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いつも大変お世話になっております。化粧品担当の北川です。 

 

突然ですが皆さまは『DHMO』という物質をご存知でしょう

か。 

この物質は日本語では水酸と呼ばれる成分です。同成分は酸

性雨の主成分であるほか、温室効果を引き起こす、重篤なやけ

どの原因となりうる、地形の浸食を引き起こす、末期ガン患者

の悪性腫瘍からも検出される、高い中毒性を示す、など大変危

険な物質といえるでしょう。 

しかし、この危険性に反して様々なところで頻繁に使用され

ている物質でもあります。例えば、冷媒や防火剤として用いら

れているほか、動物実験でも広く使用されています。こうした

危険性から過去にはアメリカのカリフォルニア州で規制に関す

る決議が出たほどなのですが、現在のところDHMOの使用を規

制した地域はないとのことです。 

 

ここまで読んだ方でこの『DHMO』が何の物質か分かった方

はどれ位いらっしゃるでしょうか。この『DHMO』とは、答え

を簡単にいうとただの『水』のことです。上の話は水をわざと

化学物質のような名称に置き換え、デメリットを述べることで

人がどれだけ騙されやすいかを試すジョークの一種です。（ちな

みにカリフォルニア州では実際に審議され、正体が水というジ

ョークだと判明するまでは真剣に議論されていたそうです。） 

 

この例は“人は如何に騙されやすいか”という調査のために考

案されたものですが、私がこの話を聞いた時は表現の仕方で物

事のイメージはここまで変わるのかと感心しました。化粧品業

界で考えるとパラベンやシリコン、香料、アルコールなど、今

ではすっかり“悪者”のイメージがついてしまった成分がたくさ

んあります。これも一つのトレンドである、といえばそれまで

ですが、これら成分が忌避されるようになった背景や消費者の

心理を紐解いていくことで、消費者が本当に求めているものが

見えてくるのではないでしょうか。 

 

それでは今月号もどうぞお楽しみください。 

（北） 
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今月の気になる業界ニュース 

アリババが運営する越境ECサイト『天猫国際』は、中国で

人気の高い日本の5大美容機器メーカー（MTG、日立家電、ヴ

ォーグインターナショナル、ARTISTIC＆CO.、ヤーマン）と

“アジア美容機器 パートナーシップ”を締結しました。この締

結により、中国越境EC市場の開拓を目指していきます。 

また、中国市場のニーズにより根差した美容機器を開発す

るため、上記の企業とともにアジア美容機器研究室を設立し、

アリババグループが有するビッグデータや中国の消費者デー

タをブランドに提供。これにより、美容機器メーカーと中国向

けの新製品開発を進めていく方針です。 
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アリババ、日本の美容機器メーカーと締結 

