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いつも大変お世話になっております。化粧品担当の福原です。 

気づけば今年も残すところあと1ヶ月となりました。本年も大変お世

話になりました。 

 

2018年最後ということで、今年1年間を簡単に振り返りたいと思い

ます。先日、情報誌「日経トレンディ」によって発表されました“今年

のヒット商品”第1位が安室奈美恵さんとなりました。今年9月に惜し

まれつつも引退した安室奈美恵さんですが、コーセーのイメージキャ

ラクターを務めていたことからも、化粧品業界にとっても大きな存在

になっていたと言えます。同社では、今年2月から安室奈美恵さんとの

軌跡を振り返るプロジェクトを実施していました。その第4弾として7

月に発売した限定品のアイシャドウパレットが追加生産になるなど、

最後まで話題となりました。 

このほか化粧品業界では、カスタマイズスキンケアや、個性を活か

したメイク、自然な黒髪を取り戻す白髪ケアやグレイカラーなど、各々

が本来持つ素材を生かした“ナチュラル志向”のケアが増えたことが1

つのトレンドといえると思います。 

 

また弊社としましては、今年で3度目となる『TPCマーケティングフ

ェア』（セミナーおよび閲覧会）を開催することができました。たくさ

んのお客様にご参加いただき、誠にありがとうございました。今後も

こうした機会を増やしていきたいと考えておりますので、少しでも皆

様の事業にお力添えさせていただけますと幸いです。そして化粧品チ

ームでは、ニュースレターでも度々ご紹介させていただきましたが、

新しい取り組みをいくつか開始いたしました。まじめな内容をリラッ

クスして話し合うための“もぐもぐ会議”や、金曜日夕方の会議“ハッピ

ーフライデー”などを実施することで、今まで気づくことのできなかっ

た課題と向き合うことができ、とても良い機会となりました。 

 

このように1年間を振り返ってみましたが、まだ1ヶ月あります！12

月はクリスマスや忘年会など楽しいイベントも待っています。1年間を

振り返りつつも、残りのイベントを全力で楽しみたいと思います。皆

様お忙しいことと存じますが、今年最後の1ヶ月が充実した時間とな

り、新しい1年を明るい気分で迎えられることを願っております。寒さ

もますます厳しくなってまいりますので、どうかお体にはお気をつけ

てお過ごしください。 

 

それでは、来年もどうぞよろしくお願いいたします。 

（福） 
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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。（福） 

