
ヘアカラーが手軽さを追求して大きく進化！ 
ブロッキングなしでも髪全体がきれいに染まる。 
新乳液タイプ・ミルクジャム処方にリニューアル。 

 

マンダムは2009年2月9日（月）、女性ヘアメイクブランド『ルシード エル』の 

リニューアル第2弾として、スタイリング剤に続き、ヘアカラーをリニューアルします。 

『ミルクジャムヘアカラー』は、しっかりきれいに染まる染毛機能と、 

どこから塗ってもムラなく染まる使用性を高めるため、 

新乳液タイプ・ミルクジャム処方に進化。頭皮への刺激感や刺激臭も軽減しました。 

11色のカラーバリエーションでデザインも新たに登場します。 
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この件に関するお問い合わせ先 ： 株式会社マンダムPR担当 リリースと画像のご提供

左から ： ルシード エル  ミルクジャムヘアカラー　 全品医薬部外品

＃ヘーゼルナッツ／＃モカオレムース／＃ハチミツブリュレ／＃きゃらめる／＃生チョコガナッシュ／＃ピーチマンゴー／
＃苺きゃらめる／＃さくらメープル／＃マロンラテ／＃ロイヤルラテ／＃ビターティラミス

1剤 40ｇ・2剤 80ml・アフターカラー美容液 5g／￥735円（税抜 ¥700）希望小売価格



発売背景 

デザイニングの能力とセンスをあわせもつ今の女性たち。 
ヘアカラーも自分らしさを表現するものです。  

　セルフのヘアカラー市場規模は横ばい状態が続いているもの、女性のカラーリング志向は 

依然として高く、製品の新規性により活性化が見込まれる市場といえます。 

　今の20代前半の女性たちは、ファッションもヘアスタイルも、トレンドや人気モデルらのスタイルに

自分を合わせることはせず、トレンドのエッセンスを取り入れながら自分のテクニックで自分テイストの

オシャレを楽しんでいます。自分の個性や考え方まで含めて表現する“デザイニング”をしなやかに

できるのが、彼女たちです。同じくヘアカラーも、人気モデルらのカラー、ヘアサロンが提案する 

カラーにそのままなびくのではなく、自分の感性や経験で自分らしさを表現したいという気持ちに

変化しています。そんなオシャレ意識の変化とともに、セルフカラーも成熟した今、セルフカラー剤に

求める価値は、以前の「サロンに近い仕上がり」一辺倒から、「気負わずに使える」「自分で仕上がりを

調整できる」ことがポイントになっています。 
 

きちんと染まることに加え、使いやすさと楽しさも追求。 
デザイニング時代のヘアカラーが誕生します。  

　彼女たちは、ヘアサロンでのカラーリングとセルフカラーとの違いはもちろん、自分の肌の色やメイク、

ファッションに似合うヘアカラーもきちんと理解しています。そして、セルフカラーにもデザイニング 

能力を発揮し、自分の髪質や仕上がりの色を考慮してイメージ通りに染まるように塗り方や放置時間

などを調整しているのです。 

　セルフカラー剤に最も大切なことは、きちんと染まることです。毎日使うアイテムではなく、数ヵ月に

1度程度しか使わないため、「染めムラがある」「髪に色が入らない」「思い通りではない」「髪に 

ダメージを与える」…そんな印象を一度でも与えてしまうと、なかなか拭い去れません。既存の 

乳液状カラー剤は、染色機能は高いものの使用性や時間の負担に、新しい剤型として登場した 

泡カラーは、使いやすいものの染色機能の低さに、それぞれ不満を抱いています。 

