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　株式会社マンダム（本社：大阪市　社長執行役員：西村元延）では2010年より、睡眠の質と美容の関係に
着目した睡眠美容という新しい分野で研究開発を開始しました。自分磨きの時間が不足しがちな大人の女性に、
眠りのちからで内面からの美しさを引き出す、新しい美容習慣「睡眠美活」を提案しています。
　この度、睡眠美活の新しい提案として、おやすみ前の優雅な癒しの時間を演出しながら、頭皮から美を引き上
げる、大人の女性のためのヘア＆スカルプケアシリーズ「SLEPIA（スリピア）」を2018年9月3日（月）より、
通信販売にて発売いたします。　

朝の目覚めが楽しみになる、癒しのナイトケア
頭皮をうるおいで満たし、美を引き上げる

ヘア＆スカルプケアシリーズ「SLEPIA（スリピア）」誕生

2018年9月3日（月）より通信販売にて発売

スリピア ヘアクレンジング
スリピア 頭筋ストレッチクリーム
スリピア 頭皮用美容液

500g
135g
120ml

￥3,686（税抜）
￥2,311（税抜）
￥4,149（税抜）

商品の問い合わせ・申込み
　インターネット：「マンダムの睡眠美活ONLINE SHOP」　http://mandom-be-sleep.jp/slepianr 
　電話：　　　0120-506-817
　※商品のお申し込み受付は2018年9月3日（月）からです。
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※1 2017年9月/40代女性 n＝2694/NET調査/マンダム調べ

　40才ごろになると、女性は自身の、いろいろな変化を感じます。髪や頭皮の変化もそのひとつです。40代女性の
約9割が加齢による髪や頭皮の変化による悩みを抱えています。多い悩みは白髪、髪や頭皮の乾燥、髪のうねりやク
セの出現など。しかし、その変化に対して、実際にはなかなか対処できていなかったり、していたとしても、日々の疲れのた
め、適当に済ませてしまいがちです※1。髪の状態が身だしなみや若々しさに影響しており、将来の美のためにも何かした
ほうがいい、効果があるものならしたい、といった気持ちはあるものの、なかなか踏み出せないのが現状です。　

変化に気付いていても、疲れや忙しさでケアを怠りがちな大人の女性

※2  2018年3月/スタイリスト以上経験の美容師 n＝100/NET調査/マンダム調べ　※3 年齢に応じたお手入れ

　日々、お客様の髪や頭皮に触れる美容師に聞いたところ、頭皮トラブルが一番多いと感じる年代は40代女性でした。
また、経験から、美容師の84％が「頭皮の状態は髪質などに影響する」と回答しています※2。頭皮環境をすこやか
に整えることは大切なエイジングケア※3なのです。

美しさは“健康な頭皮”から

　さらに、ヘッドスパの第一人者である樋口賢介氏が教える、「SLEPIA
（スリピア）」を使用して行う「洗う・ほぐす・引き締める」3つのお手入れテク
ニックも提供。特に、樋口氏が考案した頭部マッサージ法「頭筋ストレッチ」
は、顔とひとつづきになった頭部をほぐして引き上げることで、頭皮をキュッと
引き締めてハリを与えます。動画やリーフレットなどのバックアップツールを
見ながら真似するだけで、プロの技を自宅で手軽に体感していただけます。
　バスタイムに行うことで、すっきり感とともに、深いリラックス感に包ま
れた眠りを誘い、より一層大人の女性の美をサポートします。

プロのマッサージメソッドでさらなる癒しと美をサポート

　今回新発売する「SLEPIA（スリピア）」は、大人の女性の美に不可欠な頭皮と髪のケアに加えて、眠りのちからにも
着目したシリーズです。眠りは翌日の活力のため、また、美のためにもとても大切です。リラックス感を演出する香りや独自
のマッサージメソッドで、おやすみ前のバスタイムに癒しを与え、心地良い眠りにつけるようサポートします。
　スキンケアのように、たっぷりとうるおいを与え、頭皮環境を整える3品のラインアップ。ヘアクレンジングは、めず
らしい泡立たないミルクタイプで、お肌のメイク落としのように汚れとなじみやすいのに、うるおいはたっぷり残して洗い
上げる、頭皮のことまでしっかり考えた処方設計。コンディショナー効果もあるので忙しい女性にぴったりです。頭筋スト
レッチクリームはトリートメントとしても使える頭部のマッサージクリームでプロのマッサージメソッド「頭筋ストレッチ」と
あわせることで頭皮をしっかり引き上げながら深いリラックス感を与えます。頭皮用美容液は、頭皮を保湿し引き締める
とともに、髪にハリを与えてふんわりと仕上げます。

