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いつも大変お世話になっております。化粧品担当の富崎です。 

 

現在、化粧品OEMについて調べています。化粧品OEM業界は、イン

バウンド・アウトバウンド需要による受注が増えていることから、主

要各社様は軒並み好調です。ニーズが高まるメイドインジャパン製品

への対応として、海外拠点の活用によるコストダウンや、研究開発や

品質管理の強化、越境ECといった海外進出のサポートなど実施し、さ

らなる取り込みを図っています。 

 

私事ではありますが、いままで、美白スキンケアや頭髪化粧品、東

南アジア、グローバルなどのテーマで、末端商品のトレンドや化粧品

メーカー様の戦略などを中心に、市場全体をみる機会が多かったので

すが、今回受託という、いままでとは異なった視点で化粧品業界をみ

ることができ、とても勉強になっています。 

 

様々な角度から化粧品業界をみることで、改めて業界全体のつなが

りをみることができ、今後の分析にも活かしていきたいと思っていま

す。（また、好きな“化粧品”が製品となる工程を詳しく学ぶことができ、

とても面白いと感じておりまして、実際の製造工程なども可能であれ

ばみてみたいです。） 

 

 

ちなみに、化粧品OEMのマーケットレポートは2月に発刊になりま

す！ 

少しでもご興味を持っていただけましたら、一度見ていただけます

と幸いです。いつでもお声掛けください。 

 

まだまだ寒い日が続きますが、ご自愛くださいませ。 

それでは、今月号もお楽しみください。 

（富） 

マンダム、日本初の「頭皮汗臭を防ぐ」効能を取得 他 
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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） 

