2019 年 3 月

繭から生まれた高純度セリシンを配合したライフスタイル提案型ブランド

4 月 1 日「イノセントスキンホワイトセラム」 発売
定着シミ、隠れシミ、黄ぐすみ、色素沈着など様々な角度から向き合った薬用美白美容液

Dear Mayuko 株式会社（東京都中央区、代表取締役：明比実也、https://dearmayuko.co.jp）
は、
“一生モノのキレイをつくる”シルク生まれのビューティブランド「dear mayuko」より、
繭由来の天然保湿成分「ピュアセリシン

」と、美白に対する様々な悩みに機能的にアプローチ

TM

する成分を配合した薬用美白美容液
「dear mayuko イノセントスキンホワイトセラム」を 2019
年 4 月 1 日（月）より発売いたします。
このたび発売する「dear mayuko イノセントスキンホワイトセラム」は、ピュアセリシン

TM

を

含む 13 種類の天然由来美容成分を配合し、すでにできているシミ、まだ表面化していない隠れ
シミ、糖化による黄ぐすみ、ニキビ跡による色素沈着など、美白に対する様々な悩みにアプロー
チ。さらに、日焼け後のほてりや肌荒れ、ニキビを防ぐ効果も期待でき、オールシーズン、年齢
層を問わずご使用いただける薬用美白美容液です。透明でとろりとしたリキッド状のテクスチャ
ーは、肌なじみが良く、保湿感もしっかりと感じられます。

＜新商品＞

2019 年 4 月 1 日（月）発売

dear mayuko Innocent Skin White Serum
（イノセントスキンホワイトセラム）

＜内容量＞
30mL
※使用量（目安）：2 プッシュ／回（約 75 回分）
＜価格＞
10,000 円＋税

＜使用方法＞
ローションの後、お顔全体に優しくなじませます。
気になる部分には重ね付けすることをおすすめします。

＜製品特長＞
機能性を考えた 13 種の天然由来美容成分を配合。シミができるまでの複雑なメカニズムに着目し、
その各過程において美白有効成分と美容成分（保湿）が多角的にアプローチします。また、シミやそ
ばかすなどの紫外線によるダメージだけでなく、加齢とともにトーンダウンする肌にもおすすめです。
ピュアセリシン TM や多数の天然由来美容成分によって、環境ストレスや加齢によるダメージを受けに
くい肌に整え、内側（角質層）から透明感とハリ感をあたえる美容液です。

dear mayuko のキー成分「ピュアセリシン TM」」の機能特性
肌に存在する天然保湿因子 NMF と似た成分で、肌なじみが良く素早くうるおい、肌の生まれ変わり
をサポートします。さらに肌表面を保護して健やかな状態に保ちます。

＜全成分＞
有効成分：Ｌ－アスコルビン酸２－グルコシド（美白）
、グリチルリチン酸ジカリウム（抗炎症）
その他の成分：精製水、BG、加水分解シルク液、メマツヨイグサ抽出液、アーティチョークエキス、
酵母エキスー３、プルーン酵素分解物、マロニエエキス、シャクヤクエキス、ヒメフウロエキス、ダ
イズエキス、セイヨウナシ果汁発酵液、オウゴンエキス、ドクダミエキス、ユキノシタエキス、濃グ
リセリン、ジグリセリン、１，３－プロパンジオール、ベタイン、ヒドロキシエチルセルロース、ア
ルギン酸 Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カラギーナン、水酸化 Na、クエン酸、クエン酸
Na、フェノキシエタノール
＜無添加成分＞
パラベン、石油系界面活性剤、シリコーン、鉱物油、合成着色料、合成香料

◆本資料は、商品理解をより深めていただくための内容であり、医薬品医療機器等法（旧薬事法）に抵触する表現が含まれてい
る場合がございます。予めご了承ください。お取り扱いをご希望の際は、お問い合せいただきますよう、お願い申し上げます。

主な取り扱い商品
顔を洗うことはスキンケアの基本。だから dear mayuko は、クレンジングやソープ
など洗顔アイテムにもピュアセリシン TM を配合しています。メイクや余分な皮脂の
汚れを丁寧に落としながら、肌のうるおいも守ります。
・クレンジングオイル 150mL \2,800
・クレンジングリキッド 150mL \2,800
・洗顔フォーム 100g \2,400
・洗顔泡フォーム 150mL \2,800
・ソープ（洗顔石鹸） 100g \1,600

