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新年あけましておめでとうございます。化粧品担当の池本です。 

昨年は大変お世話になり、誠にありがとうございました。本年もよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

さて、いよいよ2019年の幕開けですが、本年は元号改定や消費増税

など、いろいろと変化の年になりそうです。私たちが親しんできた「平

成」も、4月30日で終わりを迎え、5月1日から新元号となる予定です。

4月1日に新元号が公表されるとのことですが、その案として世間で

は、『安らかになる』『平和になる』といった意味を持つ元号を求める

傾向があるようです。 

また、10月1日には消費税が10％に引き上げられる予定です。駆け

込み需要のほか、平成にちなんだものや懐かしむものの需要が一時的

に増加することが予想されており、書籍・出版・音楽業界などはこの

恩恵を受けると言われています。 

このほか、2020東京オリンピックや2025大阪万博に向けてホテル

業界や建築業界も、好調なフェーズに入っていきます。 

さらに、化粧品業界においてもインバウンド需要が増えることが見

込まれます。しかし、昨今の目まぐるしく変わる国際情勢の影響も避

けられないため、インバウンドに頼らず、国内での取り込みを重点項

目として見据えていく必要があると言えます。 

 

弊社といたしましても、本年は変化を遂げていきたいと思います。

弊社ではこれまで、新鮮で高品質なマーケティング情報を提供するた

めに、市場調査や消費者調査、受託調査のほか、『TPCマーケティング

フェア』（セミナーおよび閲覧会）やインハウスセミナーを開催してき

ました。こうした機会を通して皆様からさまざまなお声を頂戴し、“皆

様の課題解決のために、弊社ができることはまだまだたくさんある”と

感じました。 

そこで、今後弊社が提供できるサービスについて新たな取り組みを

考えております。例えば、マーケティングデータの見方や資料の活用

方法、調査票の作り方、情報収集の仕方など、皆様が抱えている真の

課題に対し、解決へと導く最適な手段を提供すること。まだまだこれ

からという段階ですが、皆様のお力添えをさせていただければ幸いで

す。 

 

 

それでは、今月号もお楽しみください。 

（池） 
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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。（池） 