ポーラは、現地気圧が低くなると肌がくすむ傾向があるこ

とを発見し、これを“気圧くすみ”と名付けました。同社はこれ

まで日本気象協会との共同研究により、『肌』と『気象環境』

との関係性を都道府県別に調査してきました。第4弾では『現

地気圧』に着目し、『肌のくすみ』との関係性や、『体調』との

関係性について調査を実施。現地気圧が低くなると、『肌のく

すみ』のほか、『寝つきが悪い』『貧血気味』『顔や足のむくみ』

という体調面の変化も高まることを発見。同社は今後も、所有

のビッグデータを活用し、気圧と肌や体調の関係に関する研

究を継続していく構えです。 

ポーラ、“気圧くすみ”を発見 

ポーラ化成工業は、「メラニンの蓄積をおさえ、しみ・そば

かすを防ぐ」効能・効果を有する新規美白有効成分（開発番号

MKS-518）を配合した医薬部外品の承認を取得しました。新

たに承認を受けた製品は、成分探索の段階から安全性を重視

し、10年もの歳月をかけて慎重に開発。このたび、厚生労働

省から高い安全性と有効性が認められ、新規美白有効成分と

して市場でおよそ10年ぶりとなる医薬部外品の製造販売承認

を得ることができました。同成分配合の製品は、今後ポーラか

ら発売される予定です。 

ポーラ、新規医薬部外品の承認を取得 

マンダムは、頭皮の汗臭を予防する有効性が日本で初めて

認められ、厚生労働省から「頭皮汗臭を防ぐ」効能効果の承認

を取得しました。同社はこれまで、体臭研究において、主に後

頭部より発生するミドル男性に特有の脂っぽい汗のニオイ

“ミドル脂臭”の存在を解明。今回、体臭研究を進める中で、『リ

ゾチーム塩酸塩』、『イソプロピルメチルフェノール』、『パラフ

ェノールスルホン酸亜鉛』を組み合わせたことで、皮脂の多い

頭皮においても汗臭予防に効果があることを見出し、この3成

分を有効成分とした医薬部外品において同承認を取得しまし

た。 

マンダム、日本初の「頭皮汗臭を防ぐ」効能を

取得 

メディプラスの恒吉明美・社長は、産官学の共同プロジェク

トとして一般社団法人ストレスオフ・アライアンスの代表理

事に就任しました。11月には、“ストレス性疲労を解決し、社

会生産力向上を目指す”ことを目的に、シンポジウム『ストレ

ス性疲労改善による社会生産力向上の実現に向けて』を開催。

同法人が目指す方向性が示されたほか、有識者による『ストレ

スチェックの現状と今後の取り組み』『疲労化学の見地からの

アプローチ』『ストレスオフなオフィス環境ビジネス』などの

講演が行われました。今後、ストレス性疲労の研究、定義づけ

やソリューションの明確化、ストレスオフの市場を作るビジ

ネス化を行っていく方針です。 

メディプラス、「ストレスオフ・アライアンス」

活動 

ポーラ・オルビスホールディングスは1月、医薬子会社のポ

ーラファルマの全株式を、インドに本社を置く医薬品企業サ

ンファーマグループに譲渡する契約を締結しました。ポーラ

ファルマは皮膚科領域に特化した医療用医薬品企業として

2007 年に設立。皮膚関連疾患を中心に研究開発、輸入、製造・

販売を行ってきましたが、昨今の薬価改定や競争環境の激化

から経営環境は厳しくなっていました。 

ポーラ・オルビスHD、ポーラファルマを譲渡 

資生堂は、国際医療福祉大学医学部形成外科学との共同研

究により、加齢に伴い肌内部に形成される老化した細胞が、周

囲の細胞の機能を低下させ、肌の加齢変化を引き起こすこと

を解明しました。またこの“老化の伝播”を真皮の幹細胞が抑

制することや、加齢で著しく減少するこの幹細胞が、高齢者の

肌でも皮脂腺周囲に豊富に存在することを発見しました。さ

らに、『アイリス抽出液』が幹細胞を誘引することも見出しま

した。同社は、幹細胞を活用することで、肌の若返りが期待で

きる本研究成果を、今後の製品開発へ応用してくとしていま

す。 

資生堂、肌内部で起きる“老化の伝播”を解明 

資生堂は、肌の表皮と真皮の間に存在する基底膜の構成成

分である『ラミニン511』が、肌の再生力の要である表皮幹細

胞の維持に重要であることを世界で初めて発見。また、同成分

は紫外線を浴びると分解されることがわかったため、分解を

抑制する新規有用成分『ステムラン173』を12年かけて開発。

『ステムラン173』により『ラミニン511』の分解を抑えると、

表皮幹細胞が良い状態で維持され、明らかな肌質改善効果が

あることを確認しました。さらに、加齢に伴い産生量が減少す

る『ラミニン511』の産生を促進する成分として、『海藻抽出

液』を見出しました。『ステムラン173』は”肌の若返り”に近

づく有用成分として期待できることから、スキンケア製品へ

応用していく考えです。 

資生堂、肌の若返りに近づく新規有効成分を

開発 
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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） 

