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ヘアサロン Twiggy から生まれた ヘアケアブランド

YUMEDREAMING EPICUREAN
30 年以上にわたって髪と頭皮の問題に真摯に取り組んできた「Twiggy」の松浦美穂が、その経験を活かしながら、
国産のオーガニック素材にこだわって作り上げたヘアケアライン「ユメドリーミング エピキュリアン」。
頭皮をいたわることは、自分を慈しむこと。自分らしく、生き生きとした暮らしを送りたいーーそんなすべての方に提案します。

「松浦美穂トークイベント & スペシャル ヘアケア 」のご案内

※プレス関係者様

限定

当日は、ツイギーのスタッフによる「スペシャル ヘアケア」を行います。ヘアクレンジングクレイやヘアトニックなど、EPICUREAN を実際
にご体感いただけます。また、
Salon de Twiggy のジュースバーが、
こだわりの素材で作る季節のドリンクもご提供します。ぜひ、
ご参加下さい。
日時：2014 年９月 30 日（火） 第１回

11:00〜14:00

／

第２回

16:00〜19:00

( 各回定員 12 名・要予約 )

会場：TWIGGY （渋谷区神宮前 3-35-7-001）
※ 施術、会場の都合上、人数に限りがございます。定員になり次第、締め切りとさせていただきます。
お申し込みの詳細は、本プレスリリース ５ページをご参照ください。

発 送元： デイリープ レ ス

東 京 都 目 黒 区 青 葉 台 3 -5 - 33 1 F

〒 15 3- 0 04 2

te l . 0 3- 6 4 1 6- 3 20 1
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Producer
松浦 美穂（Miho Matsuura）

ヘアアーティスト ／ ヘアサロン Twiggy（ツイギー）代表

押しも押されもせぬトップヘアスタイリストとして、人々の隠れた魅力を引き出すことに成功してきた松浦美
穂。90 年にオープンしたサロン「Twiggy」には、連日多くの俳優やモデル、クリエイターをはじめとした
熱狂的な支持者が訪れ、その賑わいは四半世紀が経った今も変わることなく続いています。松浦の根強い
人気の理由は、美しいカットラインを実現する圧倒的な技術力だけではありません。
ツイギーというサロンを通じて、ひとりひとりが心身ともに喜びに溢れた、健康で自分らしい人生を送るた
めのお手伝いをしたい――そんな熱い想いが、「ツイギーに行くと元気になる」というお客様の声に繋がっ
ているのです。

ロンドンでの生活と、オーガニックとの出会い
80 年代にヘアタイリスト、メイクアップアーティストとして活躍した後、88 年に渡英。ロンドンで２年間を過ごして帰国した松浦はツイギー
を立ち上げました。バブル末期の東京から不況下のロンドンへ。ヘアスタイルやメイクの表層だけでなく、物事の本質を見つめ、個性を大
切にする彼女の姿勢は、このロンドン生活で培われたのかもしれません。オーガニックやホリスティックといった概念に初めて触れたのもロ
ンドンで。また、その時期に初めての出産を経験したことも、後の彼女の人生や仕事に大きな影響を与えています。

お米づくりから学んだこと。

髪にとっての土壌とは？

松浦にとってもうひとつの転機は、10 年前に秋田県で有機無農薬の米作りを始めたこと。
「農薬も除草剤も使わないので、草取りは大変。でも、できたお米は本当に美味しい」と
嬉しそうに話します。「土に触れ、健康な土壌を作ることを続けるうちに、作り手が見え
るものづくりの大切さを実感するようになったんです。せっかく食べるなら、作った人の
愛情だとか、人生経験の中で学んだものが込められているものを食べたいですから」と
いう松浦は、いつしか「ヘアケア製品も同じだ！」と考えるようになります。
「農作物にとって土が命であるように、髪にとっての土壌である頭皮は命。だから、作り手
の顔が見えるヘアケア製品を作らなきゃ、と思ったんです。美容師を 30 年以上やって
きた経験を、ちゃんと髪を作るお手伝いをすることで、皆さんに還元していきたい。頭っ
てデリケートで大切な部分だから、たくさんの毛髪に覆われているわけですよね。だか
らこそ、国産の植物原料や製法に徹底的にこだわり、料理や食べ物と同じ発想でヘアケア
製品を作る必然を感じました。また、いくら安全でも美味しくないものは食べたくない。
ヘアケア製品も、使っていて喜びを得られるものではないと。だから、香りや使用感にも
妥協はしませんでした」。
そんな想いから作られた「ユメドリーミング エピキュリアン」は、2014 年春にパッケー
ジも新たに内容を刷新。年齢や性別を問わず、すべての人に、心地よく幸せな気分に浸り
ながら、健やかで美しい髪と頭皮を手に入れてほしい。そして、自然と繋がって生きる
喜びを感じてほしい――。このシリーズは、そのためのさまざまなアイディアが詰まった、
“作り手の顔の見える” プロダクトなのです。

