、天然の海藻を地元の海士さんが
丁寧に手摘みをしていました。しかし、ここ最近は磯焼け（藻
場の減少・消失）により、海藻類が思うように採集できなくな
っています。原因は、海流の変化や藻食動物（ウニなど）によ
る食害、大量の河川水や砂泥の流入、海水の白濁による光合
成不足など諸説。そういった環境問題を提起する意味でも島
のオーガニックな素材を生かし、「流れ藻」をアップサイクル。
船のスクリューに巻き付いた海藻や、海面を漂っている海藻
を７つの島々の海士さんたちが採取し、エキス化しています。

佐賀県玄界灘松島産アカモクエキス

熊本県水俣葦北地域で長年オーガニック栽培されている甘夏
ミカンの花を蒸留したフラワーウォーター。甘夏ミカンの栽培
農家さんは、土づくりにこだわり、土壌微生物の働きを最大限
に活用する目的で、化学肥料と除草剤の使用を一切やめ、モグ
ラも共存できる、開発された完熟発酵の「肥料」兼「堆肥」を
使用しています。パワフルな甘夏ネロリは、海外産のものより主
成分のネロリドールを約3倍多く抽出することに成功。ときがた
つほどに増す深く甘い香りと、高い保湿力・整肌力は甘夏ネロ
リウォーターの特徴です。甘夏ミカンの栽培過程で剪定された
花を、化粧品原料として生かされたアップサイクル原料です。

熊本県産ナツミカン花水

Upcycling/Ecological material
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