アリミノは、ヘアケアブランド「スプリナージュ」をリニュ

ーアルします。今回の刷新では、スキンケアにも配合される美

容成分（アスタキサンチン、マリンプラセンタ、オリーブスク

ワランなど）を配合し、香りや使用時の心地良さ、仕上がりの

満足感をさらに追求しています。また、新たにサロンケアアイ

テムも追加し、サロンケアメニューの提案を可能にしていま

す。 

アリミノ、「スプリナージュ」を刷新 

花王は、日焼け止め「ビオレUV アクアリッチ」をリニュー

アルします。今回の刷新では、水にも油にもなじむ性質からな

る“UV防御剤内包カプセル”を配合した処方（ミクロディフェ

ンス処方）を、世界で初めて採用しています。これにより、ミ

クロレベルの隙間まで塗りムラを防ぐことができ、高い紫外

線防御効果を可能にしています。 

花王、「ビオレUV アクアリッチ」

刷新 

カネボウ化粧品は、「フリープラス」から“水感クッションク

リーム”を発売します。こちらのクリームは、和漢植物美容成

分（保湿）と水分を、硬さや特性の異なるクッション成分で包

み込む独自処方を採用しています。これにより、高い保湿力を

実現するとともに、肌に触れるだけで水状に変わるため、軽い

使い心地で肌への負担が少ないクリームとなっています。 

カネボウ化粧品、「フリープラス ウ

ォータリークリーム」発売 

ジバンシイは、ジェンダーフリーなメイクアップシリーズ

を発売します。このシリーズは、“自然体でありながら美しい

自分でいたい”といった声をもとに、女性だけではなく男性も

手軽に自分の肌を整えることができるアイテムを展開してい

ます。ラインアップは、アイブロウマスカラとメイクアップベ

ース、コンシーラーとなります。 

ジバンシイ、「ミスター」シリーズ

発売 

花王は、ニベアからデオドラント剤を発売します。ニベアは

クリームの発売を皮切りに、ボディケアやリップケア、洗顔料

などラインアップを拡充し、今回7つ目のカテゴリーとして、

デオドラントを投入します。この「デオドラント アプローチ」

は、ロールオンとスティックの2タイプをラインアップしま

す。 

花王、「ニベア デオドラント アプロ

ーチ」発売 

アルビオンは、同社で初めて本格的な薬用美白ファンデー

ション「ホワイトニスタ ファンデーション」を発売します。

この新しいファンデーションは、『インサイドアウトベース』

を実現し、肌の上に美白パック層とファンデーション層の2層

構造をつくります。これにより、有効成分『トラネキサム酸』

が肌に浸透して、膜をつくり、一日中美白しながら、肌表面が

なめらかで毛穴レスな仕上がりを謳っています。 

アルビオン、美白ファンデ発売 

マンダムは、「ルシード」から頭皮汗臭まで防ぐ薬用デオド

ラント「薬用 頭皮とカラダのデオドラントジェットスプレ

ー」を発売します。このスプレーは、日本で初めて3種の有効

成分を配合しています。具体的には、2種の殺菌成分（リゾチ

ーム塩酸塩とイソプロピルメチルフェノール）がニオイ菌を

しっかり殺菌し、制汗成分である『パラフェノールスルホン酸

亜鉛』がニオイの元となる汗の発生を抑えることで、頭のニオ

イをしっかり防ぎます。 

マンダム、頭皮汗臭を防ぐデオドラ

ント発売 

伊勢半は、「ヘビーローテーション」から眉マスカラとペン

シルが一体化した新形状アイブロウマスカラ「カラー&ライン

コーム」を発売します。こちらの商品はコーム型になってお

り、カラーリングしながらコームの向きを変えるだけで、眉尻

もきれいに描けるアイテムです。また、パウダー化するクリー

ムタイプとなっており、汗や水、皮脂、こすれに強いウォータ

ープルーフ処方で、長時間きれいな眉をキープできます。 

伊勢半、新形状眉マスカラ発売 



 

今月の気になるプロモーション 
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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） 

