
 

 

News Release                                2020 年 1 月 9 日 

プレミアム柔軟剤のレノアオードリュクスから 2 つの極上プレミアム 

レノアオードリュクス パルファムシリーズ/スタイルシリーズ 
2020 年 1 月１１日よりオンライン先行発売*/1 月下旬より全国発売 

 

Ｐ＆Ｇジャパン（本社：神戸市）は、上質な香りを楽しめるプレミアムラインの柔軟剤ブランド『レノアオードリュクス』

より2つの極上プレミアム「レノアオードリュクス  パルファムシリーズ」と「レノアオードリュクス  スタイルシリーズ」を

2020年1月11日よりオンライン先行発売*/1月下旬より全国発売いたします。 

『レノアオードリュクス』は、使用する香料の種類や質、調合などに徹底的にこだわり、洗練された上質で奥深い香りが一日

中続くプレミアム柔軟剤です。 

「レノアオードリュクス  パルファムシリーズ」は、従来製品を5年ぶりにリニューアル！選び抜かれた10種の香

水オイルをブレンドし、香りをアップグレードしました。複雑で深みのある香りが、絶妙なバランスで香りのハーモ

ニーを奏でます。  

新発売の「レノアオードリュクス  スタイルシリーズ」は、12年以上の歳月をかけて研究開発された、シワを防ぐ

「衣類の美容液成分」を配合。繊維の奥まで浸透し、お洋服をシワやダメージから守り、美しいスタイルと肌触り

をキープします。  

 * :  液体柔軟剤のみオンライン先 行発売     
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【製品特長】  

『レノアオードリュクス  パルファムシリーズ』 5 年ぶりのリニューアル！  

10 種の香水オイルをブレンドし、極上の香り * 1 を！  
従来のレノアオードリュクスを 5 年ぶりにリニューアル。選び抜かれた 10 種の香水オイルをブレンド。複雑で

深みのある香りが、絶妙なバランスで香りのハーモニーを奏でます。  
また、今回「ブルーミングパッションの香り」が、柔軟剤、アロマジュエルに加えて、新たにファブリックミストでも新発売。3 種類

のバリエーションで上質な香りを体験いただけます。 
 
3 種の香りラインナップ  
 レノアオードリュクス パルファムシリーズ イノセント NO.10 
パリの朝 6 時。その蕾はゆっくりと開き始める。澄んだ空気の中で、朝霧が花びらをつた
う。朝の日射しに、濡れた葉が輝く。「イノセント」はまるで、パリの朝を絵画で表現したよう
な感覚。美しい一日のはじまりを予感させます。 
  レノアオードリュクス パルファムシリーズ ブルーミングパッション NO.10 

ファッションの街、パリ。スタイリッシュにきめて繰り出す夜。華やかで情熱的な人々の熱気
に抱かれて、鮮やかにきらめくドレスや街並みにも目を奪われる。”ブルーミングパッショ
ン”それはまるで気持ち高ぶるサプライズに満ちたパリの夜を思わせます。 
 レノアオードリュクス パルファムシリーズ ル マリアージュ NO.10 
パリのよく晴れた日の午後。清らかな鐘の音が響く。やわらかな風に舞う祝福の花びらが、
陽射しを浴びて光り輝く。「ル マリアージュ」は、パリの祝福の日のワンシーンを絵画で表
現したような感覚。女性が最も輝く瞬間を呼び覚まします。 
 

 
左から「レノアオードリュクス パルファムシリーズ イノセント NO.10」、「レノアオードリュクス パルファムシリーズミスト イノセントニュアジュ」、 

「レノアオードリュクス パルファムシリーズアロマジュエル イノセントビジュの香り」、 「レノアオードリュクス パルファムシリーズ ブルーミングパッション NO.10」 

「レノアオードリュクス パルファムシリーズミスト ブルーミングパッションニュアジュ」、「レノアオードリュクス パルファムシリーズアロマジュエル ブルーミングパッションビジュの香り」 

「レノアオードリュクス パルファムシリーズ ル・マリアージュ NO.10」、「レノアオードリュクス パルファムシリーズミスト ル・マリアージュニュアジュ」、 

「レノアオードリュクス パルファムシリーズアロマジュエル ル・マリアージュビジュの香り」 

 

