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アルマードは、美容成分「卵殻膜（らんかくまく、卵の殻の内側に存在する0.07mmほどの薄い膜）」にいち早く注目し、化粧品やサプリ
メントなどラインナップする全商品に卵殻膜を配合している、“卵殻膜のパイオニア”です。そのアルマードからこのたび、新たなスキン
ケアライン「チェルラー」シリーズが誕生しました。同シリーズより『チェルラー パーフェクトエッセンス』『チェルラー パーフェクトモイス
チャー』『チェルラー クレンジングジェル』の3アイテムを、2014年4月25日（金）より新発売します。

◆新商品◆
～アルマード 新スキンケアシリーズ～

CELLULA チェルラー
CELLULA PERFECT ESSENCE

◆チェルラー パーフェクトエッセンス

CELLULA PERFECT MOISTURE

◆チェルラー パーフェクトモイスチャー

CELLULA CLEANSING GEL

◆チェルラー クレンジングジェル

＜2014年4月25日（金）発売＞
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今回、新しいスキンケアラインとして発売する「チェルラー」シリーズ。アルマードでは東京大学との「卵殻
膜」に関する共同研究を長年続けており、本シリーズでは全てに独自原料である「加水分解卵殻膜」を
配合しました。
卵殻膜は、人の肌や髪に近い18種類のアミノ酸とヒアルロン酸、コラーゲンなどを自然含有し、特に含有
するアミノ酸の中でも、シスチンが人の肌の5倍以上も含まれており、原料素材全体の中で比較した場合
でも、このシスチン含有量が非常に多いのが特徴です。また、ハリ・弾力、潤い、透明感のある若々しい
肌に必要とされるのが「Ⅲ型コラーゲン（別名：ベビーコラーゲン）」ですが、加齢とともに失われていくこの
コラーゲンをサポートすることも研究で明らかになっています。
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新商品『チェルラー パーフェクトエッセンス』と『チェルラー パーフェクトモイスチャー』には、
植物の葉や樹皮、花びらや果実の皮などを精製して採れる、希少な9種類ものエッセンシャル
オイル（精油）を配合。柔らかく肌に溶け込むような独特のテクスチャーで、香りだけでなく、
肌なじみよく、肌のきめも整えながら潤いを与えます。合成香料は不使用です。

シトラス・ノート
フローラル・ノート
～エレガント・フルール～
エレガント・フルール～

・ローマカミツレ花油
・ダマスクバラ花油
・パルマローザ油

～深みのある爽
みのある爽やかさ～
やかさ～

・グレープフルーツ果皮油
・レモン果皮油
・ユズ果皮油

ハーブ・ノート
～スパイシー・フレッシュ～
スパイシー・フレッシュ～

・エンピツビャクシン油
・オニサルビア油
・マヨラナ葉油
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美肌成分を配合
『チェルラー パーフェクトエッセンス』と『チェルラー パーフェクトモイスチャー』には、「加水分解卵殻膜」だけでなく、数種類のこだわり
の美肌成分もそれぞれ配合しました。
パーフェクトエッセンスには、小じわやほうれい線が気になる方におすすめの「パルミトイルトリペプチド-38」や、米ぬかや米胚芽から
抽出・精製され、肌のバリア機能を保つ「グルコシルセラミド」、そして肌も持っているアミノ酸で潤いを与える「アルギニン」の3種類を
配合。また、パーフェクトモイスチャーには上記3つの成分に加え、べたつきが少なく肌へのなじみがよいオリーブ由来の「スクワラン」と
「マカデミア種子油」の良質のオイル2種類と、合計5種類を配合しました。
パルミトイルトリペプチド-38
目元・口元にハリ・弾力を与え、
滑らかな肌に整える

グルコシルセラミド

アルギニン

米ぬか、米胚芽から抽出・精製、
肌のバリアを保つ

肌も持っているアミノ酸で、
角質層奥まで潤いを与える

スクワラン

マカデミア種子油
マカデミア種子油

潤い、オリーブ由来

潤い

『チェルラー
チェルラー パーフェクトエッセンス』
チェルラー パーフェクトモイスチャー』
パーフェクトエッセンス 『チェルラー
パーフェクトモイスチャー 商品概要

【商品名】

チェルラー パーフェクトエッセンス

【カテゴリー】
【容量・税抜価格】
【全成分】

ローション
130ml、5,400円

CELLULA
PERFECT
ESSENCE

水、BG、グリセリン、グリセリルグルコシド、ペンチレングリコール、加水分解卵殻膜、グルコシルセラミド、パルミトイルトリペプチド-38、
カンゾウ根エキス、カニナバラ果実エキス、ダマスクバラ花油、ユズ果皮油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、ローマカミツレ
花油、パルマローザ油、オニサルビア油、マヨラナ葉油、エンピツビャクシン油、アルギニン、α-グルカン、ヒドロキシプロピルシクロデキ
ストリン、ラウリン酸ポリグリセリル-5、キサンタンガム、クエン酸Na、クエン酸