TPCメンバーのNatural Beautyへの道 

口ほどにものをいうトコロ 

目元は他の部位よりも皮膚が

薄いため、エイジングサインが

出やすいとされていますよね。

ただ薄いだけでなく皮脂腺が少

ないので必然的に天然の保湿ク

リームといわれる皮脂膜も作ら

れづらく、水分の保持が難しい

ゆえに乾燥が起こりがちな場所

です。目元に潤いがないと皮膚

がしなやかに動かず、まばたき

でさえも小じわの要因になると

いいます。目元のくすみ・たる

み・くぼみは影をつくり疲れた

印象を与えますし、特に上まぶ

たがたるめば瞳にかぶって目自

体が小さく見えるという結果

に。シワに関しては老いの象徴

みたいなもので、老人の絵を描

いてと言われれば大体の人がそ

れを描写するのではないでしょ

うか。 

目元のエイジングサイン、そ

れらを改善・予防するにはやは

り乾燥をなんとかしないといけ

ません。デリケートで乾燥しや

すい目元に特化したアイクリー

ムを通常のケアにプラスして使

うのが有効でしょう。皮膚の薄

い部分だからこそ肌バリアを壊

すような合成界面活性剤は不使

用だと嬉しいですし、自分が納

得できるよう十分に成分を吟味

して選びたいですね。たるみに

関しては目をこすることやケ

ア・メイクの際に力を込めて行

うことで引き起こされやすいの

で、力の入りづらい薬指を使っ

て小鳥を愛でるくらいのソフト

タッチを意識するといいよう。

筋力低下もたるみに繋がります

ので、眼輪筋を鍛えるエクササ

イズを適度にするのもいいです

ね。ただ、上目づかいはまぶた

を開く補助的な働きのミュラー

筋を伸ばしてしまう一因となる

ようなので、その点は気を付け

て行います。そして、老けとい

えばやはり光老化を忘れてはな

りません。屋外でも室内でもブ

ルーライトや近赤外線まで防げ

る日焼け止めは大いに役立ちま

すし、目元にスポットを当てる

のならメガネで有害な光を防ぐ

のも賢い方法です。 

ご紹介したいのは『アイガン 

UV420＋美肌』という加工をし

た愛眼の美容メガネレンズなる

もの。紫外線やブルーライトだ

けでなくシワ・タルミの原因と

問題視されている近赤外腺をカ

ットすることで健康と美容を維

持するというものです。ちなみ

に、こちらは極力広い範囲をカ

バーできる大きなレンズとフレ

ーム一体型の鼻あてにしたくて

サングラスのフレームで作って

います。 

（西） 

バスクリンは、「MAMADAYS」のWeb動画広告を活用して

入浴剤「薬用ソフレ」をママ向けに訴求し、公開月のEC売上

が179%となりました。同社は、若いママたちがデジタル上で

商品の“モノ”情報だけではなく、商品にまつわる“コト”情報も

含めて判断していることに着目。動画では、「初めての入浴剤

は『薬用ソフレ』」というストーリーを描いたほか、初めての

入浴時の疑問や悩みに応えており、10月上旬に動画を公開後、

再生数が目標の129%を達成。特徴的だったのは完全視聴率

の高さとシェア数で、Instagramではこれまでの投稿の平均

の約2倍の保存数で、「後でもう一度見たい」「ママ友に広めた

い」など“役立つ”と感じたユーザーが多かったようです。 

バスクリン、「薬用ソフレ」でママ向けWeb動画 

ロクシタンジャポンは、熊本県PRキャラクター「くまモン」

とのコラボレーションアイテムとして、「くまモンシア（シア

バター10mL×3個セット）」の合計550セットを1月に限定発

売しました。同商品は、ロクシタンの定番・シアバターにくま

モンをあしらった、限定パッケージのコラボ商品となってい

ます。ブランド創設地南仏プロヴァンス地方のエクサンプロ

ヴァンス市と熊本市が交流都市という縁があり、熊本震災支

援の一環として、同県の視覚障がい者支援を目的としたチャ

リティーとして企画。収益は全て熊本県視覚障がい者福祉協

会に寄附さます。 

ロクシタン、チャリティー製品発売 

カネボウ化粧品は、コラーゲン研究から生まれた「リサー

ジ」のメンズスキンケアブランド「リサージ メン」のイベン

ト『男のスキンプロジェクト』無料肌測定&体験会を10月に開

催。同イベントでは、肌測定器を使用して、肌の皮脂量や水分

量などを測定し素肌の状態を理解した後、実際に自分の肌の

状態に合った同シリーズのスキンケア商品を試すことで、“男

が求めていた肌”に近づく体験を提供しました。 

