
(ﾓｴﾓｴ 1st ﾊｲﾄﾞﾛｹﾞﾝｻﾌﾟﾘ A剤 B剤) (A剤 1000mL / B剤 1.5g×25包)                                      

ﾓｴﾓｴ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ｼｬﾝﾌﾟｰB・R 250mL / 580mL / 1000mL / (2500mL)  ¥2,600 / ¥4,800 / ¥6,000＋税

ﾓｴﾓｴ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ﾘﾗｯｸｽｸﾘｰﾑB・R 150g ¥2,400＋税

ﾓｴﾓｴ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ﾃﾞｲﾘｰｾﾗﾑB・R 200g / 560g / 1000g / (2500g) ¥2,600 / ¥5,600 / ¥6,800＋税

ﾓｴﾓｴ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ﾎｰﾑﾃｸｽﾁｬｰｾﾗﾑB・R 10g×4枚 ¥600＋税

ﾓｴﾓｴ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ﾘﾍﾟｱﾄﾞﾛｯﾌﾟ/ ﾘﾍﾟｱﾐﾙｸ 100mL ¥2,600 / ¥2,400 ＋税

ﾓｴﾓｴ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ｼｬﾝﾌﾟｰM                          250mL / 580mL / 1000mL / (2500mL) ¥2,000 / ¥4,400 / ¥5,800＋税

ﾓｴﾓｴ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ﾃﾞｲﾘｰｾﾗﾑM 200g / 560g / 1000g / (2500g) ¥2,200 / ¥5,200 / ¥6,500＋税

(ﾓｴﾓｴ 2nd ﾘｱｸｼｮﾝｾﾗﾑ) (950g)                                      

(ﾓｴﾓｴ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ 3rd ﾃｸｽﾁｬｰｾﾗﾑB・R)  (1000g)

報道関係者各位

製品名 容量 価格

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社プリンコーポレーション
担当： 横山 千春
TEL: 03-5469-8226 FAX: 03-5469-8227  E-mail： info@prin-inc.co.jp
【モルトベーネプロフェッショナル 広報担当】
花岡 大樹 ・ 坂口 奈那
TEL: 03-3208-6813(直通) FAX： 03-3208-7088

【読者お問い合わせ先】
モルトベーネプロフェッショナル株式会社
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-20-15
〈一般のお客様から〉

お客様相談室 TEL.03-3204-0111
〈美容師様から〉

テクニカルサポートセンター TEL.03-3204-8111

開発のねらい

2015. 03. 02

トータルビューティブランドへ

生まれ変わって新登場！

ﾓｴﾓｴ ﾌﾟﾚﾐｱﾑ ｸﾘｱｿｰﾀﾞﾌｫｰﾑ 250g ¥1,800＋税

※( )は業務専用製品です。

2015年2月吉日

モルトベーネプロフェッショナル株式会社（本社：東京都新宿区・代表取締役社長CEO：福井 敏浩）は2015年3月2日
より、人気ヘアサロン「air」の協力を得て開発したスパトリートメントブランド『Moe Moe※1(モエモエ)』をトータルビューティ
ブランドへフルリニューアルし、「Moe Moe PREMIUM(モエモエ プレミアム)」として全国の理美容室で展開します。
※1 「MoeMoe」とはハワイ語で「眠る」、「休む」という意味です。

「Moe Moe(モエモエ)」は頭皮ケアの“ヘッドスパ”に髪のダメージケアの“システムトリートメント”を融合した、頭皮と髪を
同時にケアする「スパトリートメントブランド」として、2010年6月4日の発売以来、その使用感とハワイの大地を連想させる
甘い香りやパッケージでご好評をいただいております。

近年、日本人女性の平均年齢が40代半ばを超え、それに伴い頭皮や髪の悩みを持つ女性も増え、エイジングケア※2

に対する関心は高まりを見せています。このような現状から、「Moe Moe」はパッケージデザインも新たに、「Moe Moe
PREMIUM(モエモエ プレミアム)」として、大人女性のエイジングの悩みに応えるブランドへフルリニューアルします。
“必要なケアを必要なところへ届ける”ことにこだわり、ナノ化特長成分を配合し、①ハリ、コシのある髪へと導く“Bounce
(バウンス)”、②美しく潤いのある頭皮と髪へと導く“Rich(リッチ)”、③ダメージを抑え、ツヤとまとまりのある髪へと導く
“Moist(モイスト)”の3種類のラインナップで、サロンでのトリートメントメニューから、自宅でのホームケアまでを1ブランドで
トータルにご提案し、頭皮と髪に関するエイジングの悩みに応えます。

またフルリニューアルに加えて、初のフェイシャルシリーズ「MAULEA(マウレア)」も同時発売し、「スパトリートメント」を軸
としたトータルビューティブランドとして【スキャルプ・ヘア・フェイス】ケアのトータルサポートを展開していきます。
※2 年齢に応じた潤いケア



