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BOTANIST から初のパーソナライズシャンプー登場！

毛髪診断士 ® によって企画・開発された、「My BOTANIST 診断システム 」で髪質解析
※1

TM

My BOTANIST であなたらしさを、特別な一本に
株式会社 I-ne( 本社：大阪市中央区 ) のボタニカルライフスタイルブランド【BOTANIST( ボタニスト )】は、
パーソナライズシャンプー「My BOTANIST」を、公式 WEB サイト「＆Habit」にて 2019 年 3 月 13 日（水）、
BOTANIST Tokyo にて 3 月 14 日（木）より予約販売開始、4 月 22 日（月）より順次発送いたします。

当製品は、毛髪診断士 ® ※1 による企画・開発によってできた独自のパーソナライズシステム「My BOTANIST 診断システム TM 」で
わずか 2 分、9 個の質問に答えるだけで、あなたの髪質を独自のメソッドによって分析し、それぞれの髪の悩みや、
なりたい質感にぴったりなシャンプーとトリートメントの組み合わせを提案いたします。
また、ボタニストの特徴であるこだわりの植物由来成分や天然の保湿成分を配合し、
人気のダブルフレグランスはそのままに、複数の香りの中からあなたの趣向にフィットする香りをお選び頂けます。
さらに、診断結果に合わせて頭皮美容液、ヘアミルク、ヘアオイルのアウトバス製品も提案いたします。
※1 「毛髪診断士 ®」とは、日本毛髪科学協会の登録商法です。

BOTANIST
BOTANIST = 植物学者
ボタニカルライフスタイルとは、植物の恵みを生活・ライフスタイルに取り入れること。
モノに溢れ、目まぐるしく変化する現代において、よりシンプルで丁寧な生活、植物と共に生
きる事が、本質的な豊かさに繋がると考え、ボタニカルライフスタイルブランド【BOTANIST】
は生まれました。環境への取り組みとして「森林保全団体 more trees」を支援しています。
https://botanistoﬃcial.com/
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My BOTANIST 開発のきっかけ
2015 年の発売以来、シリーズ累計 5,000 万本を突破した「BOTANIST」はこれまでお客様のライフスタイルに寄り添い、お客様の声を大切に、
100 以上の商品を提案してまいりました。
My BOTANIST 発売のきっかけもお客様の声でした 。既存のボタニストのヘアケアラインはスムース、モイスト、ダメージ、スカルプの 4
ラインあります 。スカルプはボリュームアップが目的でモイストはボリュームダウンが目的であるはずが、真逆のシャンプーとトリートメント
の組み合わせをリピートされていたお客様がいました 。不思議に思い、そこから他の購入データを分析してみると、なんと毎月 2000 人以上
のオンライン会員のお客様が 目的の違うシャンプーとトリートメントの組み合わせをご購入いただいていることに気づきました。
つまり、お客様のニーズは BOTANIST が想定していた 4 つの分類だけにはとどまらず、さらに複雑に多様化していることに気付きました。
そこで、お客様のニーズすべてに答えられるだけのプロダクトを用意し、きちんとお客様の悩みを解決できるよう、また、最適な提案が
できるシステムと商品を作ろうという思いから、ボタニストより新たなシリーズが生まれました 。

Points
１．毛髪診断士 ® によって企画・開発された「My BOTANIST 診断システム」
一人ひとりの悩みに寄り添った、特別なヘアケアを提供できるよう、独自のデータ分析と毛髪ケア理論を組み合わせることで
パーソナライズシステムを開発。9 個の質問によって、毛髪のお悩みや髪質を分析し、一人ひとりにぴったりなシャンプー・トリートメント
を提案します。
２．植物由来の基本成分 × お悩み別成分
My BOTANIST のために開発された基本成分とお悩み別成分を配合し、お客様のなりたい髪質へ導きます。
また、ダメージの原因を特定し、失われた成分を補うことで、より健康的な毛髪状態へ整えていきます。
３．ダブルフレグランス
BOTANIST の特徴である、奥行きのある香りを感じられる二つの香りを掛け合わせたダブルフレグランスはそのままに、
趣向やなりたいイメージに合わせて香りをお選び頂けます。
また、シャンプーとトリートメントで異なる香りを選ぶことで、洗髪時、トリートメント時、ドライ中と
３ステップで香りをお楽しみ頂くことも可能です。

