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　ユニリーバ・ジャパンは、「大人っぽくさりげないスタイルをつくるトータルグルーミング」をコンセプト
とする“AXE BLACK（アックス ブラック）”（URL：http://www.axeblack.jp/）シリーズに、5種の新製品を追加。
「アックス ブラック ナチュラルポリッシュ アクアジェリー」、「アックス ブラック トリートメント クリー
ムワックス」、「アックス ブラック プレスタイリング トリートメントミスト」の  スタイリング3製品と、
「アックス ブラック リセット シャンプー」、「アックス ブラック リセット トリートメント」のへアケア2
製品を、2017年3月6日（月）より発売いたします。 

　“AXE BLACK”は、オシャレ感度の高い20代男性のために開発され、AXE日本上陸10年目の2016年3月に誕
生したトータルグルーミングシリーズです。大人っぽさを演出するクールマリンのさりげない香りを、シリー
ズの各アイテムで採用しています。 
 
　近年、男性用ヘアスタイリング剤の中でもスタイリングジェルが男性ヘアスタイリング市場を牽引しており
※1、また、ヘアワックスでは、ワックスの剤型別に分類すると、定番としてすでにポピュラーなハードワック
ス、ファイバーワックスに次ぎ、クリームワックスが第3のワックスとして注目を集めています。こうしたト
レンドに着目し、AXE BLACKでは、新たに3種類のスタイリングアイテムを追加 いたします。強いホールド
力は保ちつつ、自然な仕上がりを演出する「アックス ブラック ナチュラルポリッシュ アクアジェリー」。 ト
リートメント成分配合により、スタイリングしながら髪のダメージケアができるクリームワックス「アックス 
ブラック トリートメント  クリームワックス」。さらに、スタイリング前に使うトリートメントミスト「アッ
クス ブラック プレスタイリング トリートメントミスト」を新たに発売いたします。 
 
　また、スタイリングシャンプーに関して、男性には「時間をかけず、スタイリングを楽にしたい」、「しっ
かりスタイリング剤を落としたい」という、ふたつの大きなニーズがあることがわかりました※2。スタイリン
グしやすい髪に仕上げるAXE BLACKの既存のシャンプー「アックス ブラック ノーベッドヘア シャンプー」
に加え、今回、スタイリング剤をしっかり落とすニーズに応えるべく、2種類のヘアケアアイテムを新発売。
スタイリング剤を一度で激落ちさせる洗浄力を誇る「アックス ブラック リセットシャンプー」、待たずにす
ぐ洗い流してもなめらかでスムーズな毛流れを演出する「アックス ブラック リセット トリートメント」を展
開いたします。 

 “AXE BLACK”は、 「大人っぽくさりげないスタイルをつくるトータルグルーミング」をコンセプトに、ヘ
アからボディまで幅広い製品ラインナップで男性の身だしなみのトータルケアをサポートしていきます。 
（※1）インテージSRI調べ  （※2）ユニリーバ調べ 

～20代男性向けの大人っぽくさりげないスタイルをつくるトータルグルーミングシリーズ～ 

 AXE BLACK、スタイリングとヘアケアに5アイテムが新登場！ 
2017年3月6日（月）より発売開始 
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スタイリングライン 新製品 

アックス ブラック ナチュラルポリッシュ アクアジェリー　	
～強力なホールドなのに、超自然な仕上がり～	

●製品特徴 
強力ホールドと超自然な仕上がりを両立するジェル。
ノンオイルアクアベースで、べたつかず粉ふきしにくい
アックス独自処方。　　トリートメント成分配合のス
ムーズヘアテクノロジーで伸びが良く、素早い髪馴染
みを実現します。　　　　　　　　　　　　　　　　
クールマリンのさりげない香り。 

【製品概要】 
■アックス ブラック ナチュラルポリッシュ アクアジェ
リー 
内容量：100g　価格：オープン価格　  
発売日：2017年3月6日（月） 

アックス ブラック トリートメント クリームワックス 	
～トリートメントINで流行りのニュアンススタイルを実現～	

●製品特徴 
ニュアンスを作れるスタイリング力と、同時に髪のケ
アができる　　　クリームワックス。トリートメント
成分配合のスムーズヘアテクノロジーで伸びが良く、
素早い髪馴染みを実現します。　　　　　クールマリ
ンのさりげない香り。 

　　　 

アックス ブラック プレスタイリング トリートメントミスト	
～トリートメント効果で、髪を速攻コントロール～	
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【製品概要】 
アックス ブラック トリートメント クリームワックス 
内容量：65g　価格：オープン価格　  
発売日：2017年3月6日（月） 

【製品概要】 
■アックス ブラック プレスタイリング トリートメントミスト  
内容量：145ml　価格：オープン価格　 
発売日：2016年3月6日（月） 

●製品特徴 
スタイリング前に使用すると、髪をコントロールしスタイリングしやすい髪に仕上げます。                                                                      
トリートメント成分配合のスムーズヘアテクノロジーで、素早い髪馴染みを実現。                                                                                         
UVプロテクション成分（紫外線吸収剤）配合。                                                         