エイボン・プロダクツは今年9月に、働く20～30代に向け

た「デュアルフェイス」を発売し、ドラッグストアや量販店に

進出すると発表しました。初年度は5,000店舗、2019年度に

は1万2,000店舗への出店を予定しています。 

同社はこれまで訪問販売を中心に展開してきましたが、同

チャネルでの成長が難しいとして、新しい市場である量販店

への参入を決めました。今後、同社はグローバル企業としての

強みを生かしながら、「デュアルフェイス」の商品をアジア圏

に輸出することも検討しています。 

エイボン、セルフチャネルに進出 

資生堂は、「ナーズ」の中国展開を開始します。具体的には、

今年8月から中国の通販サイト『WeShop』で販売を開始し、

9月からは店舗の出店を進めていく予定です。中国の化粧品市

場は所得水準の向上により、メイクアップや香水の需要が拡

大するとみて、同社はメイクアップブランドの「ナーズ」を導

入し、新たな顧客の掘り起こしを目指していく考えです。 

資生堂、中国で「ナーズ」導入 

メディプラスは、アトレ恵比寿とお台場に次いで、新たにル

ミネ大宮に期間限定ショップをオープンすることを発表しま

した。こちらの店舗では、主力のオールインワンゲルのほか、

メイクアップ商品をラインアップ。また店頭には心拍・呼吸数

などから現在の『ストレス・リラックス度』や『心の柔軟性』

を測り、心（自律神経系）のバランスを評価できる、『Lifescore

（ライフスコア）』を設置しています。このように、同社は期

間限定ショップを設置することで、直営店の出店に向けた検

証を行っています。 

メディプラス、期間限定店舗を続々出店 

メディプラスの関連会社メディプラス研究所とWINフロン

ティアは資本業務提携しました。両者はこれまでも共同で

『Lifescore（ライフスコア）』の開発など、“ストレスオフ”な

状態へと導くさまざまなセルフケアを検証してきました。今

回、資本提携を行ったことにより、両社の強みや特徴を生か

し、さらなる“ストレスオフ”社会の定着を目指していきます。 

メディプラス、WINフロンティアと資本提携 

ここ1ヶ月くらいの間で発表のあった化粧品業界のニュースを、いくつかピックアップして簡単にご紹介しています。（富） 

タカミは、今年7月に香港タイムズスクエアにある『Facesss

（フェイシス）』に初の海外店舗を出店しました。主力商品で

ある「タカミスキンピール」は、香港で小藍瓶（シャオランピ

ン）の愛称で親しまれ、人気の商品となっています。今回、ア

ドバイザーが常任するカウンセリング店舗を出店すること

で、「タカミスキンピール」に代表される角質美容の習慣を広

めていく意向です。 

タカミ、香港に進出 

コーセーは、CTI-BIOTECH社が保有する研究施設に、欧州

初の研究拠点『研究所 フランス分室』を設置すると発表しま

した。同分室には、今年10月より同社の研究員が常駐するこ

とを予定しており、今後現地での研究活動を通じて、老化メカ

ニズムなどの皮膚科学研究の進展や、化粧品技術への展開を

通じた新たな価値創造を目指していきます。また同社は、

2014年よりリヨン市民病院と再構築皮膚モデルを用いた共

同研究を行なっており、今回、『研究所 フランス分室』を設置

することで、現地で研究開発を一層進めていく計画です。 

コーセー、仏に欧州初の研究拠点 

サティス製薬は、新しく通販事業を立ち上げる企業や個人

に対して、ブランドの立ち上げから運用までを支援するサー

ビスを開始しました。同社では、消費者調査のデータをもと

に、商品開発の企画を提案しているほか、商品についても小ロ

ットからの製造にも対応しています。 

サティス製薬、化粧品通販の支援 



 

今月の気になる新製品 
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今月発売される新製品の中から、注目の商品をご紹介しています。（北） 