癒しの頭皮ケアと睡眠で美を引き上げる、大人のためのヘア＆スカルプケアシリーズ「SLEPIA」
頭皮をうるおわせ、リラックス感を高める3品のラインアップ

　サロンワークで様々なお客様を見てきましたが、40代くらいから女性は髪にハリツヤが無くなったり、白髪が
増えたり、クセやうねりが出たり、そんな変化が多く見られます。
　ヘアトリートメントやヘアカラー、パーマで対処するお客様が多いですが、大切なのは髪を育てる土台である
頭皮ということに、気付かない方が多いのが現状です。
　荒地では作物が育たないように、頭髪にも同じようなことが言えると思います。また、頭皮と顔は一枚皮で
繋がっているため、頭皮のケアはすなわち顔のケアにも繋がるのです。
　女性が活躍する時代だからこそ、忙しい年代の女性だからこそ、バスタイムを最大限活用して頭皮と髪のケアを
したり、マッサージや香りでリラックスすることで上質な睡眠を取ったり、新しいエイジングケアのカタチをおす
すめします。ちょっとの心がけとケアで、いつだって人は美しく輝けるのですから。

樋口氏からのメッセージ

樋口 賢介（ひぐち けんすけ）
美容研究家/株式会社HIGUCHIリーディング代表。20年以上の経験を持つ、ヘッドスパの第一人者。世界中
の美容法を習得し、独自のオリジナルメソッドを活用した頭部ケアマッサージ「頭筋ストレッチ」を考案。10年
後の美のために、「頭部ケア」習慣の大切さを伝えている。



安らぎを感じさせる、ハーブの香りをアクセントにしたハーバルフローラルの香り。
ナイトケアにふさわしい上質なリラックス感を演出します。

（スリピア）シリーズ特長
頭皮をうるおいで満たし、美を引き上げる

ヘア＆スカルプケアシリーズ

香り

全品に厳選された美容成分※を配合。
うるおいに満ちて、ハリのある頭皮に
整えます。

厳選された美容成分配合

美容家 樋口賢介氏による商品を使ったお手入れ方法や、
頭皮をほぐして引き上げる「頭筋ストレッチ」マッサージ方法をご提供。
おやすみ前のバスタイムに行うことで、深いリラックス感に包まれた眠りを誘い、さらなる癒しと美をサポートします。

プロが教えるマッサージとお手入れ方法を提供

※ 保湿成分

バスタイムの保湿ケアが効果的

シャルドネ果実エキス

（セイヨウトチノキ種子エキス）（ブドウ果実エキス）

頭皮用美容液

洗う ほぐす 引き締める

お風呂上りやスタイリング前の
頭皮の保湿ケアに

シャンプー後の頭部マッサージや
トリートメントに

いつものシャンプーに置き換えて
頭皮と髪を洗い上げる

１アイテムだけでも、
STEP使いでも。
頭皮を癒しながら
うるおいで満たす、
おやすみ前の極上ケア。

※動画は9月3日（月）より、「マンダムの睡眠美活ONLINE SHOP」にてご覧いただけます。

体が温まり、頭皮が柔らかくなっている
バスタイムは頭皮の保湿ケアに最適です。
インバス、アウトバスのお手入れで、
植物エキスの保湿力が大人女性の
頭皮環境を整えます。

ヘアクレンジング 頭筋ストレッチクリーム

マロニエエキス ビワ葉エキス



地肌になじみやすいなめらかなミルクタイプのクレンジング。
油分の粒子が皮脂やスタイリング剤などの汚れを乳化して
浮き上がらせるため、必要なうるおいは残し、
髪と頭皮をいたわりながら洗浄できます。

