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報道関係者各位 

プレスリリース                                                                    

2021 年 6 月 18 日 

                                       株式会社 ウ テ ナ 

 

「Me%」と「マトメージュ」が初コラボ！ 

マスク姿もおしゃれに見せる『マスク盛れ』ヘアスタイルを発信！ 

2021 年 6 月 21 日より「Me%」店頭にてノベルティキャンペーンを開始！ 

 

株式会社ウテナのまとめ髪スタイリングブランド「マトメージュ」は、2021 年 6 月 21 日より、

ポップでエッジのきいたアクセサリーが人気のファッションブランド「Me%」と初めてのコラボレー

ションを開始いたします。マスク姿もおしゃれに見せる『マスク盛れ』をテーマに、両ブランド共同

で、マスクをしているときのヘアアレンジや、ファッションコーディネートを提案します。 

Instagram での情報発信やキャンペーンを通して、マスク時代のおしゃれを盛り上げます。 

コロナ禍でマスク着用が余儀なくされる中、ウテナの「マトメージュ」は、マスク姿でも大胆なヘ

アスタイルでおしゃれに見せる『マスク盛れ』ヘアアレンジを提案してきました。最近、10 代～20

代の若い女性の中では「マスクだからこそもっと大胆に可愛くおしゃれをしよう」と、ヘアアレンジ

だけでなくヘアアクセサリーからファッションまで、トータルコーディネートでマスクを楽しむ人も

増えてきています。 

そこで「マトメージュ」ブランドでは、ポップでエッジのきいたアクセサリーが人気のファッショ

ンブランド「Me%」とコラボし、公式 Instagram でそれぞれの商品を使用したマスク時のトータル

コーディネートの情報発信をいたします。またコラボを記念して、6 月 21 日から「Me%」店頭にて

「マトメージュ まとめ髪スティックスーパーホールド」が貰えるノベルティキャンペーン、7 月 14

日から「Me%」と「マトメージュ」の商品が抽選で 11 名様に当たる Instagram キャンペーンを開始

いたします。気軽に『マスク盛れ』を体験・参加できる仕組みでマスクヘアを盛り上げていきます。 

 

 

 

 

 

 

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】 

株式会社 ウ テ ナ 広報室  担当：則包・長澤・田中 

Tel:080-3317-8672   Fax:03-3305-1131 E-mail:utena_pr@utena.co.jp 

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】 

株式会社 ウ テ ナ お客様相談室  お問い合わせフォーム：https://www.utena.co.jp/contact/ 

（9：00～17：00 土・日・祝日・年末年始及び当社指定日を除く） 

file://///utena/utena/広報室/共有/リリース/Downloads/utena_pr@utena.co.jp
https://www.utena.co.jp/contact/
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■『マスク盛れ』コーディネートに特化した情報を発信！ 

「Me%」公式 Instagram と「マトメージュ」公式 Instagram では、それ

ぞれの商品を使用した『マスク盛れ』ヘアスタイルのコラボ投稿を実施。

「Me%」ヘアアクセサリーと「マトメージュ」を使用したマスク盛れアレン

ジの HowTo の紹介や「Me%」の洋服を使用した『マスク盛れ』トータルコ

ーディネートを紹介していきます。また、Instagram と連動した『Me％×マ

トメージュ「MASK HAIR ARRANGE」』特設ページも公開いたします。 

「Me%」の店舗と公式 WEB ストアでは期間中、対象商品を税込 3,300 円

以上ご購入の方全員にノベルティをプレゼントするキャンペーンを実施いた

します。 

 

