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いつも大変お世話になっております。 

3月に入り徐々に暖かくなってきましたが、快適に感じられ

るのもつかの間、早くも春の天敵である花粉症に悩まされてい

る方も多いのではないでしょうか（私もそのひとりです）。 

 

そして、春といえば出会いの季節ということで、多くのメー

カーでは新入社員の方が入社されることかと思います。弊社の

場合は中途採用が多いので、すでに昨年の秋から冬にかけて、

このニュースレターでもご紹介した女性2名が一緒にがんばっ

てくれています。 

私はその立場柄、彼女たちが入社してから一定の間、「化粧品

業界の構造と動向」について研修を行いますが、その過程で私

自身、素朴な疑問から「神ギモン」までさまざまな疑問と向き

合うことになります。そして、必要に応じて色々なデータや関

連資料をめくったりするのですが、そのたびに自身の新たな発

見や仮説の構築に役立っています。特に、化粧品の過去の歴史

を色々調べてみると、一見すると別々のトレンドのようにみえ

るものが通底していたり、あるブームの背景には別々のトレン

ドの潮流が流れていたりと、いろいろな気づきを得られること

があります。 

同じことが、他社のメーカーの方とお話させていただいた場

合にいえます。特にその方が異業種メーカーの場合ですと、考

え方ややり方が大きく異なるがゆえの疑問というものがあり、

自身の思考の整理や深堀に大いに役立っています。 

「新しい出会いは、新しい自分との出会い」という言葉があ

るように、ひとつひとつの出会いを大切にしたいと思う今日こ

の頃です。 

 

ちなみに、弊社では昨年から企業様に赴いて「インハウスセ

ミナー」を行っています。もし自社の新入社員の方を対象に、

「化粧品業界の動向やトレンド」について話を聞かせてほしい

という方がいらっしゃいましたら一度お問い合わせいただけま

すと幸いでございます。 

 

それでは今月号もお楽しみください。 

（松） 

ファンケル、無期労働契約 他 
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今月の気になる業界ニュース 