ジバンシイは、『まだエイジングケアは必要ないが保湿だけ

じゃなくそれ以上の効果が欲しい』という2～30代女性に向

けたエイジングケアラインとして「ランタンポレル ブロッサ

ム」を発売します。若い世代特有の疲れの蓄積により現れる肌

の乾燥やくすみ、メイクくずれなどの悩みをケアすることを

謳っています。 

ジバンシイ、若年層向けエイジング

ケア 

「ラメランス」は、肌の潤いに重要な役割をもつ『ラメラ』

を壊さずに身体を洗うことで、お風呂上がりの保湿を必要と

しない肌へ導くことを謳ったボディソープブランド。同ブラ

ンドの開発に際し、『ラメラ』を壊さずに洗う新技術として『ラ

メランステクノロジー』を開発。洗浄成分がラメラ構造に侵入

しない世界で唯一のブランドを謳った洗浄剤となっていま

す。 

クラシエHP、ボディソープブランド 

花王は、2015年11月より推進している化粧品事業改革の第

3弾として「エスト」のリステージを発表しました。今後は、

「ソフィーナ」が持つ最先端技術と知見を活かし、「ソフィー

ナ」をけん引するブランドとして位置づけていきます。また、

今回のリステージでは基本ケアラインとして全18品目を発

売。中核アイテムの「ザ・ローション」は、過酷な乾燥でも潤

いが続く高い貯水力を持つ独自処方により、ハリがあふれる

ような肌へ導くことを謳っています。 

花王、「エスト」リステージ 

「キュレル エイジングケアシリーズ」は、乾燥性敏感肌の

人に向けたエイジングケアライン。2016年に同社が行った調

査では、自分は敏感肌だと考えている女性の割合は年々高ま

っているだけでなく、乾燥による小じわや肌のハリといった

加齢悩みを抱えている人が約4割もいることが判明。これを受

けて発売した同シリーズは、化粧水と2タイプのクリームを展

開しており、毎日続けやすい2ステップのエイジングケアライ

ンとなっています。 

花王、「キュレル」エイジングケア 

「ニベア マシュマロケア」シリーズは、ボディケアのエン

トリー層をターゲットとするボディケアライン。20代の女性

は肌の触り心地や見た目、他人からの視線を気にする傾向が

強いことから、思わず触れてみたくなるような触り心地のよ

い肌に整えるため、美容オイルを配合。かさつき肌用の「同ミ

ルク」と軽いテイクスチャーが特長の「同ムース」の2品目を

発売します。 

ニベア花王、ボディソープシリーズ 

コーセーは、「コスメデコルテ」の最高級ラインである「コ

スメデコルテAQ」の新スキンケアラインを発売します。また、

この発売に併せて「コスメデコルテ」最高級ラインを「AQ」

に1本化することを発表しました。「AQ」の新スキンケアライ

ンは、“肌自らが美しくなる力”と“リラクシング”の相関性に着

目。活力みなぎるような肌へ導くことを謳っています。 

コーセー、「コスメデコルテ」新ライン 

「h&s」は、「同モイスチャーシリーズ」「同リフレッシュシ

リーズ」の2シリーズをリニューアルします。このうち「モイ

スチャーシリーズ」は頭皮の乾燥を防ぎ、なめらかなツヤのあ

る髪に導き、「リフレッシュシリーズ」は頭皮のべたつきを防

ぎサラサラな髪に導くとしています。 

P&G、「h&s」リニューアル 

フローフシは、「モテマスカラ」を全面的に刷新します。今

回のリニューアルでは全9品目を発売する予定で、それぞれに

適したオーダーメイドのブラシを採用。独自のWPフィルムに

よって汗や皮脂には強い耐性を持つにもかかわらずお湯で簡

単に洗い流せる処方となっています。 

フローフシ、「モテマスカラ」全面刷新 



 