About Hair Salon Twiggy

( ツイギー )

1990 年のオープン以来、モードでありながら、それぞれのライフスタイルに
溶け込む個性あふれるヘアスタイルを提案し続け、モデルやスタイリスト、
ファッションエディターなど、流行に敏感な人々から絶大な支持を受けている。
また、2012 年には「心と体を健康にすることで、真の美しさを目指す」ことを
コンセプトに、ヘアサロン、エステティックトリートメントサロン、トレー
ニングスタジオ、ジュースバーがコラボレーションした「Salon de Twiggy」
をオープン。それぞれの体質に合わせたトータルプロデュースも行っている。
www.twiggy.co,jp
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Product Story
日本におけるナチュラル・オーガニック コスメのパイオニアとともに、開発された EPICUREAN
「ユメドリーミング エピキュリアン」を製造しているのは、ナチュラル・オーガニックコスメ製品のリーディングカンパニー、ネイチャー
ズウェイ。R&D グループのゼネラルマネージャーとしてエピキュリアンの製品化に尽力してきた早川功さんは、「５年程前にツイギー
のサロンで初めて松浦さんにお話を伺った際に、その熱い想いに圧倒されたんです。松浦さんは髪に対してこういう機能のあるものを
作りたい、ということだけではなく、日本の自給率が下がっていることや地産地消の必要性など、幅広い視点から話をしてくれました。
次世代も見据えた広い視野には感激しましたね」と当時を振り返ります。「松浦さんに最初に訊かれたのが “シャンプーとトリートメン
ト、どちらに重きを置いていますか？” ということ。最初はピンとこなかったのですが、松浦さんの “トリートメントは髪のためのもの
だけれど、シャンプーは頭皮のためのもの。頭皮をケアすることでナチュラルで健康な髪が作られるのよ”という言葉に膝を打ちました。
我々も長く植物原料を使って肌本来の機能をケアするための化粧品を作ってきましたので、その考えに共感できたんです。そこからは、
経験に裏打ちされた松浦さんの知識をお借りしながら、国産の植物原料にこだわり、より良いヘアケア製品を作る努力を続けてきました」
。

“元気な土” で育つ、自社で育てる力強いハーブ
実は、ちょうどエピキュリアンのプロジェクトが立ち上がる少し前に、ネイチャーズ
ウェイは山梨県北杜市に有機無農薬栽培の自社ハーブ園「明野ハーブ農場」をオープン
させていました。富士山を臨む明るい斜面にあり、有機 JAS 認定も取得したこのハー
ブ園について、開発調査室の山口浩さんは「明野町は日本一日照時間が長い町なんです。
また、雨が少なく、昼夜の寒暖差が大きいので、地中海気候に近い。ここでは化学肥料
を使わない代わりに堆肥を通常の５倍も入れているので、土を握るとサラサラと崩れま
す。化学肥料を使った土は、ぎゅっと握ると固まるんですよ。養分が多いので雑草もか
なりの勢いで育ってしまうのですが、除草剤は使わず、苦労してでも草取りをしていま
す」と話してくれました。エピキュリアンにもここで育てられるハーブのうち、セイヨ
ウノコギリソウやゼニアオイが使われています。「何はなくとも土、命！」と断言する
松浦も納得の、元気な土で育てられた力強いハーブたちです。