アイスタイルは2月、美容師、ネイリスト、ヨガインストラ

クター、化粧品会社のマーケッターなどをはじめとする美容

に 関 わ る 仕 事 に 従 事 し て い る プ ロ 向 け の ア プ リ

『@cosmePRO』をリリースしました。同アプリでは、消費

者からの問い合わせに即時に対応できるほか、他の美容のプ

ロが発信したコンテンツも閲覧可能。また今後は、プロ同士が

直接コミュニケーションを取るメッセージ機能も順次実装予

定です。 
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アイスタイル、プロ向けアプリ 

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。（菊） 

ラッシュは、日本自然保護協会と連携し、自然保護と地域づ

くりにつながる原材料調達を決定。ギフト商品を対象とした

包装資材『イヌワシペーパー』と『カスタネットペーパー』を

採用しました。このうち『イヌワシペーパー』は、群馬県みな

かみ町の“赤谷の森”で日本のイヌワシの保全のために間伐採

した木材の一部を活用。また『カスタネットペーパー』は、間

伐材からカスタネットを製造した時に出る木くずを再利用し

ています。これらの包装資材は、2月発売のギフト包装に採用

されています。 

ラッシュ、包装資材開発 

アイスタイルは2月、タイの小売事業および商業施設運営大

手のSiam Piwat Co.,Ltd.（SPW社）の子会社であるPrime 

Retail Company Limited（PRC社）、同社、同社の子会社istyle 

Global (Singapore) Pte. Ltdの3社で合弁会社を設立。PRC社

が持つノウハウと、同社が持つ小売事業の知識・経験を合わ

せ、2018年10月にタイ1号店を出店すると発表しました。今

後は、同店舗を足がかりにタイでの事業展開を加速させてい

くとしています。 

アイスタイル、タイに出店 

ポーラ化成工業は、マサチューセッツ工科大学メディアラ

ボのコンソーシアム・ラボ・メンバーに参画しました。活動に

ついては、肌状態の測定技術と感情分析技術の関係性解明の

可能性の模索、異分野研究員との交流・ディスカッションによ

る新たなアイデアの創出、最先端の技術・思想による組織の活

性化を図っていくとしています。 

ポーラ化成工業、コンソーシアムへ参画 

ファンケルは4月より、本社・工場部門で働く契約社員とパ

ート社員、直営店舗で働くパート社員938名を、契約期間の定

めがない無期労働契約に切り替えることとしました。同社で

は働き方改革を推進しており、安定した雇用で優秀な人材の

確保を行い、今後も従業員全員が一生涯いきいきと働ける労

働環境を整えていくとしています。 

ファンケル、無期労働契約 

化粧品検定協会は2月、企業とコスメコンシェルジュ（化粧

品や美容に関わる幅広い知識を習得している化粧品のプロフ

ェッショナル）をマッチングするPRサービス『コスメコンシ

ェルジュエージェンシー』の提供を開始しました。具体的な内

容としては、TV出演や広告出演などのキャスティング事業と、

SNS上でのPRを中心としたソーシャルマーケティング事業と

なっており、今後はPRに取り組んでみたいコスメコンシェル

ジュに向けたSNSの使い方講座、ライティング講座などの教

育事業も拡大していくとしています。 

化粧品検定協会、マッチングサービス 

ポーラは、4月より従業員、約4.6万人のビューティーディ

レクターとその家族および社会に向けた“がんと共に生きる”

ためのサポートプログラムを実施するとしました。具体的な

内容としては、がんに対する理解を深めるほか、今後は治療支

援制度、リモートワークなどの就労制度を整えていくとして

います。 

ポーラ、がん共生サポートプログラム 

ロート製薬は三重大学と共同研究を締結し、シャクヤクな

ど約100種類の三重県独自の食品素材の機能性を探索してい

くと発表しました。今後は、三重県出身の野呂元丈や丹羽正伯

などが作りあげた“本草学”を現代に合わせて研究。また2020

年2月にオープン予定の三重県多気町の複合施設『アクアイグ

ニス多気』は“本草学”をコンセプトとしていることから、同社

は同施設に学問の発信や薬草湯、健康商品などを提供してい

きたいとしています。 

ロート製薬、共同研究締結 



 

