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株式会社ビューティーエクスペリエンス（本社：東京都世田谷区・代表取締役社長：福井 敏浩）は、ハチミツを配合した至福のハニー

コスメブランド「Honeycé(ハニーチェ)」をフルリニューアルし、2017年1月20日より全国のドラッグストア等にて新発売します。

全国の限定したドラッグストア等で発売いたします。

※詳細はハニーチェのブランドサイト(http://honeyce.com)をご覧ください。(2017年1月20日公開予定)
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＊「Honeycé」というブランド名は「Honey(ハチミツ)」と「Ｄolce(甘美なもの)」を合わせた造語で、「甘いハチミツの世界を堪能して♪」という意味が込められています。

※1 ハチミツ（保湿）　※2 シア脂(保護)　※3 γ‐ドコサラクトン(補修)ナノリペアTMは日本精化株式会社の商標です。　※4 γ‐ドコサラクトン（毛髪保護による褪色防止）

「Honeycé(ハニーチェ)」は、その高い機能性が注目され続けてきた【ハチミツ】に着目し

て開発されたハニーコスメブランドです。2013年8月の発売以来、ハチミツのイメージや

使用感の良さで多くのお客様からご好評をいただき、着実にファンを増やしてまいりま

した。

近年ではユーザーの髪の悩みは細分化され、具体的な原因をユーザー自身がしっかりと

把握した上で自分自身に合ったヘアケアを求めるといった傾向が見られます。当社の調

査では、78％（図①参照）もの女性が髪に対する悩みを持っており、そのTOP9が“髪のダ

メージ”に関連する悩み（図②参照）という結果が出ました。

そこで、ハニーチェは、ハニーヘアケアブランドとして今後も長く愛されるブランドを目指

し、「ダメージを受けた女性の髪をケアし、心まで前向きになれるブランド」をコンセプト

に生まれ変わります。

今回のリニューアルでは、ブランドの共通成分として保湿効果の高いオーガニック認定の

フラワーハチミツ※1を採用しています。また、従来の処方を踏襲しつつも、よりダメージに

対してのケア効果を向上させるため、髪のダメージの3大原因である、“紫外線”“ドライ

ヤーなどの熱”“ヘアカラー”に効果的なケア成分のシアバター※2、ナノリペアTM※3、植物由

来エルカラクトン※4を全アイテムに新配合し、髪を内部から表面まで徹底補修します。ダ

メージをしっかりとケアし、ハチミツの保湿力でパサつかず、ツヤと潤いのある髪に導き

ます。パッケージは、ハニーチェの持つ可愛

らしい雰囲気を残しつつも、大人女性にも

共感いただけるシンプルでエレガントなデ

ザインに仕上がっています。

これからもハニーチェは、日々のダメージ

から開放し、髪も心も前向きになれるブラ

ンドとして展開していきます。

480mL / 400mL 900円/ 700円+税

480mL / 400mL 900円/ 700円+税

ハニーチェ ディープモイストリペア シャンプー/つめかえ

ハニーチェ ディープモイストリペア トリートメント/つめかえ

200g 900円+税ハニーチェ ディープモイストリペア ヘアマスク

115mL 900円+税ハニーチェ ディープモイストリペア ヘアセラム

10ｍL＋10g 90円＋税ハニーチェ ディープモイストリペア シャンプー＆ヘアマスク 1dayお試し

製品名 容量 価格

カラー・パーマによる傷み7 位 44%

紫外線による傷み8 位 42%

枝毛・切れ毛がある9 位 39%

髪に悩みがある人 78%髪に悩みがある人 78%

髪に悩みがない人 22%髪に悩みがない人 22%

順 位

図②  髪の悩み アンケート結果（自社調べ：2016年7月WEB調査）

図①  髪に対する悩みを持つ人 アンケート結果

（自社調べ：2016年7月WEB調査）

※n=20,000　20代-50代女性

悩 み

ダメージによるパサつき1 位 60%

乾燥によるパサつき2 位 49%

広がる・まとまらない〃 49%

ドライヤー・アイロンによる傷み4 位 47%

ツヤがない5 位 46%

指通りが悪い〃 46%

悩んでいる人
の 割 合

新しく生まれ変わった「ハニーチェ」
あなたの髪をもっと綺麗に
そして、あなたをもっと可愛く

2 0 1 7年1月2 0日より
フルリニューアルで順次発売開始！



※1 ハチミツ（保湿）　※2 シア脂(保護)　※3 γ‐ドコサラクトン(補修)ナノリペアTMは日本精化株式会社の商標です。　※4 γ‐ドコサラクトン（毛髪保護による褪色防止）

