2019 年 9 月

繭から生まれた「ピュアセリシン TM」で、一生モノのキレイをつくる。

うるおいを感じる風。
「ｓｏｙｏｓｏｙｏ」の香り登場！
2019 年 11 月 13 日（水）発売

（左）バスミルク 20mL 260 円＋税
（右）ハンドクリーム 35g 1,400 円＋税
髙島屋とセーレンの合弁会社である 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”ライフスタイル提案型のビューティブランド
「dear mayuko」の人気商品バスミルク、ハンドクリームより、新しい香り「ｓｏｙｏｓｏｙｏ（そよそよ）」
を 2019 年 11 月 13 日（水）に発売スタートいたします。

◆「dear mayuko」とは
本当に良いものやワクワクすることを通じて、自分らしい生き方や暮らし方、そして五感を満たす日常を創出す
るライフスタイルを提案していきます。モノで溢れる時代の中で、流行に左右されることなく、自分の価値観を
持ち、飾らず自然体で暮らしている人たちが本当に欲しいと思う製品を追求し、年齢、性別、国籍を問わず、ま
たテクニック不要で、誰でもシンプルに一生モノのキレイを目指せる製品を開発しています。提案する製品は、
フェイスケアやボディケアなどのビューティアイテムから、入浴剤やヘアケアなどのバスアイテム、タオルをは
じめとする生活雑貨までバリエーション豊かに、約 80 製品を展開いたします。

＜新商品＞ 2019 年 11 月 13 日（水）発売
バスミルク soyosoyo（そよそよ）
＜内容量＞
20mL（1 包）
＜価格＞
260 円＋税
＜使用方法＞
浴槽のお湯（150～200L）に 1 包をとかしてご入浴ください。
＜製品特長＞
繭から生まれた天然の保湿成分「ピュアセリシン

」を配合。やわらかなお湯で、全身を優しく

TM

包み込みます。お風呂上りの乾燥を防ぎ、しっとり、なめらかな仕上がりです。
既存の香りは yuruyuru、hirahira、gorogoro、uraura、powapowa の 5 種。なりたい気分
の香りを選んで究極のリラックスタイムを過ごしていただけます。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
＜新商品＞ 2019 年 11 月 13 日（水）発売
ハンドクリーム soyosoyo（そよそよ）
＜内容量＞
35g
＜価格＞
1,400 円＋税
＜使用方法＞
適量をとり、マッサージするように手・指・爪になじませてください。
＜製品特長＞
のびがよく、なじみのよい使用感です。やや硬めのテクスチャーでしっかりなじませると何度も
塗りなおす必要はなく、しっとり感が持続します。繭由来の保湿成分「ピュアセリシン

TM

」配合

で、就寝前にお使いいただくと、朝までうるおいが持続し乾燥からお肌を守ってくれます。
既存の香りは yuruyuru、hirahira、gorogoro、uraura、powapowa の 5 種。なりたい気分
の香りを選んで究極のリラックスタイムを過ごしていただけます。

dear mayuko 香りへのこだわり
リラックスしながら、いつも自分らしくいられる香りをテーマにしています。
香りのネーミングも、その香りを使っていただくときの気持ちを表現しています。
yuruyuru（ゆるゆる）爽やかなグリーンフローラル系の香り。
濃い緑にときどき野に咲く花の香り。まるで深い森を散歩しているよう。いつのまにか、心とからだがいつもの自分に。

hirahira（ひらひら）マイルドなフローラルフルーティムスク系の香り。
淡い色の花々を束ねた優しい香りのブーケをあなたへ。気持ちがふわりと舞い上がり、羽ばたきそう。

gorogoro（ごろごろ）みずみずしいフルーティフローラルムスク系の香り。
みずみずしい果実と花々に囲まれた香りのリゾートで自分だけの時間を。心ゆくまでのんびりとくつろいで。

uraura（うらうら）ナチュラルなフレッシュフローラル系の香り。
白い花や爽やかな柑橘の香り。やわらかい日差しに包まれた香りの小径で、心地よいリフレッシュを。

powapowa（ぽわぽわ）優しいフレッシュフローラルフルーティ系の香り。
柑橘の香りの中に、ほのかに華やかな花の香り。日差しのぬくもりが残る清潔なシーツに身をゆだねる心地よさを。

＜新＞soyosoyo（そよそよ）すっきりとしたシトラスグリーンティー系の香り。
柑橘の香りをふくんだ、みずみずしい風。洗われた空気のなかで、新芽のようにいきいきと。
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＜新＞

ピュアセリシン TM について
◆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。

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
・クレンジングジェル 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／ローションモイスト 150mL \3,800
・ミルク／ミルクモイスト 100mL \4,800
・クリーム／クリームモイスト 40g \5,800
・シートマスク 1 包 \1,600 ／ 5 包（箱）\7,800
・イノセントスキンホワイトセラム（医薬部外品） 30mL \10,000
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 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＆ヘアシャンプー 300mL \3,800
・スカルプ＆ヘアトリートメント 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 20mL \260
□soyosoyo・・・すっきりとしたシトラスグリーンティー系の香り。
□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
・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
※表示価格は税抜です。

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。

店舗情報
■髙島屋日本橋店
東京都中央区日本橋 2 丁目 4 番 1 号 1 階化粧品売場
■髙島屋新宿店
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）
■髙島屋横浜店
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
■髙島屋柏店

2019 年 9 月 4 日（水）OPEN

千葉県柏市末広町 3 番 16 号 3 階化粧品売場
■髙島屋大阪店
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
■髙島屋京都店
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
■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
■サイアム髙島屋（SIAM TAKASHIMAYA）店
299 Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600
■他、ビューティ系セレクトショップにて取り扱い
★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

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