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。（福） 

「ソフィーナプリマヴィスタ」は、2010年の発売以来好調

な売れ行きを維持する「皮脂崩れ防止化粧下地」をリニューア

ルしました。同社は、化粧くずれに対する意識が年齢によって

異なり、若年層はテカリ不満が高く、年齢とともにファンデー

ションのとれ・ヨレ不満が高まるという事実に着目し、皮脂を

吸収する粉体を配合したオイルブロック処方で“テカリ”を防

止する機能を向上。さらに、高密着皮膜形成処方でファンデー

ションのとれ・ヨレ”を防止する機能を追加。より化粧もち性

能を高めました。 

花王、「プリマヴィスタ」の下地刷新 

「酵素ムース泡洗顔」は、“酵素”の力で普通の洗顔料では落

としきれない古い角質や汚れを分解してくれる洗顔料。同商

品は、ビタミンCと酵素がダブル配合されており、毛穴の黒ず

みやざらつき、くすみを一掃し、つるりとした透明感あふれる

肌に洗い上げてくれる効果を訴求しています。さらに、水に溶

かすと効果が弱くなると言われる酵素を高圧ガスの中に入れ

ることで安定させ、ポンプを押すだけでもっちりとした濃密

な泡が出てくる仕組みを開発しています。 

ロート製薬、「メラノCC」より酵素

洗顔 

「ウォータープルーフチーク」は、汗や水に強く、朝の仕上

がりが夜までつづくパウダータイプのチークとなっていま

す。汗や水を弾くシリコーン処理粉体を多く使用することで

耐水性を高め、ウォータープルーフ効果を実現。さらに、タッ

チプルーフ成分配合によりフィット性を高め、触れても落ち

にくく、つけたての発色が夜まで続く効果を謳っています。 

コーセー、「ファシオ」WPチーク 

「リフターナ ベースメイキングマスク」は、スキンケア効果

とメイク下地効果を兼ね備えた朝専用の化粧下地マスク。25歳

から35歳の開き毛穴に悩む女性をターゲットにし、フラットカ

バーパウダー配合で毛穴を引き締めるスキンケア効果と、開き

毛穴を隠してカバーするメイク下地効果で、スキンケアでは隠

し切れない開き毛穴を1枚できる効果を謳っています。 

pdc、朝専用の化粧下地マスク 

「パーフェクトヘアシャワー」は、『寝ぐせ直し』『頭皮のベ

タつき除去』『うるおい補給と毛髪補修』の3役を兼ね備えたオ

ールインワンタイプのヘアケア。頭皮の嫌なにおいをカットす

るほか、汗やタバコなど日中発生する臭いをガードし、清涼感

溢れる香りを演出します。また、「UVプロテクト成分」を配合

し、紫外線によるヘアダメージを防止。さらに、ヒートプロテ

クト成分配合でドライヤーなどによる熱ダメージを防ぐ機能

も訴求。オールインワンタイプで朝の忙しい時間にも簡単にケ

アすることができます。 

資生堂、「ウーノ」オールインワンヘ

アケア 

「シュウウエムラ」は、「アート オブ ヘアエッセンス」か

ら「エッセンス アブソリュ クレンジングミルク」を発売。同

商品は、ヘアカラー後のデリケートになった頭皮と弱くなっ

た髪を集中ケアするためのアイテム。通常のシャンプーより

も泡立ちの少ないミルククレンジングとなっており、ミルク

で頭皮を優しく包み、髪表面をコーティングすることで摩擦

を軽減しながらしっかりと洗い上げる効果を謳っています。 

ロレアル、「シュウウエムラ」カラー

後の集中ヘアケア 

カネボウ化粧品は、「スムージングセラム」を発売。同商品

は、ざらつき、カサつき、べたつきなど、女性の美しさのゆら

ぎに寄り添うふき取り美容液。やわらかな感触の厚みのある

美容液が余分な角質をやさしくふき取り、なめらかな手触り

へと導きます。古い角質をやさしく取り除くことで、水分と油

分のバランスの取れたうるおい感のある肌へと導く効果を訴

求しています。 

カネボウ化粧品、ふき取り美容液 

「SHISEIDO」は「MENトータルリバイタライザー」を発売。

同商品は、不規則な生活、乾燥・紫外線などの影響でバランス

をくずしがちな肌を健康的に保つ男性用高機能クリーム。ダメ

ージディフェンスコンプレックス（保湿成分）を配合すること

で、長時間乾燥や肌あれから守り、ハリや明るいツヤのある肌

のコンディションを保つ効果を訴求しています。さらに、資生

堂メンのオリジナル顔体操との組み合わせにより、お手入れの

満足度が向上。健康的に引きしまった顔印象のための日々の基

本ケアで、男性ならではの精悍な顔印象を目指します。 

資生堂、男性用高機能クリーム 



 

今月の気になるヒット商品 

今回取り上げるのは、昨年の『＠cosmeベストコスメアワ

ード』総合大賞を受賞したイミュの「オペラ リップティント」

です。同商品は2016年10月に発売され、年間10万本でヒット

と言われるリップ市場の中で、発売から1年でメーカー出荷数

170万本を突破しています。 

 

このリップティントは、彩度の高いルージュの発色とティ

ント処方に加えて、オイルを配合することで、濃く感じさせな

い透ける質感とほんのりしたツヤ感、なめらかな塗り心地を

実現しています。 

そのなかでも「05番コーラルピンク」は、唇にひと塗りす

るだけで、“花嫁のように幸せそうな顔に見える”＝“花嫁リッ

プ”として、雑誌・WEB・SNSを通じて話題になり、20代後半

～30代の女性を中心に人気を博しています。ちなみに、この

05番は誰でも似合う色と言われていることから、自分に似合

う色がわからないという20代前半の獲得にもつながっていま

す。 
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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。（富） 

オペラ リップティント（イミュ） 

また、唇そのものが色づくような血色感の『モテ色』を謳っ

ていることもあり比較的誰にでも使いやすいカラーバリエー

ションであるほか、1,500円と手に取りやすい価格であること

から、チャレンジしやすく、人気の05番を軸に複数のカラー

を購入するケースが多くなっています。 

このほか、保湿力の高さも購入ポイントに挙げられ、いまま

で液状が多かったティント系リップを気軽に塗ることができ

るスティックタイプを採用している点や、色もちの良さから

化粧直しの回数が少なく済むことなどから、『頑張らなくても

簡単にきれいになれる』を実現しています。 

 