スマホアプリの開発を行うソフトベンチャーは、スマホで

化粧品の成分を簡単に調べることができる無料アプリ

「COSMEペディア」をリリースしました。同アプリでは、製

品のバーコードを読み取るだけで、表示されている化粧品の

成分を調べることができます。オーガニック成分が緑、ケミカ

ル成分が赤、水のようなニュートラル成分がグレーで表示さ

れ、その成分の配合割合まで一目でわかる仕様になっていま

す。さらに、それぞれの成分についての詳しい説明も見ること

ができるほか、一度調べたものは履歴として記録。アプリ内に

情報のない製品についても、製品情報をカメラで撮影して送

信することで数日中に成分情報の結果を受け取ることができ

ます。 

ソフトベンチャー、成分チェックアプリ 

一丸ファルコスは、美容業界の関係者向けに、自社製品や美

容 成 分 に 関 す る 情 報 を 提 供 す る 公 式 ス マ ホ ア プ リ

『ICHIMARU』をリリース。原料メーカーが公式アプリをリ

リースするのは業界初となります。同アプリは無料会員登録

制で、メイン機能としては、製品一覧のデジタルカタログをキ

ーワードや期待できる作用、表示名称、INCIなどの項目から

自由に閲覧できます。また、新製品や新作用データの情報をタ

イムリーに提供するプッシュ通知、外部の専門ライターによ

る情報コラムの掲載などを備えています。 

一丸ファルコス、美容成分のアプリ 

ちふれホールディングスは、新・綜合研究所の建設を開始し

ました。建設地は、本社・工場をはじめとするグループの各拠

点からアクセスの良い埼玉県川越市南台とすることで、社内

外を問わない活発なコミュニケーションの促進とさらなる研

究・開発力の向上を図っています。また、同敷地内には、グル

ープ従業員や近隣を対象とした企業内保育所も建設する予定

です。 

ちふれHD、新・綜合研究所の建設開始 

資生堂は、2018年12月にフィリピンに『資生堂フィリピン』

を設立することを発表しました。具体的には、子会社の資生堂

アジアパシフィックとシンガポールのLUXASIA社で合弁契約

を締結。2019年7月から事業を開始し、同国における資生堂

グループ商品の輸入、マーケティング、卸販売を統括し、売上

拡大を図る考えです。資生堂によると、フィリピンの化粧品市

場規模は東南アジアで3番目に大きく、高価格帯市場も伸びて

いることから、高価格帯ブランドを中心にマーケティング投

資を加速させる構えです。 

資生堂、フィリピンに合弁会社を設立 

サティス製薬は、日本初のパーソナライズ・ヘアケア

「MEDULLA」を展開するSpartyへ資本参加しました。同ブラ

ンドは、7つの質問に回答するだけで、100処方の組み合わせ

の中から1本1本カスタマイズした商品を提供していました

が、製造委託先の問題発生により、今回新たにサティス製薬と

資本業務提携を締結。両社の提携により、同ブランドの品質改

善と安定供給を実現するとともに、来年には処方を新たに見

直し、色や香りの展開、新商材開発を行うなど、新たなブラン

ド価値の創出を図る考えです。 

サティス製薬、「MEDULLA」と提携開始 

ポーラは、AI分析を搭載した対話可能デバイス『スマートミ

ラー』を開発したノベラと共同研究を開始。ポーラが従来採用

していた体制では、毎日朝晩のシーンまで細分化して同一ユ

ーザーの肌状態を把握することはできませんでしたが、今回

の共同研究によってノベラのAI、センシング技術と、同社グ

ループが長年培ってきた肌、ストレス、表情などの研究知見や

ノウハウを融合。同一ユーザーからの毎日の肌状態や感情の

データを取得するなど、データの価値・信頼向上を図る意向で

す。 

ポーラ、『スマートミラー』開発会社と共同研究開始 

富士フイルムは、米ぬか脂質に含有される成分『オリザノー

ル』がシミの原因となるメラノソームの形成に関わる酵素

『BACE2』の働きを阻害することを発見しました。また、オ

リザノールの濃度に依存して『BACE2』の活性阻害効果の向

上およびメラニン量の減少が確認できました。同成果を応用

し、来春発売の美白化粧品に配合する予定です。 

富士フイルム、米ぬか成分にシミ予防効果 

オルビスは、中国の越境ECプラットフォーム『天猫国際』

と戦略提携し、2019年2月より『天猫国際』にて販売を開始す

ることを発表しました。提携第1弾として、日本で初めての発

売となる肌への機能性がある特定保健用食品（トクホ）「オル

ビス ディフェンセラ」を発売します。同商品は、グルコシル

セラミドによりインナーアクアバリアを形成し、肌の水分を

逃がしにくくすることで透明感と潤いに満ちた肌へと導くこ

とを訴求しています。 

オルビス、日本初の“肌にかかわるトクホ”発売 
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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。（池） 