スキンケア発想のヘアクレンジング

（スリピア）商品特長

ヘアクレンジング

スリピア ヘアクレンジング
（洗髪料/ヘアコンディショナー）
500g
¥3,686（税抜）

スリピア 頭筋ストレッチクリーム
（頭部用マッサージクリーム/
ヘアトリートメント）
135g
¥2,311（税抜）

● なめらかなミルクがメイククレンジングと同じように、皮脂や毛穴の汚れを乳化して浮き上がらせて落とします。
● コンディショニング成分が髪を包み込み、みずみずしく軽やかな髪に整えます。
　これ１本でコンディショナーまで完了し、忙しいとき、疲れたときも素早くヘアケアができます。
● 乾燥しがちな大人の頭皮にうるおいとハリを与えます。

● プロのマッサージメソッド「頭筋ストレッチ」により、顔と一枚皮でつながっている頭部をほぐし、
　やわらかですこやかな頭皮に整えます。
● トリートメントとしても使用でき、うるおいのあるしなやかな髪に整えます。
● 頭が軽くなるような心地のよい清涼感で、頭皮をすっきりリフレッシュします。

● 頭皮と髪をぬるま湯でしっかり洗い流した後、適量を頭皮から毛先までやさしくなじませ、
　指の腹で頭全体をマッサージするように洗い、そのあとよくすすぎ流します。

アロエベラ葉エキス ポリクオタニウム-64

●うるおいに満ちてハリのある頭皮に整える3種の美容成分※配合

●髪と頭皮のために2つのうるおい成分をプラス

マロニエ
エキス

ビワ葉
エキス

（セイヨウトチノキ種子エキス）（ブドウ果実エキス）

（ブドウ果実エキス）

（シア脂）

シャルドネ
果実エキス

厳選された美容成分配合

〈使用方法〉

〈使用方法〉
● シャンプー後、軽く水気をきり、適量を頭皮に直接塗布したあと、説明書にしたがって頭部をやさしくマッサージし、
　髪全体になじませます。しばらく時間を置いた後、よく洗い流します。

必要なうるおいは残して汚れを落とす、泡立たないミルクタイプのヘアクレンジング

頭筋ストレッチクリーム
ヘアトリートメントもできる、髪と頭皮を美しく整える頭部マッサージ用の美容クリーム

●うるおいに満ちてハリのある頭皮に整える3種の美容成分※配合

（セイヨウトチノキ種子エキス）

厳選された美容成分配合

●髪と頭皮のためのうるおい成分をプラス ●頭皮をすこやかに保つ成分

オタネニンジン根
エキス

マロニエ
エキス ビワ葉

エキス

シャルドネ
果実エキス

シアバター

※ 保湿成分



※ 保湿成分

　　　　 頭皮用美容液

スリピア 頭皮用美容液
（頭皮用美容液）
120ml
¥4,149（税抜）

● 乾燥しがちな大人女性の頭皮に
　うるおいとハリを与えます。
● 厳選された美容成分が頭皮を
　すこやかに整えます。
● ハリ・コシを与え、根元から
　ふんわり弾むような髪に整えます。

● 頭皮に適量をスプレーし、マッサージをしながらなじませてください。
● ドライヤーで根元を立ち上げるようにして乾かしてください。

うるおいで満たしながら、引き締めてハリのある頭皮に導く、頭皮用美容液

●うるおいに満ちてハリのある頭皮に整える3種の美容成分※配合

マロニエ
エキス

ビワ葉
エキス

（セイヨウトチノキ種子エキス）（ブドウ果実エキス）

シャルドネ
果実エキス

厳選された美容成分配合

●頭皮をすこやかに整える美容成分※をプラス

カミツレ花
エキス

ヒオウギ
エキス

オタネニンジン根
エキス

●頭皮にうるおいを与えて
  引き締める保湿成分配合

オトギリソウ
花／葉／茎エキス

●根元からふんわり弾むような髪に
   整えるハリ、コシ成分

加水分解
コラーゲン

〈使用方法〉
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ご購入方法
商品の問い合わせ・申込み

マンダムの睡眠美活ONLINE SHOP
http://mandom-be-sleep.jp/slepianr 

〈電話〉
〈インターネット〉

通話料無料／受付時間 9：00～21：00
（土日祝・年末年始を除く）

0120-506-817
コ ー ル  は イーナ

※商品のお申し込み受付は2018年9月3日（月）から