【ご使用方法】
洗顔後、適量を手のひらに取り、顔全体になじませて下さい。特に乾燥が気になる部分については重ねづけして下さ
い。

【商品名】

チェルラー パーフェクトモイスチャー

【カテゴリー】
【容量・税抜価格】
【全成分】

クリーム
50g、8,000円

水、グリセリン、BG、水添ポリデセン、ペンチレングリコール、水添レシチン、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)、
ホホバ脂、加水分解卵殻膜、グルコシルセラミド、パルミトイルトリペプチド-38、マカデミア種子油、スクワラン、オウレン根エキス、カニナ
バラ果実エキス、ダマスクバラ花油、ユズ果皮油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、ローマカミツレ花油、パルマローザ油、オニ
サルビア油、マヨラナ葉油、エンピツビャクシン油、アルギニン、トコフェロール、α-グルカン、コレステロール、ヒドロキシプロピルシクロ
デキストリン、ステアロキシヒドロキシプロピルメチルセルロース、フェノキシエタノール、クエン酸

CELLULA
PERFECT
MOISTURE

【ご使用方法】
洗顔後、化粧水等でお肌を整えたのち、適量を手のひらに取り、顔全体にやさしくなじませて下さい。
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W洗顔不要
洗顔不要！
がベースの贅沢クレンジングジェル
洗顔不要！水がベースの贅沢
贅沢クレンジングジェル、
クレンジングジェル、
「加水分解卵殻膜」
加水分解卵殻膜」配合で
配合で洗い上がりもしっとり潤
がりもしっとり潤う
『チェルラー クレンジングジェル』は、3室型電解装置で作られる“水（3室型電解水）”がベー
スのクレンジングジェルで、1本でメイク落とし、洗顔、毛穴の黒ずみオフ、角質ケアの4つが
完了します。
肌に優しく、泡の立たないノンオイルタイプで、こすらずなでるだけでとろけるようにメイクが
落とせ、すすぎ残しもなくさっぱりと洗い上げます。主成分の3室型電解水や天然フルーツエキ
ス（洗浄成分）がメイクや角栓の汚れに良くなじみ、キメや毛穴の奥の落ちにくいメイクや皮脂
の汚れも、一度にしっかり落とします。また、「加水分解卵殻膜」が潤いやハリ・弾力、つやの
あるみずみずしい肌へと導きます。
『チェルラー クレンジングジェル』商品概要

【商品名】

チェルラー クレンジングジェル

【カテゴリー】
【容量・税抜価格】
【全成分】

クレンジング
150g、4,200円

CELLULA
CLEANSING GEL

水、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、DPG、PPG-14ジグリセリル、ペンチレングリコール、グリチルリチン酸2K、加水分解卵殻膜、ビターオレンジ果実エキス、グリセリン、アロエベラ液汁、ポリクオタ
ニウム-51、BG、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、グレープフルーツエキス、リンゴエキス、ライム果汁、オレンジ果汁、レモン果汁、ベタイン、PCA-Na、ソルビトール、セリン、グリシン、グルタミ
ン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、ヒオウギエキス、トルマリン、ノバラ油、カルボマー、水酸化K

【ご使用方法】
＜メイク落とし＞
・手のひらに適量を取り（さくらんぼ程度）、お顔の4～5ヶ所にのせます。メイクに馴染むようこすらず、やさしく、なでるようにマッサージして下さい。メイクが浮いてきますので、
水またはぬるま湯で、しっかり洗い流して下さい（お顔や手のひらが濡れている状態でもご使用いただけます）。
＜洗顔のみ（メイクをしていない状態）＞
・手のひらに適量を取り（パール粒大程度）、お顔の4～5ヶ所にのせます。こすらず、やさしく、なでるようにマッサージして下さい。その後、水またはぬるま湯で、しっかり
洗い流して下さい（お顔や手のひらが濡れている状態でもご使用いただけます）。
◆「チェルラー」
チェルラー」シリーズの使用
シリーズの使用ステップ
使用ステップ
朝晩
使 えます

STEP1
落とす・洗う

クレンジングジェル

朝晩
使 えます

STEP2
潤いを与える

パーフェクトエッセンス

朝晩
使 えます

STEP3
潤いを閉じ込める

パーフェクトモイスチャー

＜上記3商品共通（チェルラー パーフェクトエッセンス／パーフェクトモイスチャー／クレンジングジェル）＞

【発売日】
2014年4月25日（金）
【販売チャネル】 アルマードオンラインショップhttp://www.almado.jp/ 、全国高級ドラッグストア 他
◆株式会社アルマードについて
株式会社アルマードについて
女性の美しさを引き出す、「卵殻膜」が持つパワーの可能性についていち早く着目し、東京大学との産学共同研究を続けながら、同素材を生かしたさまざまな
コスメティック、サプリメント等を発表し続けています。テレビショッピング「QVC」では、同社のビューティーサプリメント「TO-Ⅱ」シリーズが21期連続でベストセラー受賞
記録を更新し続けており、たくさんのユーザーから圧倒的な支持を受けています。

＜本資料に
本資料に関する報道機関
する報道機関からのお
報道機関からのお問
からのお問い合わせ先
わせ先＞
株式会社アルマード 広報担当（株式会社ディノス・セシール 広報室（グループ広報窓口）)
Tel：03-6743-1114 ／ E-mail：pr@dinos-cecile.co.jp
＜お客様からのお
客様からのお問
からのお問い合わせ先
わせ先＞
株式会社アルマード フリーダイヤル：0120-85-1180（平日9時～17時）
◆アルマードオンラインショップ http://www.almado.jp/
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