資生堂は、「イハダ」の「アレルスクリーンEX」と、「アレ

ルスクリーンジェルEX」「アレルスクリーンジェル クール

EX」を刷新します。独自の特許技術“微粒子吸着防止技術”に

より、花粉やPM2.5付着を防ぐほか、新たにウイルスもブロッ

クすることを訴求。スプレーはこれら物質の肌や髪などへの

付着を抑制し、ジェルは鼻や目のまわりに塗ることで目もと

や鼻への付着を抑制します。全商品、サトウキビ由来のアルコ

ール配合しているほか、メイクの上からでも使用可能となっ

ています。 

資生堂、「イハダ アレルスクリーン」

刷新 

石澤研究所は、毛穴ケアブランド「毛穴撫子 お米シリーズ」

から、凸凹毛穴の目立たないフラットな肌に整えるフェイスパ

ック「毛穴撫子 お米のパック」を発売します。同商品は4種の

100％国産米由来成分、うるおいを整える『米発酵液』、肌弾力

を整える『米ぬか油』、肌の調子を整える『米セラミド』、キメ

を整える『米ぬかエキス』を配合。炊きたてのご飯のようなま

っ白パックを塗って、洗い流せば、古い角質や汚れによるくす

みまで洗い流して肌に透明感のある肌へ導くとしています。 

石澤研究所、「お米のパック」発売 

「ルルルン」を展開するグライド・エンタープライズは、「ル

ルルンワンナイト レスキュービタミン」を発売します。同マ

スクは、厳選美容成分『βホワイト』『浸透型ビタミンC誘導体』

『ビターオレンジ果皮エキス』『マリーゴールドエキス』を配

合しています。また、同ブランド史上最大量である35㎖の美

容液を贅沢に配合。洗顔後に同マスクで保湿してから普段通

りのスキンケアをすることで、乾燥した肌へ“うるおい＆ビタ

ミンチャージ”することを訴求しています。 

「ルルルン」、レスキューマスク発売 

バルクオムは、ヘアケア3製品『THE SHAMPOO』『THE 

TREATMENT』『THE SCALP SERUM』を発売します。「洗浄」

「補修」「保湿」の3ステップで、“頭皮美容”をコンセプトにデ

リケートになりがちな男性の頭皮と髪を健康的に導くとして

います。シャンプーは濃密な泡が毛穴に詰まった汚れを浮か

せて落とし、トリートメントは頭皮と髪に自然な保護膜を形

成し、頭皮用美容液は潤沢な潤いと美容成分を角質層まで浸

透させることで頭皮環境を整えることを謳っています。 

バルクオム、メンズヘアケア市場へ

参入 

ノエビアは、レチノールの働きに着目したエイジングケア

美容液「エンリッチ 77」を上市します。同社は、美肌のため

に大切なレチノールの3つの力「肌表面を整える」「肌を保護

する」「ハリ・うるおいを与える」に着目。同商品は、7つのレ

チノール関連素材をバランスよく配合することで、乾燥によ

る小じわを目立たなくするほか、年齢サインを忘れるほど、

若々しい印象へと導くことを謳っています。また、7つの植物

エキスが肌本来の力をサポートすることを訴求しています。 

ノエビア、「エンリッチ77」上市 

DHCは、年齢を重ねた肌にふっくらとした滑らかさをもた

らすスキンケアライン「ベルベット ビューティ」シリーズを

導入します。ローション、セラム、ミルク、クリームをライン

ナップし、乾燥による小ジワを目立たなくしながら、透明感の

ある上質な肌へ導くことを訴求。共通成分として『ローズマリ

ーエキスSP』『エルゴチオネイン』『グリチルリチン酸ジカリ

ウム』を配合しているほか、クリームは透明感を与える『エラ

グ酸』を、美容液はハリをサポートする『イノシトール』を配

合しています。 

DHC、「ベルベット ビューティ」

導入 

花王の「ソフィーナ」は、スキンケアの仕上げにつける美容

液「ビューティアウェイク セラム」を投入します。同商品は、

月下香の花びらの細胞をあえて過酷な環境で約3年かけて培

養した『月下香培養エッセンスα』（チューベロース多糖体、グ

リセリン）を同ブランド最高濃度で配合。肌全体をうるおいの

ベールでつつみ込み、乾燥などの外部刺激から肌を守ること

を謳っています。また、月明かり差し込む夜の森に、甘く漂う

月下香の香りで、トライアングルのパッケージが特徴となっ

ています。 

花王、「ビューティアウェイク セラ

ム」発売 

コスメハウスは、モロッコを代表するマラケシュ発の高級

オーガニックコスメブランド「ネクタローム」を日本で初めて

正式販売します。同ブランドは、フランスのオーガニック認証

機関「エコサート」の認証および米国の「USDA ORGANIC」

資格を取得したアルガンオイルをベースにした美容オイルを

中心に展開。約3,000㎡のネクタローム社運営のオーガニッ

ク・ガーデンでは50種類以上のハーブを自家栽培し、モロッ

コの観光名所にもなっているほか、ラグジュアリーホテルの

スパでも採用しています。 

コスメハウス、オーガニックブラン

ド導入 
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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。（富） 