※5ナツミカン花油（保湿）　※6 アルギニン（保湿）

■オーガニック認定フラワーハチミツ配合

たくさんの花々の恵みがぎゅっと詰まった、カナダのアルバータ州産「オーガニック認定フラワーハチミツ※1」を採用。有機栽

培された花から採れたこだわりのフラワーハチミツの高い保湿力で、髪の芯までたっぷり潤いを届け、しなやかにツヤめく

美髪へ導きます。

製品特長

■髪の3大ダメージを徹底補修

■こだわりのフリー処方

サルフェート、合成着色料、タルク、パラフィン、鉱物油、パラベン、合成酸化防止剤、PGのフリーで、ハニーチェが誕生以来

大切にしてきた肌と髪を想う処方設計になっています。

■サロンクオリティ

サロンメーカーとして42年間蓄積された技術のもと開発された、プロフェッショナルな高品質処方です。

■甘くさわやかなフラワーハニーの香り

天然フラワーオイル※5を配合した、ハチミツの程よい甘さの中に広がるさわやかなフローラルの香りが、至福のヘアケアタ

イムを提供します。

■W天然保湿成分配合

保湿機能に優れた天然フラワーオイル※5と天然由来のアミノ酸※6が、髪に潤いを届け、毛先までまとまる髪に仕上げます。

* 図はすべてイメージです。

ナノリペアTM※3

フラワーハチミツ※1＋シアバター※2

髪がダメージを受ける3大原因となる“紫外線”“ドライヤーの熱”“ヘアカラー”。この3大

ダメージを、それぞれの原因に特化した効果的な成分を配合し、徹底補修します。ナノ

リペアTM※3が内部まで浸透し、シアバター※2と植物由来エルカラクトン※4が髪表面の

キューティクルを整え、パサつかずまとまり続くツヤ髪へ導きます。

紫外線ダメージケア

シアバター※2

髪を紫外線から守り、キューティクルの

剥がれを抑制します。

熱ダメージケア

ナノリペアTM※3

髪の内部に浸透し、ドライヤーなどの

熱により毛髪成分と反応し結合することで、

ダメージをケアします。

カラーダメージケア

植物由来エルカラクトン※4
褪色防止効果とともに、カラーに

よるダメージを補修します。



3倍配合

厳選されたオーガニックフラワーハチミツ配合

紫外線、ドライヤーなどの熱、ヘアカラーによる髪の

3大ダメージを徹底補修

天然フラワーオイルと天然由来アミノ酸によるW保湿

こだわりのフリー処方＆サロンクオリティ

フラワーハニーの香り

ハニーチェ ディープモイストリペア シャンプー 480mL／900円+税

製品画像 製品名・容量・価格・特長

ノンシリコン

ノンシリコン

ノンシリコン（シャンプーのみ）

製品画像・クレジット

ハニーチェ ディープモイストリペア トリートメント 480mL／900円+税

ハニーチェ ディープモイストリペア ヘアマスク 200g／900円+税

ハニーチェ ディープモイストリペア ヘアセラム 115mL／900円+税

ハニーチェ ディープモイストリペア

シャンプー つめかえ
400mL／700円+税

ハニーチェ ディープモイストリペア

トリートメント つめかえ
400mL／700円+税

ハニーチェ ディープモイストリペア

シャンプー＆ヘアマスク 1dayお試し
10ｍL＋10g／ 90円＋税

シャンプーとヘアマスクの1回使い切りトライアルセット

3倍アミノ酸配合

ディープモイストリペア　トリートメント比
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厳選されたオーガニックフラワーハチミツ配合

紫外線、ドライヤーなどの熱、ヘアカラーによる髪の

3大ダメージを徹底補修

天然フラワーオイルと天然由来アミノ酸によるW保湿

こだわりのフリー処方＆サロンクオリティ

フラワーハニーの香り

厳選されたオーガニックフラワーハチミツ配合

紫外線、ドライヤーなどの熱、ヘアカラーによる髪の

3大ダメージを徹底補修

天然フラワーオイルと天然由来アミノ酸によるW保湿

こだわりのフリー処方＆サロンクオリティ

フラワーハニーの香り

【特長成分】

オーガニックフラワーハチミツ※1 

／シアバター※2／ナノリペアTM※3

／植物由来エルカラクトン※4／

天然フラワーオイル※5 ／天然由

来アミノ酸※6
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天然フラワーオイル※5 ／天然由

来アミノ酸※6
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厳選されたオーガニックフラワーハチミツ配合

紫外線、ドライヤーなどの熱、ヘアカラーによる髪の
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フラワーハニーの香り
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補修成分3倍配合

※1 ハチミツ（保湿）　※2 シア脂(保護)　※3 γ‐ドコサラクトン(補修)ナノリペアTMは日本精化株式会社の商標です。　※4 γ‐ドコサラクトン（毛髪保護による褪色防止）

※5ナツミカン花油（保湿）　※6 アルギニン（保湿）