今月の気になるプロモーション 

P&Gの「SK-Ⅱ」は8月9日、“輝く日のワンボトル”キャンペ

ーンを開始。具体的には、モデルのベハティ・プリンスルー、

韓国歌手グループ少女時代のスヨン、女優のリー・チンが1ヶ

月間「フェイシャル トリートメント エッセンス」を使用しな

がら過ごすドキュメンタリームービーを公開しています。ま

たベハティ・プリンスルーによる動画公開記念イベントでは、

山田優が特別ゲストとして登場し、トークセッションを行い

ました。 
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P&G、化粧水キャンペーン 

最近のプロモーションで気になったものについて、いくつかピックアップしてご紹介しています。（菊） 

ディオールは8月9日～15日、9月1日発売の「ルージュ デ

ィオール リキッド」などの新商品を、世界に先駆けて伊勢丹

新宿本店ザ・ステージにて先行発売しました。また同商品を購

入すると、イベント限定の刻印サービスも実施しています。 

ディオール、先行発売イベント 

クラシエホームプロダクツの「クリー」は7月19日、ブラン

ドサイトにて新コンテンツ『あの娘のすっぴんBefore⇒

After』を公開しました。同コンテンツでは、メイクをした4人

のモデルのうち1人を選び、画面上のコットンで顔を拭くと、

拭いた部分のメイクが落ちる仕組みとなっており、Web上で

クレンジング体験をすることができます。 

ウテナ、サンプリングイベント 

花王の「エッセンシャル」は8月21日、新イメージキャラク

ターに井川遥を起用しました。同日には新TVCM『毎日を変え

るエッセンシャル』篇、『だけでいい！スマートヘアケア』篇

の放映を開始し、忙しい毎日を過ごしながらキレイでいたい

女性に向けてアプローチしています。 

花王、新イメージキャラクター 

ELGCの「アヴェダ」は8月10日、カフェとコラボレーショ

ンした体験プロモーションを開始しました。具体的には、8月

10日～9月20日にMr.FARMER 新宿ミロード店で「ハーブロ

ーストチキン（1/2）キノアのタブレサラダ添え」を注文する

と、『アヴェダ ショップ』新宿ミロードモザイク通り店のスペ

シャルカードを配布。同店に来店すると、ヘアケアの3分体験

やアウトバストリートメントのサンプルを配布しています。 

ELGC、体験プロモーション 

石澤研究所の「毛穴撫子」は8月10日より、ロフト名古屋店

で『毛穴撫子10周年夏祭りイベント』を開催しています。同

イベントでは、会場で1,000円以上商品を購入すると抽選会に

参加できる企画を実施。1日120名限定で、スマートフォンス

タンドやメモ帳などのオリジナルグッズを贈呈しています。 

石澤研究所、10周年イベント 

コーセーの「エスプリーク」は8月10日、『Instagram』公

式アカウントの新モデルに溝端淳平を起用しました。まずは

正体を明かさずに女装後の写真だけを投稿して話題をつく

り、その後モデルの正体や女性になるまでの様子、使用したメ

イクアップアイテムを紹介しています。 

コーセー、新モデル 

資生堂は8月、11月に発売する新ブランド「レシピスト」の

モニターの募集を同社のショッピングサイト『ワタシプラス』

のみで開始しました。同ブランドではあえて商品ラインアッ

プを詳細にせず、まずは化粧水のみを1万人に配布。また、使

用した感想をSNSで投稿することを条件にすることでブラン

ドに対する期待度を高めています。このほか、化粧水の価格予

想企画も行い、ピッタリ当てると抽選で1,000名に化粧水1年

分とスペシャルセットを贈呈します。 

資生堂、通販限定でモニター募集 



 

今月の気になるヒット商品 

今回取り上げるのは、スタイリングライフ・ホールディング

スBCL カンパニーの「サボリーノ 目ざまシート」です。同商

品は、2015年11月に発売して以降、全国の女性から人気を集

め、1年間の販売枚数は1,000万枚を突破しています。同ブラ

ンドの最大の特徴ともいえるのが、ターゲット層です。同ブラ

ンドは“綺麗になりたい、でもサボりたい女子”をターゲット

としており、“時短コスメ”をブランドコンセプトとしていま

す。なかでもブランドの主力商品である「目ざまシート」は、

洗顔・スキンケア・化粧下地の3ステップが60秒で完了するた

め、忙しい朝でもすぐにメイクへ移行できることを謳ってい

ます。 

 

これまで“時短コスメ”を商品コンセプトとして打ち出した

商品は多く見受けられましたが、これをブランドコンセプト

として定めたものは非常に珍しいのではないでしょうか。ま

た、“時短”をあえてあまり良いイメージのない“サボり”という

名前に置き換えることで、ブランド名のインパクトを与えて

いるだけでなく、“少しでも楽して綺麗になりたい”と考える
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最近の化粧品市場でヒットしている商品を、ひとつご紹介しています。（北） 

BCLカンパニー「サボリーノ 目ざまシート」（5枚/390円、32枚/1,300円） 

女性を引き付けたことが発売直後から人気となった要因では

ないでしょうか。 

 

また、同ブランドでは新商品を積極的に投入しており、現在

では朝用の「目ざまシート」だけでなく、ベースメイクの「楽

しちゃお粉」や夜用の「お疲れさマスク」、夜用乳液の「おや

すミスト」、お風呂上がりの濡れた頭髪を乾かす「速く乾かス

プレー」などを発売しています。どの商品も名前だけでどのタ

イミングで使うか、どのような効果が得られるかがすぐにわ

かるのも大きな特徴です。 

 

化粧品業界はユーザーに夢を売る仕事、と例えられること

が多く、ネガティブな印象の言葉は避けられる傾向にありま

すが、同ブランドのようにあえてネガティブな言葉を入れる

ことで消費者を引き付ける手法も見受けられます。今後の同

ブランドの動向だけでなくどういった名前のブランドが出て

くるのかにも注目していきたいと思います。 

マーケティングセミナー 大阪：10/12（木） 東京：10/24（火） 

午前の部 10:30～12:00「No.1表示の活用法と効果について」 
講師：TPCマーケティングリサーチ事業部部長 松本 

午後の部 

13:00～14:00「乳酸菌市場の現状と将来展望」 
講師：研究員 水上 

14:30～15:30「機能性表示食品市場の最新動向」 
講師：研究員 清水 

マーケティングレポート閲覧会 
大阪：10/12（木）～10/13（金） 
10:00～16:00 

通常はご試読不可となっている消費者調査・ドクター

調査・患者調査レポートを含む約1,400テーマをすべ

て解放！ 

マーケティング相談会 
大阪：10/12（木）～10/13（金） 
東京：10/24（火） 
10:30～16:00 

要予約 

無料 

予約不要 

無料 

予約優先 

無料 

0120-30-6531 

国内・海外の市場調査／企業調査／競合調査／

定量・定性の消費者調査／海外調査 など 

大阪：なにわ筋SIAビル 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル3F 

東京：アーバンネット神田カンファレンス 〒101-0047 東京都千代田区内神田3丁目6-2 アーバンネット神田ビル2F 

TPC Marketing Fair 2017 開催 
ご予約・お申込み・ご質問等はこちら⇒ 



 