カネボウ化粧品、「リサージ メン」男のスキン

プロジェクト 

カネボウ化粧品は、グローバル戦略ブランドの一つである

「KATE」の中国での新戦略を開始しました。その第1弾とし

て、12月から「ケイト カラーハイビジョンルージュ」を訴求

するキャンペーン「TOKYO RED」を本格的にスタート。同キ

ャンペーンでは、クールで媚びることなく自ら人生を切り開

く力強い女性像を描き、『魔女真顔』や『色気進撃』など、口

紅に刺激的な名前を付けて売り出しています。また今回、中華

圏で絶大な人気を誇り影響力のある俳優のポン ユー イェン

氏（36）を起用。『魂の解放』との文言で大人っぽさを強調し、

他社が若い男性モデルを使う中で差別化を図っています。 

カネボウ化粧品、中国で口紅キャンペーン 
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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 

今回はポーラ文化研究所の調査から気になるデータを一部

ご紹介したいと思います。 

同社は毎年15～74歳の女性1,800人を対象に、スキンケア

とメイクアップに関する化粧行動・意識について調査を行っ

ています。 

 

それによると、女性全体のメイクの実施率（2018年）は84％

で、2015年の79％と比べると5.1ポイント高くなっています。

なかでも注目したいのは10代後半のメイクの実施率。2018年

は71％と2015年の55％と比べ16.6ポイント高くなっていま

す。 

また、メイクを行っている10代後半の使用アイテムの上位

は、「口紅」（87％）、「チークカラー」（80％）、「アイシャドー」

（78％）などとなっており、ポイントメイクを重視する人は

87％と全体（81％）より多い結果となっています。 

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） 

16.6ポイント増 
さらに、10代後半の使用アイテムのカテゴリー数は、平均

9.44と全体（8.48）よりも多く、メイクにかける時間も平均

22.7分と全体（15.6分）よりも7.1分長くなっています。また、

16分以上かけてメイクをしている人も、10代後半の過半数

（56％）に達し全年代でトップとなっています。 

 

メイクアップ市場は長らく縮小トレンドが続いてきました

が、近年はポイントメイクを中心に盛り上がりをみせており、

市場も拡大に転じています。その直接的な要因としては、メイ

クアップ人口の増加と使用アイテム数の増加が挙げられます

が、今回のデータはこの点を裏付けています。さらにその背景

には何があるのかというと、やはりSNSや動画アプリの影響

は無視できないと思います。動画によって複数のアイテムを

使いこなすのは容易になりましたし、動画映えを意識して中

高生を含む多くの若い女性がはっきりとした色のポイントメ

イクを好むようになっています。今後はこうした層へのアプ

ローチがさらに加速するのではないでしょうか。 

今回は、2018年にPLAZA、MINiPLAZAで実際に売れたメイ

クコスメの中から、アイメイク計3部門のTOP3をご紹介しま

す。 

 

まずマスカラ部門では、「デジャヴ ラッシュアップKマスカ

ラ」が1位に輝きました。同商品は、目に見えない産毛レベル

のまつ毛もしっかりとキャッチする“自まつ毛際立てタイプ”

となっています。次いで2位と3位についても軽い付け心地を

謳ったアイテムがランクインしています。 

続いてアイライナー部門では、ランクインした3アイテム全

てがブラウンカラーとなりました。優しく柔らかい印象で目

もとを引き立てることが特徴のブラウンカラーですが、その

なかでも、なめらかな描き心地と高い密着力を備えるクリー

2018年 PLAZAで売れたコスメ 

ムタイプや手振れしにくい安定感のあるボトルを採用したも

のなど、描きやすさも重視して選ばれています。 

最後にアイシャドウ部門では、ピンクやオレンジ系の“大人

かわいい”雰囲気のあるカラーがランクイン。なかでも1位の

「サナ エクセル リアルクローズシャドウ」は、重ねてもくす

まないクリアな発色を採用することで、自分に似合う色や好

みの色、チャレンジしたい色など自分で好きな色を演出する

ことができるという点が幅広い女性からの支持を集めていま

す。 

 