クォリティへのこだわりと、サスティナビリティの両立
自然由来の植物成分をたっぷり使用したエピキュリアンのシリーズですが、今回は廃棄
されるはずの国産たけのこの皮のエキスや、国内での消費量が低下する米の粉、砂漠の
緑化に使われる紅柳の根に寄生する植物、カンカのエキスなどを使うことで、自然環境
に配慮したものづくりも実現しています。R&D グループの御笹憲子さんは「米粉を
使うことなど、松浦さんからのオファーがなければ私たちも思いつきませんでした。
ヘアワックスのセット力やまとまり感を上げるためにパウダリーな成分が欲しかった
のですが、松浦さんから提案されたのが無農薬の米粉。ミツロウを使ったクリーム状の
ベースに少しずつ米粉を混ぜていき、試作を重ねた末にベストなものを作ることができ
ました」と話します。

オーガニック ヘアケアは、男性のためにも
今回のシリーズは、頭皮の健康に気を使い始めた男性にもぴったり。ツイギーとネイ
チャーズウェイの男性スタッフが自らモニターとなりながら、使いやすく快適なプロダ
クトを追求しました。
「リニューアル後はシャンプー＆トリートメントにリッチとライト
の２タイプをラインナップしましたが、ライトは男性が使うことも意識しながら、髪が
より健やかに育つような有効植物成分を配合しました。分泌された皮脂が酸化すると
頭皮にダメージを与えるので、余分な汚れを取り除き、新たな皮脂を分泌させることを
目指しています。また、週に１〜２回、ヘアクレンジング クレイで毛穴詰まりをしっ
かり取ったり、ヘアトニックを使ってマッサージしたりすることで、毛が綺麗に生えや
すくなりますよ」と御笹さん。男女を問わず心地よく使える香りや使用感も好評です。
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Brand Concept

Philosophy
サロン発

本質的な髪の美しさを追求したブランド。

1990 年のサロンオープン以来、美しいカットラインを追求してきた中で感じてきたのは、髪の美しさは心と身体とつながっていると

いうこと。そして、自分自身がもつ生命力は、自然界の健康ともつながっているということです。EPICUREAN を通し、自然と自分が
つながる健やかなサイクルから髪が育まれ、クリエイティブなヘアデザインが生み出されていくことを願っています。
Products

品質を高めながら、地球の循環につながることも意識

使用成分には、廃棄されるはずの国産たけのこの皮エキスや、国内での消費量が著しく低下しているお米の粉など、髪にプラスに働き
かけるだけでなく、サステナビリティにつながるオーガニック植物成分を積極的に配合。自然がもたらす恵みを無駄なく受け取ること
で、製品の質を高めることだけでなく、地球の循環につながるしくみになればと考えています。

※製品はすべて、シリコン、合成ポリマー、鉱物油、石油系海面活性剤、合成香料、防腐剤、不使用となっています。

Quality

全身のケアにも有効な、厳選された植物成分を配合

「自然」とつながる「自身」を改めて発見するため、製品はすべて自然由来の植物成分だけを使用。

自然からの恵みをつめこんだ製品は、髪を美しく整えるだけでなく、肌のケアにも有効な成分を配合しています。ヘアミストは化粧水、

ヘアオイルはボディオイル、グロスジェルはネイルジェルというように、製品はすべて、髪はもちろん、全身のケアに使うことができます。
◆ About EPICUREAN
「享楽主義者」というイメージの強いエピキュリアンという言葉ですが、元々は古代ギリシャの哲学者、エピキュロス（紀元前 341 年
〜 270 年）に由来。彼の説いた快楽とは、欲望を満たすだけの放埓な生活を送ることではありません。エピキュロスは健康な身体と
平静な精神こそが、喜びに満ちた暮らしに必要なものと考えていました。そんなエピキュロスの哲学にインスパイアされてつけられた
のが「ユメドリーミング エピキュリアン」という名前です。ひとりひとりが感じる喜びは、それぞれ違います。そんな喜び＝贅沢と
出会えるサロンでありプロダクトであること。それがツイギー、そして「ユメドリーミング エピキュリアン」の願いです。