紫外線で傷みがちな髪をガード。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
クールマリンのさりげない香り。 



ヘアケアライン 新製品 

アックス ブラック リセット シャンプー　	
～1度でスタイリング剤が激落ち～	

●製品特徴 
スタイリングはしっかりとしたいが、落とすため
に2度洗いしたくない男性へ。　　　　　　　　　　
タフな泡のディープクレンジング処方で、残りが
ちなスタイリング剤も1度で激落ち。　　　　
クールマリンのさりげない香り。 

　 【製品概要】 
■アックス ブラック リセット シャンプー 
ポンプ 
内容量：350g　価格：オープン価格　 
発売日：2016年3月6日（月） 
■アックス ブラック リセット シャンプー 
つめかえ用 
内容量：280g　価格：オープン価格　 
発売日：2016年3月6日（月） 

アックス ブラック リセット トリートメント 　	
～洗浄後の髪もトリートメントで速攻スムーズ～	

●製品特徴 
インスタント トリートメント処方で、待たずに直ぐ洗い流しても、洗浄後なめらかで 

スムーズな髪に仕上がります。クールマリンのさりげない香り。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 【製品概要】 
■アックス ブラック リセット トリートメント ポンプ 
内容量：350g　価格：オープン価格　発売日：2016年3月6日（月） 
■アックス ブラック リセット トリートメント つめかえ用 
内容量：280g　価格：オープン価格　発売日：2016年3月6日（月） 

ポンプ　             つめかえ用	

参考情報 ：AXE BLACKシリーズについて 
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AXE BLACKシリーズについて 
 

“AXE BLACK（アックス ブラック）”は、ユニリー
バ・ジャパンが展開する、男性用化粧品ブランド
AXEから登場した「大人っぽくさりげないスタイル
をつくるトータルグルーミング」をコンセプトとし
たシリーズです。ヘアスタイリング、ヘアケア、フ
レグランス ボディスプレー、ボディソープなど、全
13種類の製品を展開。ヘアからボディまで幅広い製
品ラインナップで男性の身だしなみをトータルサ
ポートしています。 

ポンプ　　　　　つめかえ用	

※ユニリーバ調べ 

アックス ブラック リセット 
シャンプー洗浄力テスト 

ワックス*を毛束に塗布し、シャンプーでの洗
浄前後で、UVライトをあてて、汚れ落ちを確
認。シャンプー後は、黄緑色に光る部分　
（ワックス残り）がないことがわかります。　 
*黄緑色の蛍光剤Bを混ぜて可視化しています。 



AXE BLACKシリーズ 商品ラインナップ 
魅力に関わるLOOK・SMELL・FEELの3つのポイントすべてにおいて「大人っぽくさりげないスタイル」   
を実現可能に 

																								〈この件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先〉																													
“AXE”　PR事務局　＜㈱イニシャル内＞　担当：松本・山下・三浦 
TEL：03-5572-6073　FAX：03-5572-6065　MAIL：axe@vectorinc.co.jp		

① ＜アックス ブラック リセット シャンプー＞　内容量：350g 

② ＜アックス ブラック リセット トリートメント＞　内容量：350g	 

③ ＜アックス ブラック ノーベッドヘア シャンプー＞　内容量：350g  

④ ＜アックス ブラック ナチュラルポリッシュ アクアジェリー＞　内容量：100g 

⑤ ＜アックス ブラック トリートメント クリームワックス＞　内容量：65g 

⑥ ＜アックス ブラック プレスタイリング トリートメントミスト＞　内容量：145ml 

⑦ ＜アックス ブラック カジュアルコントロール パティワックス＞　内容量：65g  

⑧ ＜アックス ブラック デフィニティブホールド マッドワックス＞　内容量：65g 

⑨＜アックス ブラック フェザーウェイト バブルムース＞　内容量：130g     

⑩＜アックス ブラック ヒートスタイル ドライヤー フォーム＞　内容量：145ml     

⑪＜アックス ブラック ファイナルタッチ インビジブルスプレー＞　内容量：140g     

⑫＜アックス フレグランス ボディスプレー ブラック＞　内容量：60g     

⑬＜アックス ボディソープ ブラック＞　内容量：480g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
※価格は全てオープン価格 	

NEW 

①	 ⑪	 ⑫	 ⑬	④	 ⑤	 ⑨	 ⑩	

NEW NEW 
NEW 

NEW 

②	 ③	 ⑦	⑥	 ⑧	

FEEL SMELL LOOK 

ヘアケア フレグ
ランス 

ボディ
ソープ ヘアスタイリング 

〈クレジット表記、および一般のお客様からのお問合せ先〉	
ユニリーバ　 お客様相談室	

0120-500-513（ヘアケア製品）	

　　　　　　  0120-110-747（フレグランス、ボディソープ）	

受付時間　9:00-17:00（土・日・祝日を除く）	
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