平成 26 年 8 月 18 日
＜報道関係各位＞

多彩なヘアスタイルを体験できる、ウィッグの試着など
男性向けヘアケアに関するフェアを百貨店で初開催

『メンズアデランス トライアルフェア』
2014 年 8 月 23 日（土）より、三越伊勢丹グループ 5 店舗で順次開催
ヘアチェック（無料）を受けられた方全員に、ヘアケア商品 3 日間お試しセットをプレゼン ト
株式会社アデランス（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長 根本 信男）
は、身だしなみや美容に関心の高い男性にヘアケアを身近に感じていただく機会と
して、「メンズアデランス トライアルフェア」を百貨店で初めて開催いたします。
伊勢丹立川店での開催（8 月 23 日（土）～25 日（月））を皮切りに、伊勢丹相模
原店（8 月 30 日（土）～9 月 1 日（月））、伊勢丹府中店（9 月 6 日（土）～8 日
（月））、伊勢丹浦和店（9 月 20 日（土）～9 月 21 日（日））、千葉三越（9 月
27 日（土）～30 日（火））の各会場で開催いたします。
本フェアでは、アデランスのオーダーメイド・ウィッグを会場内に多数展示して
おり、デザインの異なる多彩なヘアスタイルを、洋服を試着する感覚で気軽にお試
しいただけます。また、マイクロスキャナーで頭皮の健康状態を確認する「ヘアチ
ェック」（無料）をご用意しており、専門資格「毛髪診断士」を取得した専門スタ
ッフが正しいヘアケア方法についてアドバイスいたします。「ヘアチェック」を体
験された全ての方には、髪と頭皮をいたわる各種成分の配合により育毛に適した頭
皮環境を実現するヘアケア商品「ヘアリプロ薬用スカルプシャンプー」「ヘアリプ
ロ薬用スカルプガード（コンディショナー）」の 3 日間お試しセットをプレゼント
いたします。
近年、百貨店内に男性用化粧品の専門コーナーが出現するなど、美意識の高まり
から、アンチエイジングや身だしなみに気を使う男性が増えています。ウィッグの
試着や本格的な頭皮チェックができるフェアを、買い物客で賑わう百貨店で開催す
ることで、主に 40 歳以上のお洒落に敏感でヘアケアに関心の高い男性の新規顧客
の取り込みを図ります。

「メンズアデランス トライアルフェア」イメージ
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「ヘアチェック」イメージ

■「メンズア デランス トライアルフェ ア」概要
内容： オーダーメイド・ ウィッグ展示
会場内に オーダ ーメイ ド・ウ ィッグ 「メン ズア デランス 」を多 数展示 して
おり、お 気軽に お試し いただ けます 。また 、ご 要望に応 じて、 オーダ ーメ
イド・ウ ィッグ や段階 的に髪 を増や す「フ レッ クス」な ど最適 なプラ ンを
ご提案いたします。
ヘアチェック （無料）
マイクロ スキャ ナーで 頭皮を 確認し 、その 場で チェック 結果を ご覧い ただ
きながら 、専門 資格「 毛髪診 断士」 を取得 した 専門のス タッフ が正し いヘ
アケア方法についてアドバイスいたします。
※ヘアチ ェック を体験 された 全ての 方に、 髪と 頭皮をい たわる 各種成 分の
配合によ り育毛 に適し た頭皮 環境を 実現す るヘ アケア商 品「ヘ アリプ ロ薬
用スカル プシャ ンプー 」「ヘ アリプ ロ薬用 スカ ルプガー ド（コ ンディ ショ
ナー）」の 3 日間お試しセットをプレゼントいたします。
ヘアケア商品 販売
実際にアデランスのサロンで育毛・スカルプケアとして使用されている
「HairRepro（ヘアリプロ）」シリーズの商品（ シャンプー、コンディショ
ナー等）を限定販売いたします。
開催スケジュール：
開催期間
会場
8 月 23 日（土）～25 日（月） 伊勢丹立川店
7 階 催物場
8 月 30 日（土）～9 月 1 日（月） 伊勢丹相模原店
本館 5 階 催物場
9 月 6 日（土）～8 日（月） 伊勢丹府中店
8 階 催物場
9 月 20 日（土）～21 日（日） 伊勢丹浦和店
7 階 催物場
9 月 27 日（土）～30 日（火） 千葉三越
7 階 お得意様サロン

営業時間
10 時～19 時半
（最終日 16 時終了）
10 時～19 時
（最終日 17 時終了）
10 時～19 時
（最終日 17 時終了）
10 時 30 分～19 時半
（最終日 18 時終了）
10 時～19 時
（最終日 16 時終了）

※開催時間は百貨店の営業時間に準じます。

フェアに関する一般の方からのお問い合わせ先：
フリーダイヤル 0120-456-802（受付：月～土曜日／午前 10 時～午後 6 時）
「 メン ズア デラ ンス ト ライ アル フェ ア」 の開催 情報 はア デラ ンス のホ ーム ペー ジ
http://www.aderans.jp からご確認いただけます。

＜この件のお問 い合わせ先＞
株式会社アデランス
TEL：03-3350-3268

広報 IR 室

FAX：03-3352-9628

アデランス ホームページ：http://www.aderans.co.jp
フォンテーヌ ホームページ：http://www.fontaine.jp
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