パッケージデザインについて
リニューアルにあたり、ボトルデザインも一新。ユニセックスでクリーンな印象のパッ
ケージデザインは、「CIBONE」のスペースデザインなども手掛けた DAIKEI MILLS
の中村圭佑氏が手掛けています。それぞれのラベルには異なる写真が使われていますが、
これは松浦の夫でフォトグラファーの佐藤幸治が、松浦とともに旅したさまざまな場所
の風景をとらえたもの。
「バハ・カリフォルニア、ラダック、ブータン、ハワイ島、バリ、
キューバ、出雲大社など、私たちが 15 年来旅してきた場所です。旅は都会で精一杯
働いた自分へのご褒美みたいなもの。旅に出ると、いろんなことが大したことじゃ
なかったように思えるんです。なんて自分はちっぽけな人間なんだろう……って。そう
いう場に身を置き、
いろんなものを削ぎ落とすことで、
感謝の念も蘇ってきます」
（松浦）
。
このボトルには、そんな感謝の気持ちや、自然への愛や畏敬の念も込められています。

ブランド名： 英語表記
会社名：英語表意

YUMEDREAMING EPICUREAN

Twiggy

カナ表記

ツイギー

カナ表記

インド・ラダック（2006 年）

ユメドリーミング エピキュリアン

／東京都渋谷区神宮前 3-35-7-001 150-0001

tel.03-6434-0518

www.yumedreaming.com
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Products Information
ヘアケアシリーズ
バラエキスで髪が潤うエイジングケアシリーズ

シャンプーリッチ 250mL
5,724 円（税込）

トリートメントリッチ
5,724 円（税込）

濃厚なハイブリッドバラエキスを贅沢に配合し
たシャンプー。
豊かな香りとオーガニック栽培を中心とした
リッチな植物成分で、頭皮と髪に芯からアプ
ローチ。ハリや弾力をアップし、潤いを与えま
す。抜け毛やパサつき、やせた髪が気になる方
にもおすすめです。

オリーブ油や濃厚バラエキスなどの厳選された
植物エキスをたっぷり配合。乾燥やダメージが
気になる髪にツヤとハリと潤いを与え、まとま
りやすくしてくれるトリートメントです。
髪にすっと浸透してベタつかないため、アウト
バストリートメントにもおすすめ。

250mL

髪の土台となる頭皮ケアに着目 ヘルシーな髪へと導くライトシリーズ

シャンプーライト 250mL
4,212 円（税込）

トリートメントライト
4,212 円（税込）

セイヨウオトギリソウエキスを始めとする頭皮
環境を整える 7 種類の植物エキスを黄金比率で
配合した植物オイルコントロールコンプレック
スエキスを配合。
毛穴の汚れをすっきり落とし、水分と栄養を補
給。根元からふんわり立ち上がるヘルシーなみ
ずみずしい髪へ。

オリーブオイルやカンカエキスなど厳選された
植物成分がコシのあるさらさらヘアを叶えま
す。オタネニンジン、ジオウ、オウゴンなど、
古くから肌や髪のための生薬として使われてき
たハーブを贅沢に配合。
アウトバスで使えば、髪を軽くまとまった質感
に整えます。

シリカとクレイで、毛穴の奥の汚れまでしっかり吸着 !

250mL

健康な土壌を育てる、東洋医学発想のハーブトニック

ヘアクレンジングクレイ 280mL
6,480 円（税込）

ヘアトニック 150mL
8,640 円（税込）

パーマ液やカラーリング剤、水道水などにより、
大きな負担がかかる頭皮。毒素や汚れが毛穴に
溜まると、髪は細くなり、コシやボリュームが
失われてしまいます。ヘアクレンジングクレイ
は、不要なものを吸着する力が抜群のシリカと
クレイ ( 泥 ) を混ぜ合わせ、吸着された不要物
をしっかり固めてオフする仕組み。必要な成分
は残しながらクリーンで活力あふれる頭皮へと
導きます。

皮膚の研究を続けてきた “Hifuken” とのコラ
ボレーションから誕生した、スカルプ用ヘアト
ニック。東洋の漢方と西洋のハーブをバランス
よくブレンド。10 種類の植物エキスと 11 種
類のアミノ酸を、頭皮にすばやくチャージしま
す。ネロリ、ラベンダー、ローズマリーの清涼
感あふれる香りと爽快な使い心地で頭皮を耕
し、健やかで豊かな髪へと導きます。
手軽に使えるローションタイプ。