花王は、『花王グループ・技術イノベーション説明会』にお

いて、同社が取り組んでいる50以上の基礎研究から、特に“皮

膚”“健康”“毛髪”“界面”“環境”の5つの領域における新技術を

発表。なかでも、「Fine Fiber」技術は、専用デバイスから噴

き出る直径サブミクロンの極細繊維が、肌の上に軽く、柔らか

く、自然な極薄膜をつくる様子を来場者に体験させました。同

社は、同技術を化粧品製剤と組み合わせることで、スキンケア

やメイクなどの領域で、これまでの常識を超える新たな提案

を目指してく構えです。 

花王、極細繊維が“第二の皮膚”を形成 

男性用カミソリのブランド「シック ハイドロ」を展開する

シック・ジャパンは、男性向けスキンケアシリーズを投入しま

した。アイテムは、化粧水2種や乳液、洗顔シェービング剤の

計4品。シェービング後は、肌の余分な角質が取り除かれ、水

分を吸収しやすい状態となるため、効果的なスキンケアが期

待されています。同社は肌への美容ではなく、清潔感を保ちな

がらシンプルな保水ケアを促す、より身近な製品コンセプト

を打ち出しています。シェービング製品を中心とする同社は

化粧品メーカーとは異なる層から新規ユーザーを獲得すると

みられ、スキンケア事業で3年後に10億～15億円の売上を目

指しています。 

シック、化粧品事業に本格参入 

アイスタイルは、「@cosmeベストコスメアワード」を発表

し、総合大賞には、昨年に続き2年連続で「オペラ」のリップ

ティントが輝きました。今年のベストコスメアワードでは、ア

ットコスメに寄せられたクチコミ投稿71万7,631件をもと

に、対象商品4万3,758件の中から、生活者が支持する商品を

ランキング形式で表彰。同商品は、手に取りやすい価格と「う

るおい、色持ち、使い心地」の機能性に加え、限定色を発売し

続けていることが注目を集めた理由です。また、今年はプチプ

ラの受賞商品比率が64%に増え、前年比132%となりました。

このほか、コスメをカテゴリー別で表彰する「アイテム賞」で

は、「今にしか買えない」購入意欲を刺激する限定商品とパー

ソナルな提案を行ったアイテムが支持を得ました。 

オペラ、「リップティント」2018総合大賞受賞 

ヘンケルジャパンは今春、スウェーデンで150年に亘り愛

され続ける「バーネンゲン」（ボディローションやシャワーク

リームなどの6アイテム）を日本市場に投入します。日本のボ

ディケア市場では、20～30代の女性を中心に自然派やプレミ

アムブランドの人気が上昇。特に自然派においては、原材料や

成分のほか、コンセプトにおいても自然体やありのままの自

分というニュアンスのものが伸長しています。こうした背景

から、『自分と家族のためのちょうどいい最適な製品』がコン

セプトの「バーネンゲン」の導入に至っています。 

ヘンケル、ボディケア領域へ参入 

男性向けスキンケアブランドを展開するバルクオムは昨年

9月から、LINEのチャット機能を活用した商品販売を実施。チ

ャット内で個人情報やクレジットカード情報を入力すること

で複数のウェブページを経由するこれまでの方法より、少な

い工程で購入を完了できます。同社は、チャットボットを開発

しているZEALSが提供する「fanp」を導入。ユーザーと交流

しながら商品の提案から決裁までを完結することで、コンバ

ージョン率は通常の広告を経由したときの2.4倍を記録して

います。 

バルクオム、LINEのチャット機能を活用 

日光ケミカルズは、ハラル認証原料への対応強化を進め、ラ

インアップを拡充させています。東南アジアの化粧品市場は

拡大傾向にあり、ムスリムの多い同地域を中心にハラル製品

へのニーズが高まっています。また、インドネシアでは本年、

ハラル製品保証法が施行、義務化される見通しで、日本でも

2020年の東京オリンピックに向けて関心が高まっています。

これまでにハラル認証を取得した整品はまだ少なく、原料も

機能性の高い製品がほとんどないため、安全で高品質な原料

提供のほか、サプライヤーとの情報共有も図りながら市場拡

大に取り組む姿勢です。 

日光ケミカルズ、パーソナルケア向けにハラル

認証原料を拡充 

コーセーは、欧州市場の開拓を加速させています。同社は

11月は、欧州初となるコンセプトショップ「Maison KOSE」

をフランス・パリにオープンし、スキンケア中心のブランド

「雪肌精」を初めて導入しました。化粧品大国フランスでの展

開は検討を重ねていましたが、日本の化粧習慣や文化そのも

のへの関心が高まっており、欧州でコーセーブランドを扱う

店舗も順調に増え、直近３年間では毎年50店舗規模で拡大。

業界のトレンド発信拠点である欧州で存在感を高め、グロー

バル全体での競争力を磨いていく方針であります。 

コーセー、「雪肌精」を欧州に投入 
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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。（富） 

資生堂は、こねてのばしてつくる新感覚のDIYマスクを発売

します。このマスクは、本当のもちつき工程のように、パウダ

ーとリキッドをカップの中ですばやく混ぜ、両手で引き延ば

すように10回程度すばやくこねて、温かいうちに2つに分け

て使います。つきたてのもちのように柔らかい“温感マスク”