TPCメンバーのNatural Beautyへの道 

シミ・しわのリスクを回避すると健康でいられない！？ 

肌が老化する最大の原因が光

老化であるということはご存知

の方も多いのではないでしょう

か。そんなわけで、年間通して

UV ケアをするのは最早あたり

前になりつつありますが問題点

もございまして。紫外線を防ぐ

ことによって、ビタミン D の生

成まで阻まれることになるので

す。体内で合成できるビタミン

ですが、そのためには紫外線を

浴びることが必須で、日焼け止

めを塗っていない肌でないとそ

の恩恵を受けることができない

というのですから困りますよ

ね。何がそんなに困るのかとい

えば、ビタミン D はカルシウム

の吸収を助ける働きがあるた

め、不足すると骨の健康を維持

するのが難しくなるのです。小

児ではくる病、成人では骨軟化

症のリスクが高まり、骨粗しょ

う症の原因にもなり得るといい

ます。それだけでなく、摂取す

ることで骨以外でも様々な病気

の予防に一役買うのだとか。か

といって顔面の皮膚で紫外線を

受け止める・・・なんてことは

避けたいですので、衰えが目立

ちにくそうな手のひらや腕の内

側なんかに日焼け止めを塗らず

に太陽光を浴びるのがいいかも

しれません。地域や季節、天候

により紫外線量は異なるため 1

日に何分くらい日光を浴びるの

が適正か一概には言えません

が、おおまかには 1 日 15～30

分程度という見解もあるよう。

UVB に含まれる波長で最も合

成が促されるため窓越しの光だ

とその恵みを享受することはで

きないみたいですが、屋外であ

れば光は反射しますので日陰に

いてもビタミンD の生成は可能

だそうです。 

 

とはいえ、特に日照時間の短

い地域などでは太陽光だけに頼

っているのは心もとないです

ね。やはり口から取り入れよう

ということでサプリに頼るのも

いいですが、まずは食べ物を見

直しましょう。ビタミン D に関

しては魚類から摂取するのが最

も手っ取り早く、それ以外のと

ころでは、キノコ類にも豊富で

す。後者の中でも含有量が多い

とされるのが、中華料理でおな

じみのきくらげ。ビタミン D は

脂溶性なので油と一緒に調理す

ることで吸収率があがるそうで

す。食物繊維なども多く含みま

すので、そういった点でも美容

にうれしい食べ物といえるでし

ょう。 

こ ち ら ビ オ ・ マ ー ケ ッ ト

（Web 検索の際はビオ・マルシ

ェで）の有機干しきくらげは、

希少な国内産の有機きくらげを

使用しているオススメの品で

す。 

（西） 

オルビスは、「オルビスユーシリーズ」がリニューアルした

ことを記念して、“めぐる”をテーマに、10人の作家とコラボ

レーションした文学作品集『めぐるをめぐる10の何か』を刊

行しています。同シリーズの商品特長である“水をめぐらせ

る”から、今回“めぐる”という言葉から着想を得た物語を短編

小説・エッセイなど思い思いの形で表現し、1冊にまとめてい

ます。この文学作品集は、「オルビスユーシリーズ」のサンプ

ルキットとともに、移動式本屋『ORBIS BOOK TRUNK』に

て無料配布しています。 

オルビス、文学作品集を刊行 

日本ロレアルは、「キールズ」で2018年ホリデーシーズンの

コンセプトでもある“GIVE JOY GIVE KIEHL’S ―キールズと

よろこびを届けよう―”を体験する移動式バスイベント『キー

ルズ “GIVE JOY” バス』を開催。このバスイベントでは期間

中、イベントバス内にて開催されるコンテンツ体験や、バスに

乗って移動しキールズ ストアへ来店した人のみが受け取れ

る特典等を用意しています。 

日本ロレアル、バスを全国5都市でオープン 

花王は、「エッセンシャル」で『“朝ラク！”応援イベント』

を開催しました。今回のイベントでは、特に忙しい“朝”にフォ

ーカスし、“朝ラク”をテーマに、ゲストの高橋真麻さんが朝の

過ごし方や時短のための工夫などを話しました。また、イガリ

シノブさんがデモンストレーションを交えながら、時間のな

い朝でも簡単にかわいくなれるヘアスタイリングテクニック

について紹介しています。 

花王「エッセンシャル」、“朝ラク！”応援イベ

ント開催 

シービックは、“直ヌリ”制汗デオドラント「男デオナチュ

レ」で、Web限定のキャンペーン『宴会応援キャンペーン』を

開催しています。期間中に、応募すると「足指さらさらクリー

ム」のミニサイズを10個ずつセット」を抽選で合計1,000名

に進呈しています。また、合計8名に宴会代の最大40,000円

をキャッシュバックするキャンペーンも行うなど、飲み会前

の足のニオイ対策を打ち出しています。 

シービック、宴会応援キャンペーン 



 