今月の「まとめてみました」 

今回は、ミレニアル世代向けのスキンケアブランド・シリー

ズについてまとめてみました。 

定義は特にありませんが、ミレニアル世代とは2000年代に

成人・社会人になった世代や、1980年代から2000年初頭生ま

れを指すことが多くなっています。特徴としては、インターネ

ットが普及し、デジタル機器やソーシャルメディアが発達し

た環境で育ったため、これらのデジタルツールを積極的に使

いこなす“デジタルネイティブ”であり、比較的異文化の受け

入れに抵抗がなく、仲間とのつながりを大切にする傾向があ

ると言われています。 

 

この世代は、アメリカでは最大の人口を持つことから同国

で注目が集まっていますが、日本でもフォーカスする業界が

増えています。その一つが化粧品業界です。主要各社では、ミ

レニアル世代の好みを反映したスキンケアブランド・シリー

ズを展開し、同世代に合った販促活動を行うことで顧客の獲

得を図る動きがみられます。 
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化粧品のアイテムやプロモーション・企業動向などを、さまざまな切り口でまとめてご紹介しています。（菊） 

ミレニアル世代向けスキンケアブランド・シリーズ 

例えばディオールの「ディオールライフ」や資生堂の

「WASO」「レシピスト」では、同世代の自然の力を活かした

ものを好む傾向を踏まえ、自然由来成分を高い比率で配合し

ています。また、みずみずしさや軽さにこだわったテクスチャ

ー、ジェルが泡に変化する剤型の変化など、感性を重視した商

品展開が多くなっています。 

販売面では、同世代はデジタルツールで情報を得て商品購

入につなげることが増えていることから、各社はデジタルツ

ールを使った販促活動に注力しています。 

 

下記の表のように、2017年後半だけでこれだけのブラン

ド・シリーズが新たに立ち上がることから、今後はますますミ

レニアル世代の獲得に向けた競争が激化するとみられます。 

 

＜主なブランド・シリーズ＞ 

企業・ブランド名 

（発売日/予定） 
特徴 

ディオール 

「ディオール ライフ」 

（2017年 6月） 

・全成分の 83％が自然由来成分 

・“重いテクスチャーが嫌い”というニーズを受けて、美容液やクリームはシャーベット状やジェル状を採用 

・SNS でシェアしたくなるようなカラフルで丸みのあるパッケージ 

資生堂 

「エリクシール ルフレ」 

（2017年 7月） 

・洗顔料は、最初はジェル状だが肌を付けてなじませると泡に変化し、どんどん泡が増えていく 

→SNS でその“面白さ”を発信させる、店頭では体験イベンドを開催 

・ブランドサイトでは『Instagram』を使ったキャンペーンを実施 

ジバンシイ 

「ランタンポレルブロッサム」 

（2017年 9月） 

・クリームはなじませるとピンク色に変化、スキンハイライターは血色感を出すために濃いピンク色など、各アイ

テムで“ピンク”を使ったアプローチ 

・テクスチャーや香りもターゲットの好みに合わせて開発 

資生堂 

「WASO」 

（2017年 10月） 

・“自分らしいナチュラルな美しさを目指す”といった価値観や、自然の力を活かしたものを好む傾向から、に

んじんやビワの葉、豆腐など 5 つの自然素材に着目 

・“デジタルネイティブ”と称される同世代の情報収集行動を受け、8月下旬よりWEBや SNS を活用した

プロモーションを展開 

資生堂 

「レシピスト」 

（2017年 11月） 

・厳選した自然由来の植物成分を絶妙なバランスで配合し、環境やライフスタイルに左右されがちな肌の

潤いバランスを整える 

・商品ラインアップの詳細はあえて明らかにせず、まずは同社ショッピングサイトのみで化粧水のモニターを募

集。モニターは感想を SNSに投稿することを条件とし、拡散させることで期待度を高めている 



 

新刊資料のご案内 

2016年度のドクターコスメ市場は、前年度比4.1％増の835億円となった。同市場は、ピーク時の

2012年度実績を4年ぶりに更新している。好調企業に共通する事柄としては、安心・安全性や機能性

などのブランド本来の価値と、エイジングケアや時短などの一般化粧品のニーズを融合させている点

が挙げられる。当資料では、ドクターコスメ市場について、主要企業別・ブランド別・チャネル別・

商品分野別に分析している。 
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新刊のレポートをご案内しています。ご試読・ご購入のご要望などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