ちなみに、昨年発売から4時間で完売した店舗が出るなど、

幻の色として大きな話題となった限定07番が今年1月に再発

売。こちらの色味は、定番色の“モテ色”より少しシックなカラ

ーであることから、可愛いも綺麗も、きちんと感も、抜け感も

すべてを叶えたい『欲張り女子』を今年も獲得するのではない

でしょうか。 

今月の気になるデータ 

経済産業省がまとめている化粧品出荷統計において、2017

年1月～2017年12月の累計実績が出ましたので少しご紹介

します。 

 

まず、個数ベースでは前年比103.7％、金額ベースでは

106.8％となっています。個数に対して金額が大幅に上回

っていることから、市場において高付加価値化・高単価が進ん

でいることがわかります。その主な要因のひとつとしてイン

バウンド需要があるのはほぼ間違いなく、百貨店を中心とす

る高級ブランドの好調ぶりともリンクしているといえるでし

ょう。 

 

自社・他社を問わず、最近の気になるデータやマーケティングに使えそうなデータをご紹介しています。（松） 

103.7％と106.8％ 
主要分野別にみると、頭髪化粧品（ヘアケア）は金額ベース

で100.1％と横ばいですが、皮膚用化粧品（スキンケア）は

107.8％と好調に推移しています。それをさらに上回るのが仕

上げ用化粧品（メイクアップ）で、113.2％となっています。

長らく苦戦を強いられてきたメイクアップですが、同統計を

見る限りアイメイク、リップメイクともに好調な推移となっ

ています。 

 

ただし、上記の明るい数字とは反対に、メーカーの方からは

「実感がない」などあまり楽観的な声が聞こえてこない印象

です。現に、先日発表されたポーラ・オルビスHDの決算説明

会資料（2017年12月期）でも「化粧品市場全体では堅調に推

移しているが、インバウンド需要を除くと国内では横ばいと

推測」とあります。インバウンド頼みではなく、内需をどう拡

大するかが問われているといえるでしょう。 



 

今月の「まとめてみました」 

今回は、『和コスメ』についてまとめてみました。 

 

2月は平昌オリンピックが開幕され、日本人選手の活躍で日

本も多くのメダルを獲得することができました。2020年には

東京でオリンピックが開催されることで、世界中の様々な国

の方が日本を訪れ、日本の文化や伝統が注目されると思われ

ます。 

 

化粧品業界においても、「和コスメ」に関心が向けられてい

ます。「和コスメ」は、素材として日本独特の自然由来の成分

を使ったものや、和のパッケージをモチーフとしたものなど

があります。また、敏感肌にもやさしいことや、安心して使え

ること、品質が良いという点で日本でも海外でも注目されて

います。今回はそんな「和コスメ」についてまとめてみました。 

 

例えば、日本でも人気の和コスメブランド「まかないこす

め」は、2017年8月末からパリの老舗百貨店で行われていた、

日本を紹介するイベントのコスメ部門に出展し、現地でも話

題になりました。続いて10月には、イギリス・ロンドンにも

常設コーナーを展開しており、日本を代表するコスメブラン

ドとして海外に向けて発信しています。特に、発売以来人気の

アイテム「絶妙レシピのハンドクリーム」は、柿の葉や大豆、

鶏卵などから得られた天然成分を配合している点に加えて、

食品主成分でできているため万が一口に入っても大丈夫なく

らい安全であることを謳っています。 
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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。（池） 

和コスメ 

また近年は、日本の伝統工芸でもある『金箔』を贅沢に散り

ばめた化粧品も増えてきています。縁起物として古くからお

酒やお菓子などに使われてきた金箔は、美容効果としても期

待され、エステ業界などでは金箔を使ったマッサージやパッ

クとしても人気が高いです。また、金箔は血液の循環を促し、

肌のイオンバランスを整え、肌の新陳代謝を活性化すること

から、アンチエイジングや美白などにも効果を発揮すると言

わ れ てい ます 。例 えば 化粧 水 では 、「ま かな いこ すめ 

GOLDAYS」の「金箔ジェルスプラッシュ」、「箔一」の「金華

ゴールドナノローションN」、「金沢金箔専門店 今井」の「金

箔ローション 絹目」などがあります。 

 