今月の気になるヒット商品 
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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。（池） 

今月の気になるデータ 

“白髪＝マイナス”というイメージはもう古い！？ 

今回は、そんな白髪に対する意識変化についての調査結果

が出ましたので、ご紹介いたします。 

リクルートライフスタイルの調査によると、『5～10年前と

比べた白髪の人に対するイメージ』について、「良くなった」

「やや良くなった」と回答した人の合計が男性で25.6%、女

性で27.8%となり男女ともに3割弱となりました。 

さらに、『白髪の異性に対して当てはまるイメージ』につい

ても、「老けて見える」や「地味」などの一般的にマイナスの

印象とされる回答の割合が前年よりも縮小する結果となって

います。 

このように白髪に対するイメージが変化しつつある一方

で、依然として白髪染めをしている人も多くいます。白髪を染

める理由として、女性はマナーとして染める意識が強いのに

対し、男性は白髪を染めることで若く見られたいなどプラス

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。（福） 

3割弱 
に変えたいといった意識が強い傾向にあることがわかりまし

た。 

 

近年は、白髪を徐々に染めていくシャンプーなど自宅で簡

単にできるアイテムが増えているほか、グレイヘアの認知度

が高まるなど、白髪染めの手段や嗜好が多様化。『白髪も見せ

方によっては素敵な印象を与えると思うか』といった質問に

対しても、男性の62.7%、女性の73.7%が肯定的な意見を回

答しました。 

今回の調査結果から、最近では白髪とうまく付き合ってい

る女性が増えているといえます。今後は、白髪を隠すのではな

く、白髪自体をケアするアイテムの展開や、グレイヘアなどカ

ラーバリエーションを増やすことで、ありのままの自然な美

しさを求める消費者ニーズに対応していくことが重要になる

と考えられます。また、社会的にこういったナチュラル志向の

定着が進むことで、マナーとして白髪染めを行っている層の

獲得にもつながることが期待されます。 

今回ご紹介する商品は、大人のメイクアップブランド「キス

ミー フェル」ムの「紅筆リキッドルージュ」（伊勢半）です。 

「紅筆リキッドルージュ」は、2017年3月に発売し、発売か

ら1年以上経過した今でも好調な勢いを維持し、直近の2018

年7月度における50～60代リップカラーカテゴリー販売個数

第1位を獲得しました（㈱True Data調べ）。 

「キスミー フェルム」ブランド全体で、2018年7月度は前

年比12.1％増を記録しましたが、そのなかで「紅筆リキッド

ルージュ」は49.4％増を記録。ブランド全体に占める割合は、

前年7月度に比べて4.9％伸長し、「紅筆リキッドルージュ」が

ブランド全体の売上増加を牽引しました。 

50~60代女性から厚い支持を得た要因として①商品特性、

②使いやすさ、③プロモーションが挙げられます。 

①商品特性については、同社の受容性調査によると、50~60

代女性のリップメイクにおいて、60代では8割以上、50代で

は7割以上が筆を用いて輪郭を取っていることがわかりまし

た。これをヒントに、筆と紅が一体となった「紅筆リキッドル

ージュ」を開発しました。 

②使いやすさについては、同社は実際に「紅筆リキッドルー

ジュ」を購入して継続使用している130名に満足した点を聞

キスミー フェルム 紅筆リキッドルージュ（伊勢半） 

いたところ、「容器が使いやすい」、「唇の輪郭が描きやすい」

「のびがよい」が上位に挙がりました。使いやすさにも徹底的

にこだわったことで高い満足度を得ていることがわかりまし

た。 

③プロモーションについては、「紅筆リキッドルージュ」を

実際に体験できるイベント「きれい応援プロジェクト」を全国

のショッピングモールなどで定期的に開催しています。同イ

ベントでは、プロのメイクアップアーティストが「紅筆リキッ

ドルージュ」を使って参加者にメイクを施し、プロのカメラマ

ンがメイク完成後の姿を撮影。セルフメイクアップコーナー

を設けるなど多くの方に「紅筆リキッドルージュ」を試させま

した。これまでに全国10都市で開催し、累計来場者数は7万

5,000人を突破。複数回イベントに参加するリピーターの方も

多く、リアルな体験を通してのファンが増えています。 

 