として、肌に密着させることで、明るいつるつる肌へ導くこと

を謳っています。 

資生堂、「ワソウ」よりDIYマスク

発売 

ラリンは、新シリーズ「デッドシーミネラルズ」を発売しま

す。同シリーズは、死海のミネラルやアルガンオイルを配合し

ており、肌を浄化し、潤しながらすっきりと引き締めるシリー

ズとなっています。ラインアップとしては、ボディスクラブや

ボディーバー、シャワージェル、ボディソープ、ハンドクリー

ムなどとなっています。また、香りは芳醇なイチジク・サンダ

ルウッド・ホワイトフローラルから構成された、フィグサンダ

ルウッドを採用しています。 

ラリン、新シリーズ「デッドシーミ

ネラルズ」発売 

クリニークは、カスタマイズで作る自分専用のモイスチャ

ライザーを発売します。同商品は、人気の乳液「ドラマティカ

リー ディファレント」シリーズの中から肌質や好みのテクス

チャーに合ったものを選び、美容成分「カートリッジ コンセ

ントレート」を組み合わせて使用します。この「カートリッジ 

コンセントレート」は、肌悩みに合わせて、ゆらぎ肌・角層ケ

ア・ブライトニング・エネルギーチャージ・エイジングケアを

ラインアップしています。 

クリニーク、「クリニークiD」発売 

メディプラスは、ブランド初となるヘアケアアイテムを発

売します。ヘアケアでは、外的要因と内的要因による乾燥や、

過剰な皮脂分泌、血行不良といった頭皮ストレスに着目して

います。ラインアップとしては、ノンシリコンオールインワン

シャンプーと、ヘアトリートメントとなっています。このうち

シャンプーは、保湿効果のある洗浄成分を配合し、ニオイの原

因となる頭皮の汚れやベタつきを取り除くほか、ドライヤー

の熱を利用しながら髪の補修までできるものとなっていま

す。またヘアトリートメントは、ボリュームやうねり、ダメー

ジの髪悩みに合わせて選べるものとなっています。 

メディプラス、ヘアケア発売 

イプサは、アイブロウリキッドライナー3種、アイブロウペ

ンシル4種、アイブロウマスカラ4種から各1種を選ぶセット

を発売します。同セットは、自眉の薄さをカバーしようとする

と、すき間感のない平面的な仕上がりになってしまう点に着

目。3点を組み合わせることで、薄さのカバーとすき間感を両

立した自然な仕上がりになることができます。また、カウンタ

ーでは肌測定『イプサライザー』を使って、一人ひとりの髪色・

眉の生え方・毛量・仕上がりの好み（明るめ・なじませ・くっ

きり）に合う最適な組み合わせを選んでもらえます。 

イプサ、アイブロウセット発売 

カネボウ化粧品は、「リクイール」から髪がデリケートにな

りがちな染毛後のケアに着目した、洗えるトリートメントを

発売します。同商品は、1本でシャンプーとトリートメントの

機能を兼ね備えています。また髪同士の摩擦を軽減するクリ

ームタイプを採用し、いつものシャンプーやトリートメント

に替えて、ヘアカラー後5日間使用することで、染めた髪の色

落ちを防ぐことを訴求しています。 

カ ネ ボ ウ 化 粧 品 、「 リ ク イ ー ル 

5days アウターカラー」発売 

ヘンケルジャパンは、「シュワルツコフプロフェッショナ

ル」からツヤと香りにこだわった新シリーズ「ユイルアロー

ム」を発売します。このシリーズは、アルガンオイルやマルー

ラオイルなど100％自然由来の4種のオイルを配合し、髪を潤

しながらツヤのある髪に導くことを訴求しています。また、シ

ャンプーとヘアオイルでは4つの香りを取り揃え、その時の気

分に合わせて選べる仕様となっています。 

ヘンケル、「プロフェッショナル」新

シリーズ発売 

資生堂は、「ベネフィーク」から新シリーズ「ドゥース」を

導入します。同社は、疲れやストレスを感じている女性が“肌

がごわついてスキンケアが浸透しにくい”と感じているほか、

多くの女性がスキンケアに“肌への浸透力”を期待していると

捉えています。これにより、このシリーズでは肌のリズムとう

るおいバリア機能の関係に着目。ケイヒエキス・サイコエキ

ス・といった潤環美容成分を配合し、化粧品がなじみにくくな

った肌も浸透する、“浸透感”にこだわったシリーズとなって

います。 

資生堂、「ベネフィーク」新シリーズ

発売 
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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。（池） 

