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＜報道関係者各位＞                          

2010 年 2 月 23 日 

  

 
 

 

株式会社 毛髪クリニック リーブ 21(大阪市中央区、代表取締役：岡村勝正、以下リーブ 21)は、日中の交

流と 2008 年に起きた四川大地震被災者への支援のため、2010 年 3 月 20 日～22 日、中国の重慶、成都、

上海の 3 都市で行われる、日中友好 四川大地震支援公演「Love Asia Concert in 重慶・成都・上海」*1 に

協賛いたします。 

リーブ 21 では、本協賛に加えて、事前に Japa
じ ゃ ぱ

Navi
な び

 *2 にてリーブ 21「HBH」ブランド*3 のシャンプーを

お買い上げいただいた上で、当日イベントにご来場された方に、出演アーティストからの素敵なプレゼントを

差し上げるコラボレーション企画も行う予定です。 

なお、シャンプーの売上金の一部は、四川大地震被災者を支援する「四川省幼稚園・小学校建築寄贈プ

ロジェクト」に寄付いたします。 

 

【【【【リーブリーブリーブリーブ 21212121・・・・Love Asia Concert in Love Asia Concert in Love Asia Concert in Love Asia Concert in 重慶重慶重慶重慶・・・・成都成都成都成都・・・・上海上海上海上海コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション企画内容企画内容企画内容企画内容】】】】    

①コンサート会場にて前方席を確約（先着順・席に限りがございます・上海会場は除きます） 

②アジア全体を活動拠点とするバンド、「GYPSY QUEEN」と楽屋での記念撮影（各先着 20 名様） 

③抽選で5名様にステージ上にて、出演アーティストと歌のセッション、及び、全員での記念撮影とサイン入り

Ｔシャツプレゼント（上海会場は、サイン入りＴシャツプレゼントのみ） 

 

【【【【公演概要公演概要公演概要公演概要】】】】    

名 称  日中友好 四川大地震支援公演「Love Asia Concert in 重慶・成都・上海」 

～四川省幼稚園・小学校建築寄贈プロジェクト～   

日 程 2010 年 3 月 20 日（重慶）、21 日（成都）、22 日（上海） 

対 象 重慶市、四川省 成都市、上海市の社会人・大学生を中心とした層 

会 場 重慶会場 重慶南方翻訳学院（ 3 月 20 日 19：00 開始） 

成都会場  成都芸術職業学院実験劇場（3 月 21 日 19：00 開始） 

上海会場 現場 BAR（3 月 22 日 20:00 開始） 

内 容 アーティストによるチャリティ公演、チャリティオークション、学生交流会の実施など 

出演者 日本：GYPSY QUEEN、氏神一番、ねんど大介他 

中国：NANA（四川出身）、現地アーチスト他 

 

主催：One asia 

協賛：株式会社オウケイウェイヴ、株式会社 毛髪クリニック リーブ 21 

後 援：在重慶日本国総領事館 

制 作：株式会社 SILK、Oneasia China Inc.、中国国際旅行社 

     

日中友好日中友好日中友好日中友好    四川大地震支援公演四川大地震支援公演四川大地震支援公演四川大地震支援公演「「「「Love Asia Concert in Love Asia Concert in Love Asia Concert in Love Asia Concert in 重慶重慶重慶重慶・・・・成都成都成都成都・・・・上海上海上海上海」」」」開催開催開催開催    

四川省四川省四川省四川省のののの幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・小学校建築寄贈小学校建築寄贈小学校建築寄贈小学校建築寄贈プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトににににリーブリーブリーブリーブ 21212121 がががが協賛協賛協賛協賛    

    

本件に関するお問い合わせ 

株式会社 毛髪クリニック リーブ 21  

広報部  
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****1111【【【【Love Asia Concert in Love Asia Concert in Love Asia Concert in Love Asia Concert in 重慶重慶重慶重慶・・・・成都成都成都成都・・・・上海上海上海上海】】】】    

音楽を通じて日中の交流を図り、2008 年に起きた四川大地震をいつまでも忘れずに被災者への支援と文

化交流の機会を増やしたいと思うアーティストたちによる公演です。 

当公演は利益目的ではなく、支援の気持ちとして無償で入場無料のコンサートを開く事を主体とし、募金

は四川大地震被災者を支援する「四川省幼稚園・小学校建築寄贈プロジェクト」に寄付されます。 

    

    