最近では海外からの観光客も、和風の色彩やモチーフのも

のを見つけると手に取っています。個人的にメイドインジャ

パンの素晴らしい点は、デザインだけではなく、知れば知るほ

ど、使えば使うほど、「ものの良さ」がわかることだと思いま

す。百貨店などでは見かけることの少ない『和コスメ』ですが、

どのブランドもパッケージがレトロモダンで可愛く、魅かれ

てしまいます。今後さらに、現代風にアレンジした「和コスメ」

が増えていくのではないでしょうか。 



 

 

＜主な和コスメ＞ 

企業名・商品名 分野・種類 特徴 

まかないこすめ 

「絶妙レシピのハンドクリーム」 
ハンドクリーム 

天然由来成分のみでできたハンドクリームは子どもから年配の方まで安心し

て使える。肌なじみが良く、べたつかず、やさしいうるおいが持続。料理や手

仕事の直前でも途中でも使えるクリーム。 

まかないこすめ GOLDAYS 

「金箔ジェルスプラッシュ」 
化粧水 

天然由来成分 100％の独自処方で実現したジェルは、瞬時にミスト状に

なり肌を活性化させ、ハリのある肌へ導く。ナノレベルまで細かくした金箔と

美容成分がすばやくお肌の奥まで浸透する。 

よーじや 

「あぶらとり紙」 
あぶらとり紙 

肌の余分な皮脂を取り、化粧のりの良い素肌が実感できる。緻密な組織

の特殊和紙を厳選、箔打機で繰り返し叩き込んで紙の繊維を活性化し、

抜群の吸収力と肌にやさしい使い心地を実現。 

舞妓はん 

「練紅」 

口紅 

チーク 

唇と頬に使える 1 つで 2役のリップ＆チーク。クリームタイプで、指の温度で

とろけてさらりと伸び、指でぼかすだけで濃くも淡くも色づけが自在。さらっとし

たセミマットな質感へ導く。 

京都ちどりや 

「ちどりやフェイシャルソープ 

／あずきと黒砂糖」 

洗顔 

皮膚への浸透に非常に優れた天然椿油をベースに、あずきの粉と黒砂糖

で作られた、ちどりやのフェイシャルソープ。天然の黒糖には各種ビタミン・アミ

ノ酸・タンパク質・ミネラルが豊富に含まれており、15年来のロングセラーと

なっている。 

京都二条 京乃雪 

「京乃雪リカバリィジェルクリーム」 

オールインワン 

保湿クリーム 

27種類の和漢植物エキスや京オクラエキス、ねこ足昆布エキス（褐藻エ

キス）などを配合。肌にやさしい天然の美容成分で、一つでもしっかりとうる

おい・ハリを感じられる素肌を保つ。 

香彩堂 

「練り香水」 
香水 

香彩堂の練り香水は「香りを楽しむ」ほか「自分だけの香りのお守り」として

人気。成分に保湿・抗酸化作用がある、ミツロウやツバキ油など、天然保

湿成分で固められているので、肌にも安心。 

かづら清 特製つばき油 

「香る椿」 

クレンジング 

美容液 

トリートメント 

スカルプケア 

肌や髪に働きかける、つばき油とハーブの優れた天然の力。無農薬で育て

られた 5種のオーガニック精油のもつアロマの効果。この 2 つの効果により、

髪や肌、心までも美しさへと導く。ベタつかず、サラリとした感触が自慢のお

肌や髪への浸透力が高い贅沢な美容オイル。 

箔一 

「金華ゴールドナノローション N」 
化粧水 

ゼリーのようなテクスチャーに金箔を配合した化粧水。肌にのばすと金箔が

ほぐれてうるおいを守るベールに。さらにアロエベラ葉エキスやヒアルロン酸、プ

ロテオグリカンなどの成分がハリのある肌に整える。 

グライド・エンタープライズ 

「京都のプレミアムルルルン」 

シートマスク・ 

パック 

「びんつけ油」の主成分「モクロウ」と酒造生まれの「酒粕エキス」を配合。清

らかに輝くモチモチ美肌へと導く。シートは三層構造のミルフィーユシートを採

用。時間をかけて美容液を浸透させ、肌奥深くまで成分を届けすみずみま

で集中トリートメントする。 

上羽絵惣 

「胡粉ネイル」 
マニキュア 

胡粉とは、貝殻の粉末から作られる顔料のことで、ナチュラルな成分ででき

ているため、通気性がよく、ツメへの負担が少ない。マニキュア特有の臭いも

なく、落とす時も専用リムーバーか、お湯でやわらかくして落とすことができる

ため、敏感肌の人から妊婦まで使えると人気。 

金沢金箔専門店 今井 

「金箔ローション 絹目」 
化粧水 

金箔がたっぷり入った金箔ローション。クレオパトラや楊貴妃も愛用したとい

われる金の美容効果は、整肌作用の他にも、エイジングケアや美白効果が

期待されており。顔はもちろん、全身にも使える。 

今月の「まとめてみました」 

6 



 