伊勢半は2018年11月、「きれい応援プロジェクト」第4弾と

して、同年9月に発売した「キスミーフェルム しっとりツヤ

肌 パウダーファンデ」の体験イベントを東京・丸の内

「KITTE」で開催しました。同イベントでは、プロのアーティ

ストにメイクを施してもらえるブースや、メイクアップ後プ

ロカメラマンに写真撮影をしてもらえるブースが設置され、

行列ができるほどの盛り上がりをみせました。 

伊勢半、新ファンデの体験イベント開催 

資生堂の「インテグレート」は、「世界とつながるメイクス

タジオ」をテーマとしたイベントを開催しました。同ブランド

は、メイクをきっかけに世界の女の子を支援する社会貢献活

動「グローバルシスターズ・プロジェクト」を実施。その一環

として、ネパールの女の子たちにメイクアップレッスンを提

供することで性暴力・ジェンダー・避妊などの知識を教える

「女の子の啓発教育プログラム」の参加のきっかけをつくる

取り組みを行っています。 

資生堂、日本とネパールの交流イベント 

オカモトは、世界エイズデーである12月1日、HIV/エイズ

をはじめとする STI（性感染症）の検査・予防の普及を訴え

る啓発キャンペーンを実施し、化粧品ブランド「M･A･C」と

のコラボ企画を盛り込むことで、若者の街「渋谷」で“印象”と

“拡散”につなげました。「M･A･C」は「ビバ グラム リップス

ティック」の売上をすべて『M･A･C エイズ基金』に寄付し、

HIV/エイズと共に生きる女性、男性、子供たちをサポートす

るという前例のない活動を実施しています。 

オカモト、世界エイズデーで「M･A･C」とコ

ラボ 

ヤーマンは、2018年11月～12月にかけて、期間限定ポップ

アップショップを表参道ヒルズに出店しました。同ストアで

は「ミネラルエアー」や美顔器「メディリフト」を試せるほか、

限定コンテンツ“ファンデーションバー”を設け、ミネラルエ

アーの世界感を発信しました。“ファンデーションバー”は、

「ミネラルエアー」をタッチアップすると、ビューティーソム

リエが、一人ひとりの肌色に合わせてファンデーションをブ

レンドし、ぴったりのカラーを調合。希望者にはレシピをプレ

ゼントしたほか、購入者向けにスペシャルギフトや、タッチア

ップとSNS投稿でもらえるノベルティ用意しました。 

ヤーマン、化粧品の限定店を表参道に出店 

花王は、米国で販売している「USA Bioré」を日本版にアレ

ンジし、国内で販売開始。同シリーズは、ターゲットが若年層

であることからSNSの拡散を重要ポイントとし、「MimiTV」

に注目しました。「MimiTV」は美容オタクが集まるコミュニ

ティで、一部の熱狂的なコスメ愛好者にリーチして、そこから

裾野を広げていく戦略を採用。商品特徴を約1分間におさめた

動画をTwitterのリツイート型のプレゼントキャンペーンで

拡散させたことで、結果1万リツイートと300万リーチと多く

の反響が寄せられました。 

花王、「USA Bioré」で『MimiTV』を活用 

カネボウ化粧品の「KATE」は、“メイクが大好きで、新しい

メイクにトライしたい”という人たちに向けて、STシリーズを

はじめとする人気の商品を使用した「コスプレメイクブック」

を制作。2018年12月に東京ビックサイトで開催した『コミッ

クマーケット95』のKATEブースにて無料配布しました。同ブ

ックでは、イラストレーターとして活躍するTCBさんがKATE

オリジナルの2次元キャラクターを作り、人気コスプレイヤー

の五木あきら、火将ロシエル、桃月なしこ、ウィル、えい梨が

それぞれのキャラクターとなり登場。ここでしか見ることの

できないコスプレ写真、コスプレイヤー直伝のメイク

HOWTOなどが掲載されています。 

カネボウ化粧品、「コスプレメイクブック」を

無料配布 

BLCカンパニーは、桃セラミドと乳酸菌を配合したスキン

ケアシリーズ「ももぷり」より、「潤いぷるジュレマスク」の

発売を記念して、東京と大阪の2拠点で剥がして試せるプロモ

ーションを実施しました。丸の内線新宿駅地下通路と、JR大

阪駅改札内 中央中通路2Fにて、1枚入りのシートマスクが壁

一面に出現。1人1枚、剥がして持ち帰れるように設置しまし

た。同プロモーションは、映える世界をイメージしており、ハ

ッシュタグを掲載しているほか、実際に使用している様子も

共有するよう、SNSへの投稿を促しています。 

BCL、シートマスクの巨大広告 
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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。（福） 

今月の気になるデータ 

今回はインバウンドに関係するお話として、先日ジェトロ

が発表した「中国の消費者の日本製品等意識調査」（2018年8

月調査）の中から一部データをご紹介します。 

同調査は、北京や上海などの主要都市に居住する20～49歳

の中国人（月収5,000元以上のミドル・ハイエンド層）に対し、

日本をはじめとする各国の製品や越境ECなどについてアンケ

ート調査を実施したものになります。 

 

それによると、「あなたが購入したいと思う製品・サービス

の原産国」（複数回答）として、「化粧品・美容」では2013年

の調査開始以来、「日本」が初めて1位（40.4％）となりまし

た。2017年の調査時（27.0％）と比べると、13.4ポイント上

昇しており、この1年でイメージが大変良くなっています（逆

に数値が一番低いのは2015年の18.8％）。 

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） 

40.4％ 
ちなみに、2位は韓国（33.8％）、3位はフランス（27.3％）、

4位は中国（23.8％）の順となっており、日本は2位以下を大

きく引き離しています。 

 

