
2018年11月14日（水）新発売	

　株式会社アテニア（所在地：神奈川県横浜市中区　代表取締役社長：須釜憲一）は、ヘアケアアイテムの“サロン	

プレミアムシリーズ”のアイテム『サロンプレミアム シャンプー』、『サロンプレミアム トリートメント』価格：各1,296円（税込）	

をリニューアル新発売。さらに『サロンプレミアム スリークヘアオイル』価格：1,944円 （税込）を11月14日（水）より通信販売	

および直営店舗にて新発売します。	

2018年10月2日	

News Release	 株式会社アテニア	
〒231-0023	

神奈川県横浜市中区山下町89-1	

報道関係各位	

CMC*1に着目し、大人女性の髪の悩み・ダメージを解決。「ツヤ・しなやかな	

指通り・まとまり」三拍子揃ったサロン帰りのスリーク*2ヘアに導く。	

【商品概要】  

紫外線や乾燥に加え、繰り返しのカラーリングや白髪染めなどによる過酷なヘアダメージから解放。

独自成分「ＣＭＣコンプレックスＥＬ」配合で、ツヤ・しなやかさ・まとまり三拍子そろったスリークヘアに。　

『サロンプレミアム  シャンプー』

『サロンプレミアム  トリートメント』

『サロンプレミアム  スリークヘアオイル』
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商品名：『サロンプレミアム  シャンプー』
容量：300mL　※詰替用　500mL

価格：1,296円（税込）/1,200円（税抜）
※詰替用　1,836円（税込）/1,700円（税抜）

商品名：『サロンプレミアム  トリートメント』

容量：240mL

価格：1,296円（税込）/1,200円（税抜）

商品名：『サロンプレミアム  スリークヘアオイル』

容量：100mL

価格：1,944円（税込）/1,800円（税抜）

一流ブランドの品質を、１/３価格で提供することに挑戦し続けます。	

　大人女性の髪は、ドライヤーなどのケアはもちろん、度重なるカラーリングや白髪染めでダメージを受け、	

ツヤがなくなり、しなやかさが損なわれがちです。アテニアは、その原因が、ダメージによる髪の内側からの	

“CMC脂質”の流出であることに着目。そこで独自成分「CMCコンプレックスEL」を新採用し、髪の表面と内部の	

CMCを補修。さらにドライヤーの熱に反応しキューティクルのはがれを抑え、持続性の高いケア効果を発揮する、	

新“サロンプレミアムシリーズ”を開発しました。	
▶︎ CMCコンプレックスELとは	

*1 CMCとは…	
	
*2 スリークとは…英語で「ツヤのある、なめらかな」といった意味。	

細胞膜複合体のこと。髪のタンパク質であるキューティクルなど、	
細胞同士をくっつける脂質。（Cell Membrane Complex）	



成分名	 機能	 成分説明	

CMC	
コンプレックス	
EL成分	

セラミド類	

CMC	
補修・保護・定着	
（毛髪補強成分）	

セラミド２、３、６Ⅱの３種類を組合せ、髪が本来持つセラミド状態に整える	
セラミドミックス。毛髪のＣＭＣ脂質を効果的に補修し、髪の強度と水分	
保持性を高め、しなやかな髪に整える。	

コレステロール類	
バーバリー	
フィグオイル	

ウチワサボテンの一種である、オプンティアフィカスーインディカの種子を低温	
圧搾して得られたオイル。βーシトステロールなど、植物ステロールが豊富に	
含まれ、ヘアカラーで減少した毛髪内のステロール脂質を補い、美しいツヤ	
髪へと導く。	

分岐脂肪酸類	
分岐脂肪酸の植物由来エステル。キューティクル間の接着性を高め、	
浮き上がりを抑制し、髪にツヤとなめらかさを与える。	

エルカラクトン	

菜種油由来の脂質成分、キューティクルの浮き上がりを強固に抑える。	
ドライヤーやアイロンの熱で毛髪タンパク質のアミノ基と反応し結合するため、	
持続性の高いケア効果を発揮。エイジングケアに欠かせない「からまり抑制」	
「ハリコシアップ」の効果を与える。	

ボタニカルスリークオイル	
艶オイルヴェール	
(髪を保護しツヤを	
与える成分）	

髪のツヤとまとまりに効果的な植物性オイルを厳選ブレンド。オイルのうるおい	
ヴェールで髪の潤いを高め、やわらかな手触りに整える。	

無着色、無鉱物油、パラベンフリー　※グランフローラル（フローラルムスクのエレガントで上品な香り）	

カ テ ゴ リ ： ヘアオイル

商 品 名 ： 『サロンプレミアム  スリークヘアオイル』

価 格 ： 1,944円（税込）/1,800円（税抜）

使 用 量 ： 適量/（セミロングで2〜3プッシュ程度）

容 量 ： 100mL  （約3ヵ月分）

使 用 方 法 ： タオルドライ後、適量を手のひらでよくのばして、毛先を中心に
髪全体に塗布します。その後、ドライヤーで乾かして仕上げます。
～スペシャルケアとして～
①特に髪のダメージが気になる時に…『サロンプレミアム　トリートメント』に混ぜて使用。
②ダメージを防いでツヤをプラスしたい場合に…スタイリングの仕上げに少量、毛先を中心に髪全体に