このように2018年のアイメイクにおいては、いずれも盛り

すぎず自然な仕上がりになるナチュラルメイク志向のアイテ

ムがランクインする結果となりました。 

 マスカラ部門 アイライナー部門 アイシャドウ部門 

1位 「デジャヴ ラッシュアップ K マスカラ」 

（漆黒）/1,296円 

「デジャヴ ラスティンファイン a クリーム 

ペンシル」（ピュアブラウン）/1,296円 

「サナ エクセル リアルクローズシャドウ」 

（プラムニット）/1,620円 

2位 「メイベリン ラッシュニスタ N」 

（ブラック）/1,296円 

「レアナニ  プレミアムリキッドアイライナー S」

（ナチュラルブラウン）/1,512円 

「リンメル ロイヤルヴィンテージアイズ」 

（テラコッタブラウン）/1,620円 

3位 「メイベリン スナップスカラマスカラ」 

（ブラック）/1,296円 

「キャンメイク クリーミータッチライナー」 

（ミディアムブラウン）/702円 

「リンメル ショコラスウィートアイズ」 

（ソフトマット）/1,728円 

 



 

今月の「まとめてみました」 

今回は、AIやAR、IoTといった最新テクノロジーを応用した

美容についてまとめてみました。全体的な傾向としては、AI

とアプリの連動や、ARの実店舗への導入が進んでいることが

見受けられました。 

AIを駆使するメリットとして、販売側では効率化、人件費

削減、外国語対策などが挙げられます。一方で消費者側にとっ

ては、出費や時間削減を抑えてカウンセリングを受けられる

という点が喜ばれるほか、実体験とデジタルを組み合わせる
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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。（福） 

AI 美容 

ことで商品に対する信頼度がより高まるという意見が挙がっ

ています。 

近年は、“パーソナルコスメ”といったワードが普及したよ

うに、見た目よりも肌に合うかどうかで化粧品を選ぶ傾向が

強くなっています。そうした動向のなかで、一人ひとりに適切

なアイテムを提案するツールとして最新技術に対する注目度

が高まっています。 

 