また、日本から越境ECで購入した商品について尋ねたとこ

ろ（複数回答）、「基礎化粧品」（46.9％）と「メイクアップ化

粧品」（46.1％）がそれぞれ1位、2位となりました。ちなみに、

3位は「食品」（43.5％）、4位は「漫画・アニメ」（43.2％）と

なっています。 

同様に、今後越境ECで何を購入したいかという質問に対し

ても（複数回答）、「基礎化粧品」（38.2％）が1位となってお

り、「日本の化粧品」に対してのイメージの高さがよくわかり

ます。 

今回は、2018年の『日経MJヒット番付』にランクインした

3アイテムをご紹介します。 

一つ目の商品は、「SHISEIDO」から発売された「ピコ」シ

リーズです。同シリーズは、和菓子のように旬な色や質感で魅

力を引き出すことをコンセプトにしており、ミニサイズのメ

イクアップ「ルージュルージュ ピコ」と「ネイルエナメル ピ

コ」をラインアップ。日本国内で期間・数量限定で発売したシ

リーズです。 

同ブランドでは、ポイントメイクが若年層のエントリーア

イテムとなっていることを受け、若年層の獲得を狙って同シ

リーズを開発。ミニサイズで様々なカラーバリエーションを

楽しめることや手ごろな価格であることが好評を得て10～

20代の新規顧客の獲得に成功し、ブランドの若返りに拍車を

かけています。 

また、和菓子をコンセプトとしたデザインもSNSへの投稿

意欲を促進し認知度拡大につながっています。さらにギフト

「SHISEIDO ピコ」シリーズ（資生堂） 
「コールドクリーム」（ちふれ化粧品）&「洗顔ジェル」（花王） 

需要も高く、ワタシプラスのオリジナルギフトラッピングは

発売初日に完売となるなど好調な売れ行きとなりました。 

 

続いてご紹介するのは、ちふれ化粧品のクレンジング「ウォ

ッシャブル コールドクリーム」と花王の洗顔料「ビオレ おう

ちdeエステ洗顔ジェル」です。この2アイテムは、以前からそ

れぞれ人気アイテムではありましたが、最近ではこの2つを

“組み合わせて使用することでより効果を感じられる”とSNS

で話題になりました。「コールドクリーム」の出荷量は前年同

期比2倍となるなど、今回話題となったことで売上を大きく伸

ばしています。 

 

このように近年は、SNSなどを通して消費者が自ら商品の

拡散や新たな使用方法を見出す傾向があり、そうした影響を

受けて既存品においても大きなヒットへとつながっていま

す。 



 

今月の「まとめてみました」 

今回は、インバウンドの店頭販売個数ランキングTOP30に

ついてまとめてみました。 

最近では、中国人による“爆買い”も落ち着きをみせるなど、

インバウンドの傾向は変化しています。 

 

そんな中、True Dateがまとめた『インバウンド消費 実売

動向レポート（ドラッグストア）』によると、TPO30の中に化
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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） 

インバウンド人気アイテム TOP30 

粧品は11品目ランクインしています。なかでもトップの「薬

用リップクリーム」（DHC）は、2ヶ月連続の1位となりました。

次いで、全体の3位には「キュレル 潤浸保湿クリーム」（花王）

がランクイン。「キュレル」はTOP20の中に3品目入っており、

国内だけでなく海外でも人気が高まっていることがうかがえ

ます。 

 

＜販売個数上位の化粧品アイテム＞ 

順位 企業名・商品名 種類 

1 位 
DHC 

「薬用リップクリーム 1.5g」 
リップクリーム 

3 位 
花王 

「キュレル 潤浸保湿クリーム 40g」 
フェイスクリーム 

6 位 
資生堂 

「専科 パーフェクトホイップ n 120g」 
洗顔料（泡タイプ） 

7 位 
石澤研究所 

「毛穴撫子 お米のスキンケア お米のマスク 10枚」 
シートマスク 

13 位 
花王 

「キュレル 乳液 120ml」 
乳液 

18 位 
ウテナ 

「プレミアムプレサ ゴールデンジュレマスク ヒアルロン酸 33g×3枚」 
シートマスク 

20 位 
花王 

「キュレル 泡洗顔 150ml」 
洗顔料（泡タイプ） 

24 位 
資生堂 

「ハンドクリーム 薬用モアディープ 30g」 
ハンドクリーム 

25 位 
ユニ・チャーム 

「シルコット うるうるスポンジ仕立て 40枚」 
コットン 

26 位 
カネボウ 

「フリープラス マイルドソープ A 100g」 
洗顔料（クリームタイプ） 

30 位 
資生堂 

「ハンドクリーム 薬用モイストディープ 100g」 
ハンドクリーム 



 