　馴染ませて使用。

【商品詳細】

▶︎ アイテム別機能	

機能	 シャンプー	 トリートメント	 スリークヘアオイル	

髪ダメージケア成分	

CMC補修・定着・保護	 CMCコンプレックスEL	

タンパク質補給	 トリプルヘアコラーゲン	

艶オイルヴェール	
ボタニカルスリーク

オイル	

頭皮ダメージケア成分	 頭皮環境改善	 スカルプハーブス	

▶商品特長	

ダメージを受けた髪の内部まで補修成分が浸透しキューティクルをしっかり密着。「ボタニカルスリークオイル」*3の	
艶オイルヴェールが髪にキューティクルの保護膜を形成します。ツヤとまとまりある髪に導く洗い流さない	
ヘアトリートメント美容液です。グランフローラルの香りが心地よく広がります。	

  アーモンド油	ホホバ	
種子油	

ヘーゼル	
ナッツ種子油	

カニナバラ	
果実油	

ツバキ	
種子油	

マカデミア	
種子油	

  コメ胚芽油	 シア脂	 ブドウ	
種子油	

月見草油	 アボカド油	 メドウ	
フォーム油	

＊3　ボタニカルスリークオイル…12種の植物性オイルがオイルのヴェールとなり、髪に保護膜を形成し、ツヤとまとまりを与えます。	
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カ テ ゴ リ ： ヘアシャンプー

商 品 名 ： 『サロンプレミアム  シャンプー』

価 格 ： 1,296円（税込）/1,200円（税抜）
※詰替用　1,836円（税込）/1,700円（税抜）

使 用 量 ： 適量/（セミロングでティースプーン2杯程度）

容 量 ： 300mL  （約1.5ヵ月分）
※詰替用　500mL（約2.5ヵ月分）

使 用 方 法 ： 地肌と髪を充分に湿らせて、軽く髪の汚れを落とします。適量を軽く泡立てて
地肌と髪を洗い、その後よくすすいでください。

【商品詳細】

▶︎ 商品特長	

スカルプハーブス*4配合で、ダメージを受けた髪と地肌を、豊かな泡でやさしく洗い上げ、髪のダメージを補修し
ながら健やかな頭皮環境に整えるシャンプー。グランフローラルの香りが心地よく広がります。	

＊4　スカルプハーブス…抗炎症効果やリラックス・鎮静効果のあるハーブを厳選ブレンドした５種のハーブエッセンスが、カラーリング後の荒れた地肌環境を健やかに	
                                   整え、繰り返すヘアカラーに負けない健やかな髪と地肌を育みます。	

グリチルリチン酸２K	 カミツレ花エキス	 ローズマリー葉エキス	 フユボダイジュ花エキス	 ムラサキ根エキス	

成分名	 機能	 成分説明	

CMC	
コンプレックス	
EL成分	

セラミド類	

CMC	
補修・保護・定着	
（毛髪補強成分）	

セラミド２、３、６Ⅱの３種類を組合せ、髪が本来持つセラミド状態に整える	
セラミドミックス。毛髪のＣＭＣ脂質を効果的に補修し、髪の強度と水分	
保持性を高め、しなやかな髪に整える。	

コレステロール類	
バーバリー	
フィグオイル	

ウチワサボテンの一種である、オプンティアフィカスーインディカの種子を低温	
圧搾して得られたオイル。βーシトステロールなど、植物ステロールが豊富に	
含まれ、ヘアカラーで減少した毛髪内のステロール脂質を補い、美しいツヤ	
髪へと導く。	

分岐脂肪酸類	
分岐脂肪酸の植物由来エステル。キューティクル間の接着性を高め、浮き	
上がりを抑制し、髪にツヤとなめらかさを与える。	

エルカラクトン	

菜種油由来の脂質成分、キューティクルの浮き上がりを強固に抑える。	
ドライヤーやアイロンの熱で毛髪タンパク質のアミノ基と反応し結合するため、	
持続性の高いケア効果を発揮。エイジングケアに欠かせない「からまり抑制」	
「ハリコシアップ」の効果を与える。	

スカルプハーブス	
頭皮環境改善	
(地肌をすこやかに	
整える保湿成分）	

5種の抗炎症効果やリラックス・鎮静効果のあるハーブをブレンド。ヘアカラー	
後の荒れた地肌環境を健やかに整える。	

弱酸性、無鉱物油、パラベンフリー（色は天然の成分によるものです）　※グランフローラル（フローラルムスクのエレガントで上品な香り）	
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▶︎ツヤ・まとまり効果 [14日間連続使用時]	