近刊資料のご案内 

発刊日前日までに市場調査レポートをご購入頂いたお客様には、ご予約特典として 

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。 
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発刊予定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。 

2018年 
化粧品企業のグローバル戦略調査 

総市場編 

１．調査概要 

２．主要国の概況 

３．主要企業の海外進出状況と経緯 

４．主要企業の海外関連組織 

５．主要企業の海外拠点 

６．主要企業の海外売上高 

７．主要企業のブランド展開状況 

８．主要企業の展開方法 

９．今後の展開 

発刊予定日：2018年3月19日 / 頒価：87,000円（税抜） 

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

TPC ビブリオテック 

9:00-17:00 土日祝除く 

※発刊日・内容については、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。 

国別編 

◆中国 

◆台湾 

◆韓国 

◆タイ 

◆シンガポール 

◆インドネシア 

◆マレーシア 

◆ベトナム 

◆ミャンマー 

◆ラオス 

◆フィリピン 

◆カンボジア 

◆インド 

◆ロシア 等 

2018年 
スキンケアのアイテム別市場分析調査 

総市場編 

１．市場概要 

２．化粧品の市場規模推移 

３．スキンケアのアイテム別市場 

４．スキンケアのアイテム別トレンド分析 

５．主要企業の販促活動 

６．今後の市場性 

発刊予定日：2018年3月30日 / 頒価：87,000円（税抜） 

※発刊日・内容については、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。 

アイテム別市場編 

◆クレンジング 

◆洗顔料 

◆化粧水 

◆乳液 

◆美容液 

◆クリーム 

◆シートマスク 

アイテム別市場編調査項目 

１．商品概要 

２．市場動向 

３．売上分析 

４．商品分析 

５．今後の市場性 



 

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。 

オバジC20セラム（ロート製薬、8,000円） 

池本マーシャ 

所属:化粧品チーム 

ニキビ跡や肌のざらつきをなくしたい

と思っていた。9ヶ月くらい前、DgSでオバ

ジCセラムの“ニキビ跡、ざらつきに”とい

うポップに惹かれて、仲の良い店員さんに

相談。C10の試供品を使ってみて、よかっ

たので、もう2本使用。その後、化粧水や乳

液、クレンジングなどラインで使った。 

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 

効果のあるもの、保湿ができるものをい

ろいろ試してみたい！また、開き毛穴が気

になるので、「ビーグレンCセラム」を使っ

てみたい。あと、入社して「アルビオン」

など乳液先行型のブランドがあることを

知ったので、これも気になる。肌がきれい

な友人が使っているので「ニュースキン」

も。 

お気に入りのポイント 

とろっとしたテクスチャーが肌にスー

っとなじむところ！べたつかないし、少量

でものびがいい。 

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。 

発刊日前日までに市場調査レポートをご購入頂いたお客様には、ご予約特典として 

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：2018年3月19日 

頒価：87,000円（税抜） 
2018年 化粧品企業のグローバル戦略 

発刊予定：2018年3月30日 

頒価：87,000円（税抜） 
2018年 スキンケアのアイテム別市場分析調査 

発刊予定：2018年4月 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2018年 美白スキンケアの市場分析調査 

発刊予定：2018年5月 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2018年 

弊社では、2018年4月1日以降に発刊する市場調査レポートの商品価格を改定させていただく事となりました。 

何卒ご理解を賜り、今後ともTPCマーケティングリサーチをご愛顧いただけますよう宜しくお願い申し上げます。 
※商品価格改定のご案内 

書籍のみ PDFのみ（ダウンロード版） 書籍+PDF 予約購入（書籍+PDF）

事業所内限定価格 97,000円（税別） 97,000円（税別） 107,000円（税別） 97,000円（税別）

法人内限定価格 － 194,000円（税別） 214,000円（税別） 194,000円（税別）