●Instagram での情報発信 

「Me%」公式 Instagram（@me_percent）とウテナの「マトメージュ」 

公式 Instagram（@matomage_official）で投稿 

●特設ページ 

『Me％×マトメージュ「MASK HAIR ARRANGE」』（6 月 21 日公開） 

PC：https://www.dot-st.com/mepercent/disp/CSfConceptPage.jsp?dispNo=012006067 

MB：https://www.dot-st.com/m/mepercent/CSfMbContentsPage.jsp?dispNo=013006066 

●「Me%」店舗にてノベルティキャンペーンを実施 

 対象店舗   ：Me%4 店舗（ルミネエスト店、ルミネ池袋店、渋谷 109 店、名古屋パルコ店） 

Me%公式 WEB STORE.st（http://www.dot-st.com/mepercent/） 

 期間      ：6 月 21 日（月）～6 月 27 日（日）（※1） 

 プレゼント条件：対象店舗にてヘアアクセサリー（※2）、またはマスクアイテム（※3） 

を税込 3,300 円以上お買い上げの方 

 プレゼント商品：マトメージュ まとめ髪スティック スーパーホールド 

 ※1 キャンペーン期間内であってもノベルティが無くなり次第終了となります。 

 ※2 「Me%」のヘアアクセサリーカテゴリ内全商品が対象です。 

 ※3 「Me%」のマスク各種、マルチストラップ各種が対象です。 

 

■コラボ記念キャンペーン！抽選で「Me%」と「マトメージュ」の商品をプレゼント！ 

「Me%」公式 Instagram（@me_percent）とウテナの「マト

メージュ」公式 Instagram （@matomage_official） を両方フ

ォローし、指定の投稿を「いいね」した方の中から抽選で 1 名様

に、A 賞（Me％のモデル着用コーデ＆まとめ髪スティック＆アレ

ンジウォーター）をプレゼントいたします。また抽選で 10 名様に

B 賞（Me％ヘアアクセサリー&まとめ髪スティック＆アレンジウォ

ーター）をプレゼントいたします。 

※必ずキャンペーン投稿より「応募規約・注意事項」をご確認の上 

ご応募ください。   

 

<応募方法> 

1．@me_percent と@matomage_official の両方をフォロー 

2．2021 年 7 月 14 日の Me％公式 Instagram 投稿または、マトメージュ公式 Instagram 投稿を 

「いいね」する 

 

Instagram 掲載写真 

https://www.dot-st.com/mepercent/disp/CSfConceptPage.jsp?dispNo=012006067
https://www.dot-st.com/m/mepercent/CSfMbContentsPage.jsp?dispNo=013006066
http://www.dot-st.com/mepercent/
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<応募期間> 

2021 年 7 月 14 日（水）19：00～2021 年 7 月 20 日（火）23：59 

 

<賞品> 

〇A 賞 

・Me％のモデル着用コーデと同じワンピース、パンツ、アクセサリー 

・マトメージュ まとめ髪スティック レギュラー 

ホワイトフローラルブーケの香り 

・マトメージュ まとめ髪アレンジウォーター 

〇B 賞 

・コラボで使用した Me％ヘアアクセサリー（種類は選べません） 

・マトメージュ まとめ髪スティック レギュラー 

ホワイトフローラルブーケの香り 

・マトメージュ まとめ髪アレンジウォーター 

 

<当選者発表> 

ご当選された方には、@matomage_official より DM にてご連絡いたします。 

<キャンペーンに関するお問い合わせ先> 

マトメージュ公式 Instagram（@matomage_official）の DM までご連絡ください。 

※順次対応させていただきますので、回答までにお時間をいただく場合があります。 

 
■株式会社アダストリアが展開するファッションブランド「Me％」 

Me%は、新コンセプト「Girls, Be Ambitious!」女の子よ、大志を抱け！のもと、ファッションを

楽しむ次世代の女の子に向けたブランドです。ファッションといっても、一言では言い表せない現

代。洋服はもちろん、アクセサリー、ヘアスタイル、身の回りのものすべてにファッションがある。

独創的で、でも普遍的。世界にも通用するオシャレを、Me%は提案します。 

全国 5 店舗展開（2021 年 5 月末時点、WEB ストアを含む）。 

<公式 WEB ストア.st（ドットエスティ）> http://www.dot-st.com/mepercent/ 

 