2017年 
ドクターコスメの市場分析調査 

ブランド本来の価値と一般化粧品のニーズの融合が成長の鍵 

市場編 

１．調査範囲 

１）ドクターコスメの定義 

２）調査対象商品 

３）調査対象企業 

２．主要企業の参入・開発動向 

１）市場背景と参入経緯 

２）主要企業の開発経緯 

３．ドクターコスメの市場分析 

１）ドクターコスメの市場規模 

２）分野別市場規模 

３）チャネル別市場規模 

４）企業別シェア 

５）ブランド別シェア 

４．ドクターコスメのブランド分析 

１）ブランドポジション 

２）主要ブランドのコンセプト 

３）主要ブランドの新製品発売状況 

５．ドクターコスメの品目分析 

１）分野別・種類別展開状況 

２）企業別展開状況 

３）価格帯別展開状況 

６．ドクターコスメの販売方法分析 

１）販売チャネル 

２）販促活動 

７．今後の展開 

１）ドクターコスメの今後の市場性 

２）主要企業の今後の方向性 

個別企業編 

◆株式会社ドクターシーラボ 

◆ロート製薬株式会社 

◆株式会社資生堂 

◆株式会社ピエールファーブルジャポン 

◆常盤薬品工業株式会社 

◆アクセーヌ株式会社 

◆株式会社ドクターフィルコスメティクス 

◆株式会社ビービーラボラトリーズ 

◆株式会社アンズコーポレーション 

◆日本ロレアル株式会社 

◆株式会社ファンケル 

◆マルホ株式会社 

◆佐藤製薬株式会社 

◆株式会社タカミ 

◆株式会社サンソリット 

◆ビオデルマジャポン株式会社 

◆株式会社ドクターケイ 

◆ガルデルマ株式会社 

◆株式会社ポーラファルマ 

◆株式会社プロティア・ジャパン 

調査項目 ※一部異なる 

１．ブランド概要 

２．開発経緯 

３．品目数 

４．ブランド分析 

５．販売高 

１）ブランド別販売高 

２）分野別販売高 

３）チャネル別販売高 

発刊日：2017年8月24日 / 頒価：87,000円（税抜） 

2年ぶりの発刊です！ 

ニッチではありますが、ピーク時の

2012年度実績を4年ぶりに更新し、目が

離せない市場です。 

よろしくお願い致します！ 

第2マーケティンググループ 

富崎 敦子 

http://www.tpc-osaka.com/ 

TPC ビブリオテック 

9:00-17:00（土日祝除く） 

調査期間 

2017年5月～2017年8月 

６．販売方法 

７．今後の展開 



 

TPC社員のお気に入りアイテム 

購入したきっかけ 
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弊社社員が実際に最近購入した化粧品のなかから、お気に入りをひとつご紹介します。 

ラロッシュポゼ UVイデア XL ティント 

TPCレポートのご案内 
今後の発刊予定をご案内します。気になる資料がございましたらお気軽にお問い合わせください！ 

※発刊日は、予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。 

西井千晶 

所属: 医薬品チーム 

母親のプレゼント（フォトフェイシャル

のコース）を購入するため美容クリニック

へ。自分も1度体験し、施術後この商品を

使用。肌なじみがよかった。 

またクリニックのお姉さんの肌がキレ

イだったので、買ってみた。今では、もと

もと使用していたエストからシフトして

いる。 

お気に入りのポイント 

石鹸で落とせるので、シンプル◎ 

肌になじみやすい、のびがいい。年中使

用しているが、カバー力はあまりないの

で、オンとオフで使い分け！ 

2年前から使用し始め、もう4・5本はリ

ピしている。 

発刊予定：2017年10月 

頒価：87,000円（税抜） 
2017年 化粧品企業のR&D戦略 

発刊日前日までにご購入頂いたお客様には、特典としてPDF版を収録した 
CD-ROM（通常価格10,000円+税）を無料進呈いたします。 

発刊予定：2017年11月 

頒価：87,000円（税抜） 
2017年 サロン用化粧品の市場分析調査 

発刊予定：2017年12月 

頒価：87,000円（税抜） 
2017年 化粧品企業のグローバル戦略 

TEL 06-6538-5358 
FAX 06-6538-6531 

http://tpc-cop.co.jp/ H P 

TPCマーケティングリサーチ株式会社 
〒550-0013 
大阪府大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル8F 

発行元 

http://www.tpc-osaka.com/ 
TPCビブリオテック 

オンラインショップ 

次に気になっているアイテム 

「ラロッシュポゼ」青いバージョンの

「セロザンク」。もともと保湿メインでし

ていたが、最近毛穴が気になり始めたの

で、引き締めたい！ 