　また、窮屈なルールに縛られず、気負わずにカラーリングしたいという思いが強い彼女たちにとって、

「説明書が読みにくい」「使用方法の指定が細かく使いづらい」ことはタブーです。特に、髪をブロック

ごとに分け、上から少しずつすくい取って染めていく従来のブロッキングと呼ばれる染毛手順は、 

「面倒くさい」「難しい」という印象をもたれていました。これからのセルフカラーには、使いやすさと

楽しさも大切な要素になってきます。 
 

　そこで、マンダムでは、女性ヘアメイクブランド『ルシードエル』のヘアカラーシリーズをリニューアルし、

『ミルクジャムヘアカラー』を新発売します。のびとなじみのよい新乳液タイプ・ミルクジャム処方により、

高い染毛機能を保ちながら、セルフカラーをするときの手間や刺激感を軽減。面倒なブロッキングを 

せずに、誰でも簡単に短時間で染められます。パッケージや説明書も見やすく、読みやすくデザイン 

しました。自分でカラーリングするのがどんどん楽しくなる、きちんと染まる＆使いやすいヘアカラーの

登場です。 

 
※ミルクジャム ： 牛乳と砂糖を煮詰めたジャム。神戸の有名ホテルによる商品が女性の間で大人気となり、 

その人気は全国に広がっています。 
 



商品特徴 

① 新乳液タイプ・ミルクジャム処方の高い染毛機能。 
だから、新生部分と既染部分が同じようにきれいに染まります。  

各カラーごとにリフト力（ブリーチ力）と染色力のベストバランスを調整。根元の新生部と毛先

の既染部との明度差をそろえて仕上げ、根元から毛先までキレイに染まります。 

② のびとなじみがよく、髪に密着する新乳液タイプ・ミルクジャム処方。 
だから、どこからでもぬれて短時間で仕上がります。  

マンダム独自の技術で、のびとなじみ力を調整。ジャム状のためタレ落ちすることなく、髪に 

しっかり密着し、短時間で塗布できます。また、髪の表面に塗布するだけで内側の髪へも浸透 

するため、従来の乳液タイプでは必要だった面倒なブロッキングが不要です。 

③ 使いやすさと楽しさを追求。 
だから、快適な使いごこちです。  

○新処方の採用により、アルカリ濃度を低減。頭皮への刺激感や刺激臭を軽減するうえ、髪の 
　キシミやパサつきを低減しています。 

○新規香料の採用により、カラー後の残臭をマスキングする機能が向上。すすぎ後の髪への 
　残香を少なくしています。 

○ミルクジャムという剤型の特長、きちんと染まるという機能性の高さ、カラー後の仕上がりが
　よくわかるよう、パッケージをデザイン。また、取り扱い説明書も見やすく、読みやすく、 
　手順がひと目でわかるようにしています。 

○ヘアケア成分として、コラーゲン、パールエキス、シルクエッセンス、ツバキオイルを配合して
　います。 
 

髪の表面 髪の内側 

カラー前 カラー後 

プリズムマジック ヘアカラー ミルクジャム ヘアカラー 

髪表面にポテッと薬液が
のっている。部分によっ
てムラづきしている。 

内側の髪にはほとんど
薬液が付着していない。 

髪の表面 髪の内側 

全体にムラなくうすくな
じんでいる。髪表面だけ
でなく内側の髪にも液
がなじんでいる。 

ブロッキングをしなくて
も内側の髪にも薬液が
付着している。 
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⑤ ミルクジャムヘアカラーバリエーション 