****2222【【【【JapaNaviJapaNaviJapaNaviJapaNavi
じ ゃ ぱ な び

】】】】    

 JapaNavi（日本の蔵）とは、郵便事業株式会社が運営する中国国内居住者向けのオンラインショッピング

モールサイトです。様々な日本企業がショップを出店しており、中国の方々に日本の商品を提供するのが目

的です。 

リーブ 21（中国語表記：麗歩 21）は、2009 年 9 月 30 日より、JapaNaviにて、中国インターネット通信販

売を行っております。長年の発毛促進の研究から生みだされるリーブ 21 のヘアケア商品ブランド「HBH」の

商品群から、「スカルプシャンプー」、「アクテシャンプーR」を中国で販売しております。 

お支払い方法は、アリペイ払いかクレジットカード（数ヵ月後から使用可能になる予定）を選ぶことができま

す。アリペイ払いの場合、購入された商品代金は、当日の某時点のレートで換算した人民元でアリペイより請

求されます。クレジット払いの場合は、購入された商品の代金は、表示されている日本円の金額をお使いの

国際クレジットカード会社のレートで換算した人民元で請求されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(URL: https://japanavi.post.japanpost.jp/pg/index.axl)  

郵便事業郵便事業郵便事業郵便事業株株株株式会社式会社式会社式会社    
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****3333【【【【HBHHBHHBHHBH（（（（エイチビーエイチエイチビーエイチエイチビーエイチエイチビーエイチ）】）】）】）】 

リーブ 21 のオリジナルヘアケア商品ブランド「HBHHBHHBHHBH」は、“HHHHealthy & BBBBeautiful HHHHair” のイニシャルから名づ

けられました。ブランドコンセプトは、その名の通り「健康で美しい髪」。リーブ 21 の発毛理論と蓄積されたノウ

ハウを活かし、頭皮と髪の健康を第一に考えたヘアケア商品を開発・提案しています。 

    

HBHHBHHBHHBH（（（（HealthyHealthyHealthyHealthy＆＆＆＆Beautiful HairBeautiful HairBeautiful HairBeautiful Hair））））～～～～健康健康健康健康でででで美美美美しいしいしいしい髪髪髪髪～～～～    

 

【【【【へへへへアケアアケアアケアアケア商品詳細商品詳細商品詳細商品詳細】】】】    

スカルプシャンプースカルプシャンプースカルプシャンプースカルプシャンプー(250(250(250(250ｇｇｇｇ))))                                                  アクティシャンプーアクティシャンプーアクティシャンプーアクティシャンプーRRRR    (300ml)(300ml)(300ml)(300ml)    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

リーブリーブリーブリーブ直販直販直販直販    

    

 

リーブ 21 は、1993 年の開業当初から、直営店での発毛施術サービスを主軸にしており、ヘアケア商品等

の販売は、店舗と一部電話の問い合わせのみに対応していました。2007 年 9 月に通信販売部門の「リーブ

直販」（http://reve21shop.co.jp/）を立ち上げ、リーブ 21 の発毛施術で使用するシャンプーなどのヘアケ

ア商品はもちろん、髪と体の健康を考えた健康食品までを豊富にラインナップして一般の方にも広く販売し

ています。WEB、モバイル、電話で全国どこからでもご注文いただけます。 

リーブ直販サイト http://reve21shop.co.jp 

リーブ直販コールセンター 0120-8341-39（ヤサシイ サンキュー） 

24 時間受付中 

 

 

【【【【会社概要会社概要会社概要会社概要】】】】    

会社名：株式会社 毛髪クリニック リーブ２１    

代表取締役：岡村勝正 

本社所在地：大阪府大阪市中央区城見 2-1-61 ツイン 21 MID タワー22F 

設立：1993 年 11 月    

資本金：40,000,000 円 

主要サービス：頭髪の発毛施術サービス  

店舗数：102 店舗（平成 22 年 2 月現在） 

URL: http://www.reve21.co.jp 

 

 

マグマの恵み「天然ケイ酸アルミニウム」

を洗浄成分としたペースト状のシャンプ

ーです。ミクロサイズのボール状になって

いる天然ケイ酸アルミニウムが、老廃物

や脂質をしっかり吸着して取り除きます。

アクティシャンプーR と併用し、週に 2～3

回程度のご使用をおすすめします。 

             税込価格 2,620 円 

アミノ酸系界面活性剤をベース

に、シャクヤクエキス、ゴボウ根エ

キス、トウキ根エキスなどの和漢植

物エキスを潤沢に配合した、髪と

頭皮を健やかに保つシャンプー。

30 年以上、髪を研究しているリー

ブ 21 ならではの品質です。   

          税込価格 4,720 円 

 