【製品概要】 

製品名 
サイズ 

本体 詰替 詰替特大 

レノアオードリュクス パルファムシリーズ イノセント NO.10  530mL 410mL 600mL 

レノアオードリュクス パルファムシリーズ ブルーミングパッション NO.10 530mL 410mL - 

レノアオードリュクス パルファムシリーズ ル・マリアージュ NO.10 530mL 410mL - 

レノアオードリュクス パルファムシリーズアロマジュエル イノセントビジュの香り 520mL - - 

レノアオードリュクス パルファムシリーズアロマジュエル ブルーミングパッションビジュの香り 520mL - - 

レノアオードリュクス パルファムシリーズアロマジュエル ル・マリアージュビジュの香り 520mL - - 

レノアオードリュクス パルファムシリーズミスト イノセントニュアジュ 280mL 250mL - 

レノアオードリュクス パルファムシリーズミスト ブルーミングパッションニュアジュ 280mL 250mL - 

レノアオードリュクス パルファムシリーズミスト ル・マリアージュニュアジュ 280mL 250mL - 

発売時期 発売地域 価格 

全国発売 2020 年 1 月下旬 
オンライン先行発売 2020年 1 月 11 日*2 

全国 オープン 

 * 1 :  レノアの中で    *2 :  液体柔軟剤のみオンライン先 行発売     
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『レノアオードリュクス スタイルシリーズ』 
高級ホテルのような香りとともに、新配合の「衣類の美容液」が 

お洋服をシワやダメージから守り、極上の肌触り * 1を！ 
シワを生む原因は洗濯ジワと収納ジワの2つ。洗濯ジワは、洗濯中に衣類同

士が絡み合い、衣類の繊維が引っ張り合うことでシワが出来てしまいます。また、

収納ジワは、クローゼットの引き出しや狭い空間、洗濯後の衣類が物理的に曲

げられることで、繊維が折れ曲がりそのままシワになってしまいます。  

新 「レノアオードリュクス  スタイルシリーズ」に配合されている「衣類の美容液

成分」は12年かけて開発。洗濯中の繊維 1本 1本にコートされて、繊維間のすべ

りをよくし、洗濯中の繊維の引っ張りを抑制したり乾燥時に繊維が固まって、シワ

になるのを防ぎます。さらに、「衣類の美容液成分」は、繊維の奥まで浸透し、外

的な力に対し繊維の1本 1本に戻る力を与えてくれるので、衣類のシワを大幅に

防ぎます。  

 

「レノアオードリュクス  スタイルシリーズ」の“シワを防ぐ仕組み”を動画にて公開中！ 

  https://youtu.be/mzHmu2fYimk 
 

2種の香りのラインナップ 
 レノアオードリュクス スタイルシリーズ イノセント 
パリの朝 6 時。その蕾はゆっくりと開き始める。澄んだ空気の中で、朝霧が花びらをつたう。朝の日射
しに、濡れた葉が輝く。「イノセント」はまるで、パリの朝を絵画で表現したような感覚。美しい一日のは
じまりを予感させます。 
 レノアオードリュクス スタイルシリーズ ブルーミングパッション 
ファッションの街、パリ。スタイリッシュにきめて繰り出す夜。華やかで情熱的な人々の熱気に抱かれ
て、鮮やかにきらめくドレスや街並みにも目を奪われる。”ブルーミングパッション”それはまるで気持
ち高ぶるサプライズに満ちたパリの夜を思わせます 
 

 
左「レノアオードリュクス スタイルシリーズ イノセント」、右「レノアオードリュクス スタイルシリーズ ブルーミングパッション」 

【製品概要】 

製品名 
サイズ 

発売時期 価格 
発売 
地域 本体 詰替 詰替特大 

レノアオードリュクス スタイルシリーズ イノセント 530mL 410mL 600mL 
全国発売 

2020年 1 月下旬 

オンライン先行発売  
2020年 1 月 11 日*2 

オープン 全国 

レノアオードリュクス スタイルシリーズ ブルーミングパッション 530mL 410mL 600mL 

 * 1 :  レノアの中で    

＜Ｐ＆Ｇについて＞ 

Ｐ＆Ｇは、高い信頼と優れた品質の製品ブランドを通じて、世界中の人々の暮らしに触れ、よりよいものにしています。日本では、柔軟剤「レノ

ア」をはじめとして、衣料用洗剤「アリエール」「ボールド」「さらさ」、エアケア製品「ファブリーズ」、台所用洗剤「ジョイ」、紙おむつ「パンパース」、

吸水ケアブランド「ウィスパー」、ヘアケアブランド「パンテーン」「ｈ＆ｓ」「ヘアレシピ」、スキンケア製品「SK-II」、シェーブケアブランド「ジレット」

「ブラウン」、電動歯ブラシ「ブラウン オーラルＢ」など、様々な製品を提供しています。(https://jp.pg.com/) 
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