直塗りできて簡単な筆ペン型のリキッド口紅は、消費者の

メイク行動に着目したことで、消費者が不満とまで捉えてい

なかった『唇に塗りやすい』や『口角まで描きやすい』などの

ニーズと合致した画期的なアイテムといえると思います。 



 

今月の「まとめてみました」 

2018年も残すところあとひと月ということで、今回は

2018年の業界10大ニュースをまとめてみました（順位はあく

まで私個人の驚き度や業界でのインパクトからつけていま

す）。 

全般的な傾向としては、①海外進出の活発化、②M&Aの活

発化、③選択と集中に伴うブランド終売、④インバウンド需要
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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。（松） 

2018 年の 10 大ニュース 

 ニュース 内容 

1位 J＆J、ドクターシーラボを買収 

ジョンソン・エンド・ジョンソン（J＆J）は 2018年 10月、シーズHDの株式を公開買い付けなどで買

収することを発表。買い付け額は総額 2,300 億円にのぼります｡J&J は今回の買収で、幅広い価格

帯で製品ラインアップの拡充につなげるほか、販売チャネルについてもドクターシーラボの強みを有効活

用していく考えです。一方、ドクターシーラボにとっても、伸び悩む海外展開において J＆J の販売網を

活かしていく狙いです。 

2位 フローフシ、年内で販売終了 

フローフシ は 2018 年末をもってブランドを 終了することを 発表。同ブランドは 、「モテマスカラ 」や

「LIP38」など、斬新な商品を展開し、人気を集めてきました。そんな中でのブランド終了については、

『様々な人種、性別、年齢の方と触れ合い感じたことは、今のままでは僕たちが Liberate Beauty.

は実現できないということ』とコメントを発表しており、今後の展開などの詳細については明らかになってい

ません。 

3位 M&A が活発化 

上記の J&J によるドクターシーラボの買収以外にも M&A が多くみられました。例えば、ロレアルはカナ

ダの AR 開発ベンチャーや LA 発のヘアカラーブランドを、タカラベルモントはベトナムのサロン向けヘアケ

アメーカーを、サティス製薬はガイア・エヌピーの製造工場を、銀座ステファニーはエイボンを、小林製薬

はトゥルー・ネイチャーを、ヤーマンはディーフィットを買収しています。 

4位 アジア進出が活発化 

中国や東南アジアへの海外進出も活発化しています。例えば、再春館製薬所はタイに、シーボンは中

国に、ヤマサキは中国と台湾に進出。また、花王の「ソフィーナ」はシンガポールで、第一三共ヘルスケア

の「ミノン」は香港で、コーセーの「コスメデコルテ」はスペインで本格販売を開始しているほか、原料メー

カーでは岩瀬コスファがタイに販売会社を設立しています。 

5位 中国政府、輸入関税を大幅下げ 

中国政府は、2018 年 7 月から化粧品を含む日用品の輸入関税を、平均税率 8.4%から 2.9%

へと大幅に引き下げることを決定。このことは日本国内のインバウンド需要の拡大に大きく寄与したとみ

られます。 

6位 OEM企業、生産能力を向上 

上記のインバウンド需要を受けて、OEMメーカーでは生産能力の拡大が急務となっています。例えば、

日本色材工業研究所はつくば工場第 3 期拡張工事に着手することを発表。また、サティス製薬は上

記の通りガイア・エヌピーの製造工場を買収しています。このほか、イタリアのインターコスが日本の化粧

品 ODM市場への参入を発表したことも要注目です。 

7位 
粧工連、オーガニック指数の 

ガイドラインを制定 

日本化粧品工業連合会は、いわゆるオーガニックコスメや自然派コスメに関して、自然指数・オーガニ

ック指数などをそれぞれ定義。消費者が適切な情報に基づいて商品選択ができるよう、今後は同基

準の普及を目指す考えです。 

8位 資生堂、ブランドの選別と集中 

資生堂はブランドの選別と集中をさらに進めるため、「ディシラ」の販売を 2019年 11 月で終了するこ

とを発表。また、「ユアシセイドウ」や「ロズレイ」の販売も終了を予定しているほか、アメニティ事業からの

撤退も表明しています。 

9位 デジタル戦略の強化 

ロレアルはカナダの AR開発ベンチャーを買収しているほか、カスタムメイドのスキンケアサービス「スキンシ

ューティカルズ」を全米で上市。また、資生堂はアメリカの EC企業への投資を発表しているほか、アマゾ

ンの音声サービス『Amazon Alexa』の提供を開始。このほか、エキップは店舗にデジタルミラーを導入

しています。 

10位 ポーラ、シワ改善商品で海外攻略 

ポーラは 2018年 6月より「リンクルショット メディカル セラム」の海外販売を開始。まずは香港、台湾

で販売をスタートし、順次拡大していく方針です。なお香港と台湾では、百貨店での対面カウンセリン

グ販売を行う予定です。 

 