Products
BOTANIST SHAMPOO
ボタニスト シャンプー 395mL
定価：4,980 円（税抜）
独自洗浄成分トリプルボタニカルフォーマー ※2 が細やかで贅沢な泡を実現。
頭皮と髪に潤いを与えながらを優しく洗い上げます。
また、植物由来の成分で洗いながらケアをします。
※2

サボンソウ葉エキス、ココイル加水分解ダイズタンパク K、デシルグルコシドの組み合わせ

BOTANIST TREATMENT
ボタニスト トリートメント 395g
定価：4,980 円（税抜）
植物由来 PPT ※3 などがダメージを補修し、健康な毛髪へ導きます。
※3

加水分解エンドウタンパク、加水分解米淡白、加水分解ハトムギ種子
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【OUT BATH ITEMS】
BOTANIST NOURISHING SERUM
ボタニスト ナリッシングセラム（フレグランスフリー）116mL
3,300 円（税抜）
頭皮をローズマリー ※4 とユーカリ※5 で保湿し、ダイズ ※6 で潤いを保つことで頭皮を柔軟に。
今、そして未来の頭皮環境を整え、健康的な髪への土台を作ります。
※4 ローズマリー葉エキス
※5 ユーカリ葉油
※6 ダイズ種子エキス

BOTANIST VAIL HAIR MILK
ボタニスト ベールヘアミルク（エルダーフラワー＆ペアーの香り／ブルーベル＆ジャスミンの香り）95mL
各 3,300 円（税抜）
毛髪内部のダメージを、水分保持能力が高いセラミドで埋めることにより、
柔らかでスタイリングしやすい髪へと導きます。

BOTANIT SILKENNING HAIR OIL
ボタニスト シルケニング ヘアオイル（エ ルダーフラワー＆ペアー の 香り／ブル ー ベ ル＆ジャスミンの 香り）
95mL
各 3,300 円（税抜）
ダメージによって傷ついた毛髪内部を W ジャポニカオイル ※7 で補修。また、月見草オイル ※8 により、
キューティクルを整え、滑らかな髪へと導きます。
※7 コメヌカ油・コメ胚芽油
※8 月見草油

Information
【定期購入価格】
■シャンプー・トリートメント
初回定期価格：40% OFF
2 回目以降：20% OFF
■アウトバス
初回価格：シャンプー・トリートメント定期と同時購入で、
アウトバス単品価格より 10% OFF
【発売 / 流通先】
■公式 WEB サイト (& Habit)
3 月 13 日：予約販売開始
4 月 22 日：発送開始
■BOTANIST Tokyo
3 月 14 日：予約販売開始
4 月 22 日：発送開始
※BOTANIST Tokyo では、直接香りをお試しいただきながらのカウンセリングが可能。
商品は、WEB サイトから購入の場合と同様、郵送でのお渡しとなります。

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞
■株式会社 I-ne（アイエヌイー）ブランドプロモーション部 広報課
（東京）TEL:03-6303-9997 ／ FAX:03-6303-9907
（大阪）TEL:06-6245-8604 ／ E-mail : press@i-ne.co.jp
■株式会社 I-ne（アイエヌイー） PR 事務局 担当：山口、蓮田、深津
TEL：03-6894-3200 ／ FAX：03-5413-3050
E-mail：ine̲pr@ssu.co.jp
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＜お客様からのお問い合わせ先＞
株式会社 I-ne( アイエヌイー）
大阪府大阪市中央区南船場 3-12-22 心斎橋フジビル 8F
【My BOTANIST カスタマーサービス】
TEL：0120-488-873
MAIL：mybotanist@i-ne.co.jp