ローションやミルクなど基礎のケアはもちろん、セラムやマスクなどのひと手間かけ
るプラスのケアにもピュアセリシン TM を配合。どのアイテムでも、気軽にピュアセ
リシン TM のうるおいを感じていただけます。
・イノセントスキンセラム（プレ美容液） 20mL \7,800
・ローション さっぱり／しっとり／とてもしっとり 150mL \3,800
・ミルク さっぱり／しっとり／とてもしっとり 100mL \4,800
・クリーム しっとり／とてもしっとり 40g \5,800
・シートマスク 1 包 \1,600 ／ 5 包（箱）\7,800
・マッサージジェル 100g \4,800
dear mayuko は、頭からつま先まで“素肌”と考えます。シャンプーやボディソー
プにも、スキンケアと同じようにピュアセリシン TM を配合。全身をいきいきとした
美肌へと整えます。
・シャンプー スムース／モイスト 300mL \2,800
・コンディショナー 300g \2,800
・トリートメント 150g \2,800
・スカルプシャンプー スムース／モイスト 300mL \3,800
・スカルプトリートメント 200g \4,800
・ボディソープ 300mL \2,800
yuruyuru、gorogoro などその時々のなりたい気分に合わせて香りを選べる、ピュ
アセリシン TM 入りのバスミルクです。やさしいお湯で、お風呂上がりの素肌を、し
っとりとなめらかな肌へ。
バスミルク 1 包 \260 ／ 10 包（箱）\2,400
□yuruyuru・・・爽やかなグリーンフローラル系の香り。
□hirahira・・・マイルドなフローラルフルーティムスク系の香り。
□gorogoro・・・みずみずしいフルーティフローラルムスク系の香り。
□uraura・・・ナチュラルなフレッシュフローラル系の香り。
□powapowa・・・優しいフレッシュフローラルフルーティ系の香り。

ふわふわと軽やかなパイル編みの綿 100%のタオルに、セリシン加工を施しました。
軽石にもセリシンを練り込みました。全身でピュアセリシン TM のやさしさを感じて
いただけます。
・ハンドタオル 23cm×23cm \1,200
・ウォッシュタオル 35cm×37cm \1,800
・フェイスタオル 35cm×80cm \2,800
・バスタオル 72cm×120cm \7,800
・軽石 \1,200
・ボディタオル 24cm×95cm \1,200

dear mayuko TOPAWARDS ASIA デザイン賞を受賞
dear mayuko のパッケージデザインが、
「TOPAWARDS 2017」を
受賞いたしました。アジアにおいてデザインされたパッケージデザインを
対象とした、アジア限定のパッケージデザイン賞です。

※表示価格は税抜です。

セリシンについて

参考資料

◆繭に含まれるマルチ成分「セリシン」
絹糸を「精練（せいれん）
」する過程で、職人が冷たい水に
長時間手をさらしながらも、白くてなめらかな肌をしていた
ことに着目。研究の結果、絹糸を洗い流すたびに溶け出して
いた成分「セリシン」の働きであることを突き止めました。
セリシンは、乾燥、紫外線、微生物の感染などの外界ストレ
スから繭の中のカイコを守るディフェンスプロテインです。
人間と共通した 18 種類のアミノ酸で構成されていて、その
中でも重要なうるおい成分であるアミノ酸「セリン」を多く
含んでいます。皮膚の天然保湿因子（NMF）のアミノ酸と似
ているため、肌にやさしい成分です。
◆セリシンの 4 つのスキンケア機能
セリシンは肌本来の働きを守り補い、バリア機能を助けるスキンケア機能を持っています。

◆高純度で精製された「ピュアセリシン TM」
dear mayuko で使用するセリシンは、セーレン株式会社の
世界初の抽出精製技術により製造される高純度で精製された
「ピュアセリシン TM」
。繭 1 個から抽出できる量は、わずか
10%です。分子の大きさが均一で高純度に精製されているか
ら、肌へ浸透しやすく、効果が実感しやすいのが特徴です。
◆マルチ成分「セリシン」の機能性と応用
繭を守るセリシンの保護機能は、皮膚の保護を目的としたスキンケア製品への応用だけでなく、
繊維・食品分野から医療分野にまで、幅広い展開が期待されています。

店舗情報
■高島屋日本橋店
東京都中央区日本橋 2 丁目 4 番 1 号 1 階化粧品売場

■高島屋新宿店
東京都渋谷区千駄ヶ谷 5 丁目 24 番 2 号 1 階化粧品売場・11 階（免税店）

■高島屋横浜店
神奈川県横浜市西区南幸 1 丁目 6 番 31 号 1 階化粧品売場

■ジェイアール名古屋タカシマヤ
愛知県名古屋市中村区名駅 1 丁目 1 番 4 号 9 階ディアマユコ

■高島屋京都店
京都府京都市下京区四条通河原町西入真町 52 番地 1 階化粧品売場

■高島屋大阪店
大阪府大阪市中央区難波 5 丁目 1 番 5 号 1 階化粧品売場

■サイアム高島屋（SIAM TAKASHIMAYA）店
299 Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600

★TAKASHIMAYA COSMETICS million doors／有楽町マルイ店・流山おおたかの森 S・C 店
★フルーツギャザリング／銀座インズ店・ペリエ千葉エキナカ店
★神保町いちのいち／有楽町店・池袋店・新百合ヶ丘店・ミーツ国分寺店

Dear Mayuko 株式会社

会社概要

社名

Dear Mayuko 株式会社

本社

東京都中央区日本橋茅場町2-16-1 K&Mビル5F

代表取締役

明比 実也

設立

2015年5月15日

資本金

1億円

事業内容

・化粧品の製造販売業
・ライフスタイル関連の製造販売業
・スパ、エステ及び飲食事業

ウェブサイト

https://dearmayuko.co.jp

【お問合せ】
Dear Mayuko 株式会社

セールスプロモーションチーム

Tel: 03-3666-9200