とOEMの生産能力強化、⑤デジタル戦略の強化、などが目立

ったように思います。 

 

さて、来年はどんな一年になりますでしょうか？ 

※ニュースの内容は発表当時のもの 



 

2017年度の敏感肌コスメ市場は、前年度比8.2％増の737億円となった。2006年以来最も高い伸

長率となった背景には、“一時的な敏感肌”ユーザーの増加、機能性アイテムの拡大、定番商品以外の

アイテムの売上増がある。さらに、商品面では、ひと手間美容、多機能、内的・外的ストレスケアな

どを訴求したアイテムの増加が奏功した。当資料では、敏感肌コスメ市場について、主要各社の商品

動向やマーケットを分析している。 

2018年 
敏感肌コスメの市場分析調査 

“敏感肌”ではなく“肌が敏感になるときがある”ユーザーの拡大 

発刊日：2018年10月30日 / 頒価：97,000円（税抜） 

新刊資料のご案内 
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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。 

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

TPC ビブリオテック 

9:00-17:00（土日祝除く） 

市場編 

1.調査範囲 

2.主要企業の参入・開発動向 

3.消費者の意識と実態 

4.敏感肌コスメの市場分析 

5.敏感肌コスメのブランド分析 

6.敏感肌コスメの品目分析 

7.敏感肌コスメの販売方法分析 

8.今後の展開 

個別企業編調査項目 

1.ブランド概要 

2.開発経緯 

3.品目分析 

4.ブランド分析 

5.販売高 

6.販売方法 

7.今後の展開 

2017年度のアンチエイジング化粧品市場は、前年度比10.7％増の3,620億円となった。伸びた要

因としては、訪日外国人によるインバウンド需要が引き続き活発であることと、若い年代からエイジ

ングケアを取り入れるという意識が定着してきていることが挙げられる。こうした市場背景が、若年

向けエイジングケア商品の増加を後押ししている。当資料は、アンチエイジング化粧品の市場動向と、

主要各社の戦略について分析している。 

2018年 
アンチエイジング化粧品の市場分析調査 

シワ改善化粧品の上市で市場は2桁成長！ 

発刊日：2018年10月31日 / 頒価：97,000円（税抜） 

市場編 

1.調査概要 

2.アンチエイジング化粧品の概要 

3.アンチエイジング化粧品市場の沿革 

4.アンチエイジング化粧品の市場分析 

5.アンチエイジング化粧品のブランド分析 

6.アンチエイジング化粧品の品目分析 

7.アンチエイジング化粧品の販売分析 

8.今後の展開 

個別企業編調査項目 

1.ブランド概要 

2.開発経緯 

3.品目分析 

4.ブランド分析 

5.販売高 

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。 

ちふれ口紅 549（ちふれ化粧品） 

小出 萌 

所属: 食品グループ 

TEL 

SNSで“エロリップ“として話題になっ

ていると、友達から聞いた。秋色がほしか

ったのと、アラサーなので色気を出したく

て（笑） もともと唇が弱く、外資系の口

紅は合わなかったのも大きい。人気のよう

でなかなか売っていなかった。 

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 

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。 

発刊予定：2019年1月 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2019年 化粧品OEM企業の事業戦略調査 

発刊予定：2019年2月 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2019年 メンズコスメの市場分析調査 

発刊予定：2019年2月 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2019年 東南アジアの化粧品市場 

お気に入りのポイント 

・色味が絶妙で発色がいい、主にお出かけ

用で使用 

・唇が荒れない 

次に気になっているアイテム 

最近リニューアルした「オルビスユー」。

パッケージがおしゃれ。 

今までとは違う肌悩みが増えてきた（ゆ

るみ、しみ、大人ニキビなど）。第2の転換

期到来！アンチエイジングもそろそろ始

めていきたい。 