色　系 

使用前の髪の明るさ 

明るい髪 やや明るい髪 

※髪色・髪質・室温・放置時間などにより、仕上がりの色は異なります。 
※ヘアカラーなどで暗く染めた髪は明るくできません。 

暗めの髪 

カラー名 

商品特徴 

④ ミルクジャムヘアカラーのカラーポジショニング 

＃生チョコ 
ガナッシュ 

＃きゃらめる ＃苺きゃらめる ＃ヘーゼルナッツ 

ゴールド 色相 
明るさ イエロー オレンジ レッド バイオレット アッシュ 

高
明
度 

中
明
度 

低
明
度 

＃ヘーゼルナッツ 

＃モカオレムース 

＃ハチミツブリュレ 

＃きゃらめる 

＃生チョコガナッシュ 

＃ピーチマンゴー 

＃苺きゃらめる 

＃さくらメープル 

＃マロンラテ 

＃ロイヤルラテ 

＃ビターティラミス 

ゴールドベージュ 

ニュートラルなブラウン 

ハニーゴールド系ブラウン 

温かみのあるベージュ 

温かみのあるダークブラウン 

ピンクオレンジ系ブラウン 

ピンク味のあるベージュ 

ピンクアッシュ系ブラウン 

クリーミィなアッシュ系ブラウン 

クールなアッシュベージュ 

クリーミィなダークブラウン 

 

＃さくらメープル ＃ピーチマンゴー ＃モカオレムース ＃ハチミツブリュレ ＃マロンラテ 

＃ロイヤルラテ 

＃ビターティラミス 
 



ブランド名 

ターゲット 

発 売 日  

発 売 場 所  

ルシード エル 

20代前半の女性 

2009年2月9日（月） 

全国のドラッグストア、ホームセンター、スーパー、その他 

容量／希望小売価格　1剤 40ｇ・2剤 80ml・アフターカラー美容液 5g／735円（税抜 ¥700） 

とろ～りのびて髪に密着。どこから塗ってもムラなくツヤツヤな髪色に染まる 
新乳液タイプ・ミルクジャムヘアカラー。 
 
  
 

1. 各色ごとにブリーチ力と染色力のバランスを調整することにより、新生部・既染部との 
明度差がなじんで仕上がり、根元から毛先までキレイに染まります。 

2. 薬剤ののびとなじみ力の調整で、タレ落ちずに髪にしっかり密着し、短時間で塗布できます。 
また、内側の髪への浸透もよく、ブロッキングも不要です。 

3. 新処方の採用で、アルカリ濃度を低減し、頭皮への刺激感・刺激臭を軽減しています。 
4. 嗜好性の高い香料に変更し、カラー薬剤の刺激臭を抑えています。 
5. さらに、アフターカラー美容液によりカラー薬剤の残臭をマスキングし、カラー後の 
デリケートな状態の髪を保護します。 

6. ヘアケア成分として、コラーゲン、パールエキス、シルクエッセンス、ツバキオイルを 
配合しています。 

商 品 名 

商品特徴 

使用方法 

商品概要 

2剤に1剤を全量加えキャップを閉
めて30回程度上下に振り混ぜます

クシ型ノズルにつけかえ乾いた髪
にムラなく塗布し15～25分放置
します

よくすすいでからシャンプーで洗い
流します
※混合液やすすぎ液が目に入らないよう
　にご注意ください

ミルクジャムヘアカラー ＃ヘーゼルナッツ　　　 

ミルクジャムヘアカラー ＃モカオレムース　　　 

ミルクジャムヘアカラー ＃ハチミツブリュレ　　 

ミルクジャムヘアカラー ＃きゃらめる　　　　　 

ミルクジャムヘアカラー ＃生チョコガナッシュ　 

ミルクジャムヘアカラー ＃ピーチマンゴー　　　 

ミルクジャムヘアカラー ＃苺きゃらめる　　　　 

ミルクジャムヘアカラー ＃さくらメープル　　　 

ミルクジャムヘアカラー ＃マロンラテ　　　　　 

ミルクジャムヘアカラー ＃ロイヤルラテ　　　　 

ミルクジャムヘアカラー ＃ビターティラミス　　 

� � �

全品医薬部外品 

ゴールドベージュ 

ニュートラルなブラウン 

ハニーゴールド系ブラウン 

温かみのあるベージュ 

温かみのあるダークブラウン 

ピンクオレンジ系ブラウン 

ピンク味のあるベージュ 

ピンクアッシュ系ブラウン 

クリーミィなアッシュ系ブラウン 

クールなアッシュベージュ 

クリーミィなダークブラウン 

 

 

 

 

 

 