エイジングと共に増える髪の悩み。髪を育てている頭皮のケアが髪の悩みを解決へと導きます。

理想の髪は潤いと弾力のある頭皮から生まれます。そのため、髪のケアだけではなく頭皮のケアも大切なのです。

モエモエ プレミアムは理想の頭皮と髪に“必要なケアを必要なところへ届ける”ことにこだわりました。

オーガニック認定のネロリ、プチグレン、イランイランなどから抽出した植物のエッセンスとジャスミンなどの華やかな花
の香りをブレンドした、甘くてさわやかなアロマを採用しています。日常から離れて、ハワイを旅するような開放的な気
分にいざないます。

モエモエ プレミアム ブランドコンセプト

モエモエ プレミアム ブランド特長

Bounce〔バウンス〕 Rich〔リッチ〕 Moist〔モイスト〕

軽い使用感で、
気持ちまで弾むような髪に。

しっとりとした深い使用感を、
一日の終わりに。

やわらかい使用感で、
毛先までしっかり潤う。

エイジング現象をケア※2する特長成分を効果的に配合し、出来るだけ小さな分子にすることにこだわり、潤いのある
柔軟で健やかな頭皮や、つややかでハリのある髪へと導きます。

― ボリュームアップ ― ― 保湿 ― ― ダメージケア ―

宝石箱をイメージした化粧箱と、ハワイの神秘的な光や、
空気や、時の移ろいをまるで結晶化させたようなデザインの
パッケージで開封時には驚きと喜びを演出します。

プラチナナノアクティブ成分
「プラチナ」と特長成分をナノコロイド化し、一体化させたオリジナル成分
「プラチナナノアクティブ成分」※3を開発。頭皮と髪を健やかに保つことで、
エイジングをケア※2します。

ネロリ プチグレン イランイラン ハワイアンジャスミン

ナノ化した特別な成分を中心とした「保湿」と「補修」にこだわったケア成分

(「ナノ」とは10億分の１を表す単位。1ナノメートルは1メートルの
10億分の1であり、1ミリメートルの100万分の1)

①

②
ナノ化成分 保湿・補修にこだわったケア成分

プラチナ●オタネニンジン根エキス●

ｱｾﾁﾙﾍｷｻﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ-１●

アボカド油脂肪酸ブチル●

フコイダン●

アロエベラ葉エキス● セラミドミックス●

モウソウチクたけのこ皮エキス● アカツメクサ花エキス●

加水分解ヒアルロン酸● ベビーコラーゲン●フラーレン● ３Ｄヒアルロン酸●

メドウラクトン●

ワサビノキ種子エキス●

シリル化シルク● ペリセア®●

ヒアロミックス●

羽毛ケラチン●ＣＭＣ●加水分解コラーゲン● エルカラクトン●加水分解ケラチン(羊毛)●

加水分解コメタンパク●カチオン化ケラチン●

保湿

補修

その他 ﾎﾟﾘｸｵﾀﾆｳﾑ‐５５(褪色防止)●炭酸水(除去)● メープルウォーター(ハリ・コシ)●

※3 プラチナをナノコロイド化したものと、特長成分をナノコロイド化したものを一体化させ、

浸透性を高めた独自のケア成分

パッションフルーツエキス●

※2 年齢に応じた潤いケア
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モエモエ プレミアム シャンプーB
250mL ¥2,600＋税 / 580mL[ポンプ]  ¥4,800＋税

1000mL[詰替]  ¥6,000＋税 / 2500mL[詰替] 業務専用製品

保湿成分であるオタネニンジン根エキスなどの特長成分をナノ化し、プラチナナノコ
ロイドと一体化させた「プラチナナノグロウ成分」を配合。さっぱりとした洗い心地
で髪にハリコシを与えるシャンプーです。

モエモエ プレミアム リラックスクリームB       
150g ¥2,400＋税

保湿成分であるオタネニンジン根エキスなど、ナノ化した特長成分を配合。マッサージすること
で、髪にハリコシを与え、頭皮を健やかな状態へ導くマッサージクリームです。

モエモエ プレミアム 製品画像・クレジット

画像 製品名･ 容量・価格 ･ 特長

モエモエ プレミアム 3rdテクスチャーセラムB     
1000g[詰替] ※専用ボトル別売

加水分解ケラチン(羊毛)やメープルウォーターなどの毛髪外部補修成分を配合。ハリコシのあ
る髪に導くサロン専用システムトリートメントです。

モエモエ プレミアム ホームテクスチャーセラムB   
10g×4枚 ¥600＋税

サロントリートメントの効果を持続させるための3rdテクスチャーセラムBを入れたホームケア用の
集中トリートメント。週1回の使用で質感をキープします。

モエモエ プレミアム リペアドロップ
100mL   ¥2,600＋税

補修成分であるメドウラクトンや、エルカラクトンを配合し、補修効果を高め、オーガニック植物
オイルにより保湿効果を高めました。べたつかない軽い仕上がりが楽しめる、洗い流さないオイ
ルトリートメントです。

モエモエ プレミアム シャンプーR                         
250mL   ¥2,600＋税 / 580mL[ポンプ]   ¥4,800＋税

