
 

 

2022年 3月 4日 

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：叶屋宏一 以下「アンファー」）は、2022年 4

月 20日（水）に女性用ヘアケアブランド「スカルプＤ ボーテ」をリニューアルします。頭皮と髪それぞれのラメラ構

造に着目した、日本初の「成分の組み合わせ」を実現。頭皮や髪の悩みを感じ始める 35歳以上の女性の髪を

「ハリコシ・つや・まとまりやすさ」のある髪へと導きます。 
※スカルプラメラ(保湿成分)：ジラウロイルグルタミン酸リシンナトリウム液、N-ラウロイル-L-グルタミン酸ジ(フィトステリル・2-オクチルドデシル)、キューティクルラメラ(保湿成分)：加水分

解ケラチン液、1,3-ブチレングリコール、W ヒアルロン酸(保湿成分)：ヒアルロン酸ナトリウム(2)の組み合わせが日本初  Mintel 社データベースによる自社（当社）調べ（2022年 1月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■35歳以上の女性は頭皮と髪の変化を感じている 

アンファーは女性のエイジングに伴う髪のボリュームダウンを解決すべく、2008 年に女性向けヘアケア商品を発売

いたしました。スカルプＤ ボーテシリーズは「大切な髪、頭皮からきちんとケア。」をコンセプトに、女性の頭皮環境に

合わせた潤い成分「豆乳発酵液（ソイセラム）」を配合しています。2020 年度、コロナ禍でありながらも前年比

120％の売上高※で推移しました。その背景には、ステイホームによる「おうち美容」が普及し、シャンプーなどヘア

ケア製品にこだわる人が増えたと推測しております。 
※2020年 4月 1日～2021年 3月 31日におけるボーテ 薬用シャンプーVN１、ボーテ 薬用トリートメントパック VN１、ボーテ 薬用シャンプーMC１、ボーテ 薬用トリートメントパック MC

１の合計の売上高が前年比 120％ 

 

これまでのスカルプＤ ボーテは 45歳以上の女性に「髪がボリュームアップする」という点でご好評をいただいており

ました。この度、リニューアルするスカルプＤ ボーテは、頭皮と髪それぞれのラメラ構造に着目し、髪のボリュームだ

けでなく、「ハリコシ・つや・まとまりやすさ」にアプローチいたします。頭皮や髪質が変化し始める、35 歳以上の女性

が抱える髪の悩みにフォーカスします。 

 

スカルプＤ ボーテがリニューアル 日本初※の「成分の組み合わせ」を実現 

頭皮や髪の悩みを感じ始める 35歳以上の女性の髪に「ハリコシ・つや・まとまりやすさ」を 
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■頭皮のラメラ構造／髪のラメラ構造（CMC）とは 

頭皮のラメラ構造を構成している物質は細胞間脂質と呼ばれ、油相と水相の繰り返しによって成り立っています。 

ラメラ構造が整った頭皮はバリア機能が発揮され、異物の侵入や肌内側の過剰な水分の蒸発を防ぎます。 

 

毛髪のラメラ構造（CMC）は、髪を構成する物質の 1つで、細胞膜複合体（Cell Membrane Complex）の略称です。

ケラチン（タンパク質）同士を接着して支えていて、セラミドやコレステロールなどが規則正しく並んでおり、ラメラ構

造を形成しています。毛髪のラメラ構造（CMC）は、キューティクルの剥離を防いでダメージから守り、細胞間のクッ

ションとなり柔軟性を与えます。また、毛髪内部の水分量を一定に保ち毛髪内部から潤いを与えます。 

 

新しいスカルプＤ ボーテは、頭皮のラメラ構造と髪のラメラ構造（CMC）に着目した、日本初※の「成分の組み合わ

せ」を実現。髪のボリュームだけでなく、「ハリコシ・つや・まとまりやすさ」が叶う髪へ導きます。 
※スカルプラメラ(保湿成分)：ジラウロイルグルタミン酸リシンナトリウム液、N-ラウロイル-L-グルタミン酸ジ(フィトステリル・2-オクチルドデシル)、キューティクルラメラ(保湿成分)：加水分

解ケラチン液、1,3-ブチレングリコール、W ヒアルロン酸(保湿成分)：ヒアルロン酸ナトリウム(2)の組み合わせが日本初  Mintel 社データベースによる自社（当社）調べ（2022年 1月） 

 

■商品概要 

 

【薬用スカルプシャンプー／薬用トリートメントパック】 

 

ラメラ構造に着目した、日本初の「成分の組み合わせ」を実現 

頭皮や髪の悩みを感じ始める 35歳以上の女性の髪に「ハリコシ・つや・まとまりやすさ」を 

 

商品名  ： スカルプＤ ボーテ 薬用スカルプシャンプー ボリューム 

販売名  ： スカルプＤＢ 薬用ＶスカルプシャンプーＮＫ２ 

価格   ： 3,612円（税抜） 3,973円(税込) 

分類   ： 医薬部外品 

容量   ： 350ｍL 

シリコン、パラベン、サルフェート、鉱物油、合成着色料不使用 

高級感のあるブルーミングローズブーケの香り 

 

 

 

 