■株式会社ウテナが展開するまとめ髪ヘアスタイリングブランド「マトメージュ」 
「マトメージュ」は、1996 年の発売以来、シリーズ累計出荷 3,400 万個（※4）を超えるまとめ髪

用スタイリングシリーズです。バレエやダンスなどを習うお子様や、あほ毛や前髪が気になる女子中

高生から、キチンとした印象をあたえたいキャビンアテンダントさんまで、幅広い世代に様々なシー

ンでご愛用いただいています。※4．自社出荷 1996 年 3 月～2021 年 5 月   

1． あほ毛・おくれ毛を固めずピタッとキープ 

2． 吸湿ブロック成分（※5）配合で、マスク湿気による前髪のくずれ

を防ぐ ※5．変性コーンスターチ 

3． マスクヘアが簡単につくれる、アレンジ前のウォーターと、仕上

げ用のスティックのラインナップ 
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【商品概要】 

名称   ： マトメージュ まとめ髪スティック レギュラー／スーパーホールド  

発売年 ： 1996 年 

価格  ： 550 円（税抜参考価格）／605 円（税込参考価格） 

容量 ： 13g 

商品説明 ： 仕上げに直接なでつけるだけで、手を汚さずにあほ毛・おく

れ毛を固めずキープし、キレイなまとめ髪をつくるスティッ

ク型ワックス。ナチュラルにおさえる「レギュラー」としっ

かりおさえる「スーパーホールド」の 2 種。 

使用方法 ： 髪をまとめたあと、スタイルのくずれが気になる部分にステ

ィックの平面部分を直接あててなでつけるようにつけてくだ

さい。 

 

名称   ： マトメージュ まとめ髪スティック レギュラー ホワイトフローラルブーケの香り 

発売年 ： 2019 年 

価格  ： 650 円（税抜参考価格）／715 円（税込参考価格） 

容量 ： 13g 

商品説明 ： まとめ髪スティック レギュラーの賦香タイプ。 

       みずみずしく透明感のあるホワイトフローラルブーケの香り。 

使用方法 ： 髪をまとめたあと、スタイルのくずれが気になる部分にスティックの平

面部分を直接あててなでつけるようにつけてください。 

 

名称   ： マトメ―ジュ まとめ髪アレンジウォーター 

発売年 ： 2001 年 

価格  ： 700 円（税抜参考価格）／770 円（税込参考価格） 

容量 ： 100mL 

商品説明 ： アレンジ前にスプレーするだけで、髪を扱いやすくし、ラフなまとめ髪や

編み込みなどアレンジ自在。固めずスタイルをキープするワックスウォー

ター。 

使用方法 ： まとめ髪をつくる前に、髪全体を軽く湿らせる程度スプレーし、くしや手

ぐしでなじませてから髪をまとめてください。 

 

●販売は全国のドラッグストア、スーパー等にて。  

●お取扱店及び店舗以外でのご購入方法についてのお問い合わせ 

お問い合わせフォーム https://www.utena.co.jp/contact/ 

●マトメージュ ブランドサイト https://www.utena.co.jp/matomage/ 

 

【ウテナについて】 

株式会社 ウ テ ナは 1927 年の創業から「真心を持って、社会に貢献し、人々の満足を喜びとする」を

企業理念とし、社名の由来である花の萼(がく)のように「すべての人の美しさを支えたい」という想いで化

粧品を開発してきました。 

コーポレートスローガン「咲かせよう、まだないキレイを。」には、お客様も気づいていない視点や発想

で、新しいキレイを生み出していくことを目指し、真心を込めて商品をお届けするウテナの決意が込められ

ています。これからも人間本来の美しさを追求した身近な生活品「Human care 商品」を提案してまいりま

す。 

https://www.utena.co.jp/contact/
https://www.utena.co.jp/matomage/