1000mL[詰替]   ¥6,000＋税 / 2500mL[詰替] 業務専用製品

保湿成分である加水分解ヒアルロン酸などの特長成分をナノ化し、プラチナナノコロイドと一体
化させた「プラチナナノモイスト成分」を配合。頭皮と髪をなめらかに洗い上げ、潤いのある髪
に導くシャンプーです。

モエモエ プレミアム リラックスクリームR                  
150g   ¥2,400＋税

保湿成分である加水分解エラスチンなど、ナノ化した特長成分を配合。マッサージすることで、
潤いのある健やかな頭皮と髪へ導くマッサージクリームです。

モエモエ プレミアム デイリーセラムR                        
200g   ¥2,600＋税 / 560g[ポンプ]   ¥5,600＋税

1000g[詰替]   ¥6,800＋税 / 2500g[詰替] 業務専用製品

保湿成分であるヒアロミックスとベビーコラーゲンにより髪に潤いを与え、ナノ化ダメージケア成
分とセラミドミックスによりダメージをケア。しっとりやわらかい髪へ導きます。

モエモエ プレミアム デイリーセラムB 
200g   ¥2,600＋税 / 560g[ポンプ]   ¥5,600＋税

1000g[詰替]   ¥6,800＋税 / 2500g[詰替] 業務専用製品

補修成分であるエルカラクトンなどのナノ化ダメージケア成分を配合。髪の内部を補修し、羽
毛ケラチンとシルク誘導体により髪の外側を保護・補修することで髪にハリコシを与え、毛先ま
でさらっと軽い仕上がりに導きます。
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業務専用製品



モエモエ プレミアム ホームテクスチャーセラムR 
10g×4枚 ¥600＋税

サロントリートメントの効果を持続させるための3rdテクスチャーセラムRを入れたホームケア用集
中トリートメント。週1回の使用で質感をキープします。

モエモエ プレミアム リペアミルク
100mL   ¥2,400＋税

保湿成分であるナノ化CMCに加え、ワサビノキ種子エキスを配合。さらっとした使い心地でべ
たつかず、潤いとしなやかさを与え、甘くさわやかな香りが続く、洗い流さないトリートメントです。

モエモエ プレミアム シャンプーM 
250mL   ¥2,000＋税 / 580mL[ポンプ]   ¥4,400＋税

1000mL[詰替]   ¥5,800＋税 / 2500mL[詰替] 業務専用製品

カラー褪色防止成分を配合し、カラーやパーマによるケミカルダメージをケアし、軽い使用感
で頭皮と髪をすっきり洗い上げるシャンプーです。

モエモエ プレミアム デイリーセラムM 
200g   ¥2,200＋税 / 560g[ポンプ]   ¥5,200＋税

1000g[詰替]   ¥6,500＋税 / 2500ｇ[詰替] 業務専用製品

カラー褪色防止成分と補修成分であるカチオン化ケラチンを配合。ケミカル処理によるダメー
ジを補修し、毛先までやわらかく、しっとりと潤いのある髪に導きます。

モエモエ プレミアム クリアソーダフォーム
250g   ¥1,800＋税

炭酸水の効果で頭皮と髪の汚れを取り除き、ピュアな状態に整えるクレンジングフォーム。また
残留アルカリを中和することで髪を整え、保湿成分によって頭皮と髪を健やかな状態に導きま
す。

モエモエ プレミアム 3rdテクスチャーセラムR      
1000g[詰替]   ※専用ボトル別売

メドウラクトンや３Dヒアルロン酸などの毛髪外部補修成分を配合し、毛先までリッチでやわらか
く、しっとりと潤いのある髪に導くサロン専用システムトリートメントです。

モエモエ プレミアム 製品画像・クレジット

画像 製品名･ 容量・価格 ･ 特長
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モエモエ プレミアム 製品 LINE UP

Shampoo

シャンプーB・R・M

デイリーセラムB・R・M

Hair 
Treatment

リペアドロップ
/リペアミルク

Out Bath
Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ

リラックスクリームB・R

Ｓｃａｌｐ
Ｔｒｅａｔｍｅｎｔクリアソーダ

フォーム

Cleansing Salon 
Treatment

１ｓｔ ハイドロゲンサプリ
/2nd リアクションセラム

/３rd テクスチャーセラムB・R

Special 
care

ホームテクスチャー
セラムB・R

モエモエ プレミアム
1stハイドロゲンサプリ
A剤 1000mL B剤 1.5g×25包

A剤とB剤を混合して発生した水素が、トリートメ
ント効果をサポートするサロン専用システムトリ
ートメントです。Ａ剤 Ｂ剤

モエモエ プレミアム
2nd リアクションセラム
950g (詰替)  ※専用ボトル別売

1st ハイドロゲンサプリの効果を高め、3rdテクス
チャーセラムの吸着を高めるサロン専用システ
ムトリートメントです。

2ndﾘｱｸｼｮﾝｾﾗﾑ１ｓｔﾊｲﾄﾞﾛｹﾞﾝｻﾌﾟﾘ
業務専用製品業務専用製品

業務専用製品

業務専用製品