使用前	 １４日使用後	

髪の広がりと毛先の散らばりが改善し髪にまとまりがでた。	
頭頂部のツヤが回復した。	



カ テ ゴ リ ： ヘアトリートメント

商 品 名 ： 『サロンプレミアム  トリートメント』

価 格 ： 1,296円（税込）/1,200円（税抜）

使 用 量 ： 適量/（セミロングでティースプーン2杯程度）

容 量 ： 240mL  （約1ヵ月分）

使 用 方 法 ： シャンプー後水気をきり、適量を髪全体によくなじませ、少しおきます（2～3分）。
その後よくすすいでください。

【商品詳細】

▶商品特長	

ダメージを受けた髪に、トリプルヘアコラーゲン*5がタンパク繊維の隙間を埋めて補強しながらうるおいを与え、	
しなやかな髪に導くトリートメント。グランフローラルの香りが心地よく広がります。	

＊5　トリプルヘアコラーゲン…3種（低分子・高分子・メガ）のコラーゲンがタンパク質を補給し、ダメージを受けたケラチン繊維を補修して内部密度を高め空洞化を	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　抑制します。	

成分名	 機能	 成分説明	

CMC	
コンプレックス	

EL成分	

セラミド類	

CMC	
補修・保護・定着	

（毛髪補強成分）	

セラミド２、３、６Ⅱの３種類を組合せ、髪が本来持つセラミド状態に整える	
セラミドミックス。毛髪のＣＭＣ脂質を効果的に補修し、髪の強度と水分	

保持性を高め、しなやかな髪に整える。	

コレステロール類	
バーバリー	

フィグオイル	

ウチワサボテンの一種である、オプンティアフィカスーインディカの種子を低温	
圧搾して得られたオイル。βーシトステロールなど、植物ステロールが豊富に	

含まれ、ヘアカラーで減少した毛髪内のステロール脂質を補い、美しいツヤ	
髪へと導く。	

分岐脂肪酸類	
分岐脂肪酸の植物由来エステル。キューティクル間の接着性を高め、浮き	
上がりを抑制し、髪にツヤとなめらかさを与える。	

エルカラクトン	

菜種油由来の脂質成分、キューティクルの浮き上がりを強固に抑える。	
ドライヤーやアイロンの熱で毛髪タンパク質のアミノ基と反応し結合するため、	

持続性の高いケア効果を発揮。エイジングケアに欠かせない「からまり抑制」	
「ハリコシアップ」の効果を与える。	

トリプルヘア	
コラーゲン成分	

低分子コラーゲン	

タンパク質補給	
（髪にハリ・コシを	

与える成分）	

コラーゲンを加水分解し低分子化することで、浸透性を高めた成分。髪の深部まで	
浸透してダメージしたタンパク質を補修し、潤いと弾力を与える。	

高分子コラーゲン	

加水分解していない、赤ちゃんの肌に多く含まれているⅢ型コラーゲンを含む	
コラーゲン成分。加水分解していないので、コラーゲン本来の構造である	

「３重らせん構造」を保ち、髪に弾力・みずみずしさをしっかり与える。	

メガコラーゲン	
架橋構造を持つ超高分子コラーゲン。体内に存在するコラーゲン本来の構造に	
似た構造を持つ。弾力のあるウェールをつくることで髪を保護し、潤いを閉じ込める。	

弱酸性、無鉱物油（色は天然の成分によるものです）　※グランフローラル（フローラルムスクのエレガントで上品な香り）	

低分子コラーゲン

＜毛髪断面図＞	

高分子コラーゲン

メガコラーゲン

・低分子コラーゲン：髪の深部まで浸透してダメージしたタンパク質を補修し、潤いと弾力を与える。	
・高分子コラーゲン：コラーゲン本来の構造である「３重らせん構造」を保ち、髪に弾力と潤いを与える。	
・メガコラーゲン：弾力のあるヴェールをつくることで髪を保護し、潤いを閉じ込める。	

補修

浸透

保護
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株式会社アテニア　営業戦略室　広告宣伝部　PRグループ	

担当 : 間崎 美佐（ mimasaki@fancl.co.jp）	

TEL : 045-226-1634、FAX : 045-226-1459	

アテニア美容相談室	

フリーダイヤル  　　 0120-165-333	

受付時間 9:00-21:00(平日・土）、9:00-17:00(日・祝日）	

HP : 　	

＜一般のお客様からの商品に関するお問合せ先＞	本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先	

■アテニアとは	

アテニアは、これまでの常識を打ち破る“高品質・低価格・ハイセンス”を	
コンセプトに、1989年に誕生しました。「お客様とともにある」企業姿勢は、	
四半世紀を経た現在も少しも揺らぐことはありません。	
「おしみなく、うつくしく。」をブランドステートメントに掲げ、	
女性の真の美しさを追求しています。	

	
お客様に最高級の化粧品をおしみなく使っていただきたい。	
そしてさらに美しくなってもらいたい。という“想い”を込めて、	
「一流ブランドの品質」を「1/3価格」で提供することに挑戦し続け、	
多くの女性達の願いを形にしていきます。その“想い”を、	
化粧品に留まらず、女性を美しくする様々な領域へと波及し続け、	

時代をしなやかに生きる女性達を応援していきます。	
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