商品名  ： スカルプＤ ボーテ 薬用スカルプシャンプー モイスト 

販売名  ： スカルプＤＢ 薬用ＭスカルプシャンプーＣＢ２ 

価格   ： 3,612円（税抜） 3,973円(税込) 

分類   ： 医薬部外品 

容量   ： 350ｍL 

シリコン、パラベン、サルフェート、鉱物油、合成着色料不使用 

高級感のあるブルーミングローズブーケの香り 

 



 

 

 

商品名  ： スカルプＤ ボーテ 薬用トリートメントパック ボリューム 

販売名  ： スカルプＤＢ 薬用ＶトリートメントパックＮＫ２ 

価格   ： 3,612円（税抜） 3,973円(税込) 

分類   ： 医薬部外品 

容量   ： 350ｍL 

シリコン、パラベン、サルフェート、鉱物油、合成着色料不使用 

高級感のあるブルーミングローズブーケの香り 

 

 

 

商品名  ： スカルプＤ ボーテ 薬用トリートメントパック モイスト 

販売名  ： スカルプＤＢ 薬用ＭトリートメントパックＣＢ２ 

価格   ： 3,612円（税抜） 3,973円(税込) 

分類   ： 医薬部外品 

容量   ： 350ｍL 

シリコン、パラベン、サルフェート、鉱物油、合成着色料不使用 

高級感のあるブルーミングローズブーケの香り 

 

 

 

【つめかえ用】 

薬用スカルプシャンプー及び薬用トリートメントパックは、つめかえ用を発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

販売名  ： 上記画像 左から 

スカルプＤＢ 薬用 VスカルプシャンプーＮＫ２ 

スカルプＤＢ 薬用 V トリートメントパックＮＫ２ 

スカルプＤＢ 薬用ＭスカルプシャンプーＣＢ２ 

スカルプＤＢ 薬用ＭトリートメントパックＣＢ２ 



 

 

価格   ： 各 3,000円（税抜） 3,300円(税込) 

分類   ： 医薬部外品 

容量   ： 各 300ｍL 

 

 

【プレシャンプー】 

オイル配合の泡が汚れを浮かせて落とし、すっきり爽快感。 

 

商品名  ： スカルプＤ ボーテ スカルプクレンズ 

販売名  ： スカルプＤＢ スカルプクレンズＫＳ２ 

価格   ： 2,500円（税抜） 2,750円 (税込) 

容量   ： 100g 

シリコン、パラベン、サルフェート、鉱物油、合成着色料不使用 

高級感のあるブルーミングローズブーケの香り 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■その他、同ブランドの育毛剤も同時リニューアル 

 

【薬用育毛スプレー】 

3種の育毛有効成分配合。心地よい炭酸※スプレータイプ。 

太く抜けにくい髪を育てる。 

※噴射剤 

商品名  ： スカルプＤ ボーテ 薬用スカルプスパエッセンス 

販売名  ： スカルプＤＢ 薬用スカルプスパエッセンスＮＫ２ 

価格   ： 3,000円（税抜） 3,300円（税込） 

分類   ： 医薬部外品 

容量   ： 170 mL（137g） 

シリコン、パラベン、フェノキシエタノール、サルフェート、鉱物油、合成着色料不使用 

すっきりとしたスパークルジンジャーローズの香り 

 

 

 

【薬用育毛ローション】 

3種の育毛有効成分配合。しっとりとした使用感。 

太く抜けにくい髪を育てる。 

 

商品名  ： スカルプＤ ボーテ 薬用スカルプセラム 

販売名  ： スカルプＤＢ 薬用スカルプセラムＮＫ２ 



 

 

価格   ： 4,000円（税抜） 4,400円（税込） 

分類   ： 医薬部外品 

容量   ： 120 ｍL 

シリコン、パラベン、フェノキシエタノール、サルフェート、鉱物油、合成着色料不使用 

すっきりとしたスパークルジンジャーローズの香り 

 

■ブランドサイト 

https://sd-beaute.angfa-store.jp/ 

 

■販路 

WEB：公式サイト（アンファーストア）、楽天市場、Amazon、Yahoo！等 

店舗：ロフト、ハンズ、プラザ、ヨドバシ、ビックカメラ等（一部、取扱いのない店舗もございます。） 

 

 

今後もスカルプＤ ボーテは、様々な商品やサービスを通して女性の笑顔を輝かせられるよう研究開発に努めて参

ります。  

 

アンファー株式会社について 

アンファー株式会社は、1987 年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生き

る」というエイジングケア・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルスケア・カンパニーです。多くの医師や臨床

機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々な

エイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年 4月 10日より、“Ｄクリニッ

クグループ”※に参画しました。 

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO 法人団体等により発足したグループで

す。 

 
【報道関係者お問合わせ先】 

アンファー株式会社 PR課 

TEL：03-3213-8882  FAX：03-3215-6155 

Email：pr1@angfa.jp 

【お客様からのお問合わせ先】 

アンファー株式会社 

〒100-7026 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JP タワー26F 

TEL：0120-722-002 [営業時間：午前 9時～午後 9時（年中無

休）] 

https://sd-beaute.angfa-store.jp/