ヘアスタイリングシリーズ

写真左から

※ 価格はすべて税込

ヘアミストナチュラル 100mL ¥3,456- 寝ぐせに、髪と肌の乾燥に。潤いで満たすミスト
ヘアミストハード 100mL ¥3,780- 植物の恵みで、保湿しながら自在にヘアスタイリング !
ヘアムース R 100mL ¥3,780- ふわっとヘルシーな髪に。頭皮と髪の “美容液ムース”
ヘアオイルライト 30mL ¥4,536- 植物オイルと精油だけで、極上のツヤツヤ & さらさらヘアに
ヘアワックス 80g ¥3,888- マットな質感と幅広いアレンジ力が魅力の実力派ワックス（上）
ヘアジェル 35mL ¥4,320- ツヤとまとまり感が生まれる植物ベースのヘアジェル（下）

EPICUREAN に使用されている主な成分
ハイブリッドローズ花エキス、カンカエキス（シスタンケツブロサ茎エキス）、セイヨウノコギリソウエキス、モウソウチクたけのこ皮エキス、加水
分解エンドウタンパク、米粉、シリカ、オリーブ油、ミツロウ、トウキンセンカ花エキス、オタネニンジン根エキス、セージ葉エキス、ゴボウ根エキス、
トウキ根エキス、ショウガ根エキス
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Information
PRESS EVENT

「松浦美穂トークイベント & スペシャル ヘアケア 」 ※プレス関係者様限定
ヘアアーティストとしての活動をとおして、理想のヘアデザインを実現するために発案された YUMEDREAMING EPICUREAN
の開発エピソードを中心に、ヘア、美容、ファッションの軸にとどまらない、松浦の活動についてお話致します。
当日は、ヘアクレンジングクレイやヘアトニックなどの EPICUREAN 商品をふんだんにご体感頂ける、特別にご用意した頭皮
クレンジングケアを実施。長かった暑い季節にダメージを受けた髪と地肌を、ツイギーのスタッフによる施術で健やかにし、
心身ともに癒されるひとときをお過ごしください。また、Salon de Twiggy のジュースバーが、こだわりの素材で作る季節の
ドリンクもご提供します。
会場：Twiggy （渋谷区神宮前 3-35-7-001）
日時：2014 年 9 月 30 日（火）
第１回

11:00〜14:00 （受付開始 10:50）

定員 12 名

第２回

16:00〜19:00 （受付開始 15:50）

定員 12 名

施術内容… 頭皮クレンジングケア、ブロー、セット

※通常のヘッドスパメニューとは内容が異なります。

【お申し込み方法】
お名前、ご所属（又は、主な担当媒体名）、ご連絡先と、ご希望の回を明記の上、下記までメールにてご連絡ください。
デイリープレス

山本 宛

masumiyamamoto@dailypress.org （ tel. 03-6416-3201 ）

※メールの後、24 時間以内に返信が無い場合は、お手数ですがお電話くださいますようお願い致します。
※ 施術、会場の都合上、人数に限りがございます。定員になり次第、締め切りとさせていただきますので、ご了承ください。

書籍 発売情報

『どこから見ても美シルエット！
人気 NO1 ヘアスタイリスト 松浦美穂の３D ヘア』
９月２５日（木）発売！

1500 円（税別）

松浦美穂著 （マガジンハウス 刊）
この度、松浦にとって初めての書籍を出版する運びとなりました。
その人の個性を生かし、さらに旬の気分を大胆にとりいれた、ツイギーが提
案するスタイル。「カットは、後頭部のシルエットが命。なぜなら人は正面か
ら見るよりむしろ横や後ろから見たときに、その人の髪型を “似合う” “素敵”
と判断するから」という「３D ヘア」の全貌が、本書で初めて公開されます。
木村カエラさんと RYO さんは、誌上でそれぞれの新しいイメージに挑戦し
てくださいました。松浦とのセッションで出来上がったヘアスタイルの数々
はライブ感溢れる仕上がりです。ツイギーのお客様のヘアスナップも紹介さ
れます。ツイギー開業以来のお客様という大貫妙子さんとの対談も。
渾身の１冊、ぜひご注目くださいますよう、お願いいたします。

【お問い合わせ】

【プレスに関するお問い合わせ】

株式会社ツイギー

デイリープレス

担当：早川ゆかり
tel. 03-6434-0518

担当：山本真澄（mob. 090-4062-6361）
fax. 03-6434-0519

e-mail. y.hayakawa＠twiggy.co.jp

tel. 03-6416-3201

03-6416-3202

e-mail. masumiyamamoto@dailypress.org

http://www.twiggy.co.jp
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