このたび東京にて、化粧品・健康食品の通販攻略セミナーの開催が決定いたしました。 

内容としては、弊社マーケティングリサーチ事業部部長の松本の講演に加え、 

外部講師として合同会社マジワンより代表の永瀬様をお招きした特別講演を予定しています。 

景品表示が厳しい今だから知りたい 

売れる広告表示テクニック 

フリーダイヤル 
営業時間：9:00～17:00（土日祝除く） 

0120-30-6531 

FAX 
営業時間：9:00～17:00（土日祝除く） 

06-6538-6531 

メール 

webmarke@ 

tpc-osaka.com 

お申込・ご質問などに関しては 下記よりお気軽にお問合せくださいませ 

TPCマーケティングセミナー 

化粧品・健康食品の通販攻略セミナー 

受講料：3,000円／1人 

お申込 
受付中! 

合同会社マジワン代表 永瀬 晃大朗 様 

景品表示法・薬機法など、通信販売を行う

上での関連する法律が整う中で、広告表

示にはテクニックが必要になってきまし

た。その鍵となるのがコンセプトを強化

し、コンテンツをつなぐアイコンと言え

ます。本セミナーでは健康食品や化粧品

における事例を紹介しながら分かりやす

く解説致します。 

略歴 

2008年に株式会社ファインドスターに入社、2014年よりクリエイティブ局の

局長に就任。以降、グループ会社の立ち上げに参画し、2017年より独立。 

販売に総合的にかかわる企画立案や、商品のコンセプト提案から企画を担

当。主に新規顧客獲得における制作に関しては、オフラインとデジタル、新

規+CRMを幅広く手がけている。 

売上に繋げるためのポイントも解説 

｢No.1｣表示の効果と活用法 
マーケティングリサーチ事業部部長 松本 竜馬 

近年、多くの企業が広告等で「No.1」を謳

っています。「No.1」を謳うことはマーケ

ティング上、競争優位に働きます。しか

し、単に「No.1」を謳えばいいという訳で

はありません。本セミナーでは、化粧品企

業の「No.1」の活用事例を紹介しながら、

持続的な成長を実現するためのポイント

についてお話します。 

略歴 

大阪大学大学院人間科学研究科博士課程修了。社会学（ジェンダー／セクシ

ュアリティ論）を専攻した後、2007年に入社。以来、一貫して化粧品・美容

領域に特化した市場調査や消費者調査を多数手掛けているほか、現在はヘル

ス領域も統括。企業や広告代理店などからのマーケティング相談への支援や

マーケティングセミナーの講師としても活動している。 

※化粧品・健康食品の通販攻略セミナーは、事前予約制の有料セミナーです。※1テーマのみのご参加は承っておりませんので、予めご了承ください。 

ご予約制 

弊社HPからも詳細をご確認いただけます → http://tpc-cop.co.jp/news/13823/ 

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三丁目6番2号 アーバンネット神田ビル3F 

広告規制が厳しくなるなか、 

効果的な訴求方法とは？ 



 

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。 

アリミノ スパイスシスターズフリーズワックス（税別1,200円） 

天野洋介（33） 

所属: ケミカルチーム 

TEL 

髪質がサラサラしているので、市販のも

のだと昼まで持続せず、大学の時からしっ

くりくるワックスがなかった。話の流れ

で、行きつけの美容師に、水分の多い髪質

と教えてもらい、油分が少ないこのスタイ

リング剤を勧められた。少し検討してみ

て、のちに東急ハンズで購入。もう10年く

らい使用。 

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2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3月以降 

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 

持続性が高い点。スポーツ観戦をして汗

をかいても髪型がキープしたまま。他のブ

ランドも使用したが、持ちの点が自分に合

っていると思う。部分的に髪を立たせるこ

とが多く、自然な仕上がりになるところ。

（光に当たると、ワックスの部分だけテカ

って、不自然になる） 

少し高いので、「ギャツビー ムービング

ラバースパイキーエッジ」を昨年使用。以

前に比べて、持ちがよく落ちにくくなって

いたと実感した。ちなみに、奥さんも、キ

ープ力が高いので一緒に使っていたとの

こと。 

次に気になっているアイテム 

「ナンバースリー デューサーハードワッ

クス 5」 

ネットの評価が総合的に高かった。持続

時間が長い、つや感が出すぎないポイント

もクリア！ 

! 