＜AI導入例＞ 

企業名 ツール名 特徴/導入例 

資生堂 Optune 

専用のアプリによる肌測定データと収集した様々な環境データ（気候、気分、コンディションなど）

をもとに、専用マシンが一人ひとり、その時々の肌環境に合わせた美容液と乳液を提供する IoT

スキンケアシステム。 

ライオン 
キレイキレイ Push 

Connection 

ライオンと博報堂が共同開発した IoT デバイス付きの「キレイキレイ」ハンドソープ。ボトルをプッシュ

する回数とプッシュ時刻をデータ化し、自動リフィル配送などのサービスを提供するコンセプトモデルと

して開発。さらに、1 プッシュしたするとメッセージアプリと連動するため、“ただいま”など好きな言葉を

吹き込むことで家族に音声メッセージを届けることができます。 

ケラスターゼ ヘアコーチ 

ケラスターゼとWithings 社のパートナーシップにより開発された世界初のデジタルヘアブラシ。IoT

技術により、モバイルアプリと連携するとブラッシングするだけで毛髪診断や個々に合わせたアイテム

をお勧めしてくれる機能を搭載。さらに、ブラッシング時の癖や強さ、回数が分析され、髪に対して

適切なブラッシング方法も提案。個々の髪の状態やニーズ、環境に合ったケア方法と製品をその都

度提案してくれます。 

ニュートロジーナ Skin360 

『Skin360』は、IoT搭載でスマホに装着して使用する肌診断器。スキャナーを皮膚に直接あてて

肌の健康状態を測定すると、収集された皮膚データが同アプリ転送され、皮膚状態をスコア化して

くれます。スコアはリアルタイムで表示されるため、時間の経過による皮膚の変化も知ることができま

す。 

Youth 

Laboratories 
RINKY 

香港、ロシア、韓国に拠点を置く研究チーム Youth Laboratories が開発したシワを分析する

アプリ。顔を自撮りすると、AI技術によりシワをスコア化して表示。年齢、性別、人種、BIM指数

などのユーザー情報をもとにシワの量や深さまで計測します。さらに、日々の変化をグラフ化するほ

か、同年代の平均との比較もできるため、モチベーション向上につながると人気です。 

P&Gジャパン

（SK-Ⅱ） 

スキャンスキャン 

顔認証技術や人工知能を取り入れたポップアップストアをオープン。1階の『スキャンスキャン』は、

同ブランドが以前から店頭に導入している肌分析マシン『マジックリング』が進化したもの。鏡の前に

座るだけで顧客の肌状態を即座に測定するマシンとなっています。 

スマートビューティー 

ウォール/カウンター 

ストア 2階に進むと、デジタルタッチスクリーン『スマートビューティー ウォール』が自動的に顧客を認

識し、一人ひとりの肌分析結果とスキンケアアドバイスをします。さらに、『同カウンター』では、カウン

ター上のスクリーンが顧客に反応し、分析結果に沿ったおすすめの製品を自動表示してくれます。 

スマートボトル 

このほか店内では、同ブランドのベストセラーアイテム「フェイシャルトリートメントエッセンス」に最新の

IoT技術を搭載した世界初の『スマートボトル』の試作品も展示。IoT技術により光る革新的な

製品パッケージとなっています。 

パーフェクト YouCamメイク 

AR を活用することで自分の顔に実際にメイクしたかのようなシュミレーションができるバーチャルメイ

クアプリ。現在、全国の百貨店・ブランドでも相次いで導入。なかでも阪急百貨店では、アプリ上に

同店オリジナルのメイクセットを用意しているほか、EC サイト『Hankyu Beauty』においてウェブサ

イト向けのバージョンを導入しています。 

ポーラ 
『スマートミラー』のノ

ベラと共同開発開始 

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開発。これにより、

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

ります。 



 

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 

合同会社マジワン代表 

永瀬 晃大朗 様 

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 

※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。 

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？ 

ご予約制 

近刊資料のご案内 

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。 

2019年 化粧品OEM企業の事業戦略調査 

総市場編 

１．市場概要 

２．市場沿革 

３．化粧品の市場規模推移 

４．化粧品 OEM の市場規模推移 

５．主要企業の組織体制 

６．主要企業の特色一覧 

７．主要企業の取り組み状況 

８．主要企業の海外展開状況 

９．今後の展開 

発刊予定日：2019年2月18日 / 頒価：97,000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。 

個別企業編調査項目（一部除く） 

１．企業概要 

２．企業沿革 

３．組織体制 

４．OEM 事業の取り組み

状況 

５．売上高 

６．主要取引先 

７．海外展開 

８．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。 

オキシーモイストローション（ロート製薬） 

伊藤広大（27） 

所属: 飲料チーム 

TEL 

・冬に入って乾燥が気になっていた。昔か

ら乾燥は少し気になっていたが、アラサ

ーになってここ最近特に気になるよう

になった。 

・ドラッグストアで購入。パッケージの“カ

サツキ・乾燥を防ぐ！！”というフレー

ズが購入の決め手となった。 

・「オキシー」、「メンズビオレ」、「ギャツビ

ー」をローテーション。その時に店頭に

あるものを購入している。 

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18日 

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3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4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 

お風呂上りにすぐ塗っている。乾燥を防

いでくれている気がする。 

次に気になっているアイテム 

お風呂上り、体も乾燥してかゆくなるの

で、ボディの乾燥を防ぐアイテム。保湿力

のあるボディソープやボディケア商品。 


