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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。
さて、早くも今年に入り2ヶ月が経過しましたが、皆様いかがお過ご
しでしょうか？
3月といえば卒業式の季節。大人になった今は少し縁遠い気もします
が、お子様のいらっしゃる方にとってはとても大事なイベントですよ
ね。また、この時期になるとテレビなどでも卒業ソングをよく耳にし
ますが、その曲を聴くだけで当時の思い出がよみがえり懐かしい気持
ちにさせてくれます。ちなみにですが、私は高校の卒業式後に友人と
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（福）

「ジレット フュージョン5+1」（P&G）
News

10 TPCレポートのご案内

今後の発刊予定

今月の気になる業界ニュース
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）

オルビス、宅配ボックスを配布

資生堂、日用品大手2社と販促物の物流業務統合

オルビスは、7月から年間購入金額の高い顧客5,000人に宅

資生堂、ライオン、ユニ・チャームの3社は、小売店の店頭

配ボックスを配布します。同社は昨年6月に自社アプリケーシ

で設置する販促物の物流業務を統合し、5月より共同配送を開

ョンと再配達問題解決アプリ『ウケトル』を連携するなど、こ

始します。3社は2016年に商品の陳列・店頭メンテナンス機

れまで製品だけでなくサービス面でも革新性の高い品質の実

能の強化などを目的に協業をスタート。今回、新たな価値提案

現を目指してきました。今回の取り組みを通し、社会課題とな

として、販促物の物流効率化を進めることでも意見が一致し、

っている再配達削減と顧客の利便性向上を目指す構えです。

輸送の効率を図ることで、
「物流環境負荷の低減」と「小売店
の業務負荷低減」につなげていく考えです。

『ホットペッパービューティーコスメ』誕生

花王、敏感肌向け提案システム構築推進

リクルートライフスタイルが運営する『ホットペッパービ
ューティー』は今春、コスメ専用のユーザー投稿型アプリ『ホ

花王は、敏感肌を特徴ごとに8つに分類し、肌タイプごとに

ットペッパービューティーコスメ』の提供を開始します。同ア

感覚刺激を生じやすい成分が異なっていることを確認しまし

プリの特徴として、①コスメの情報を投稿し、自分で管理する

た。さらに、感覚刺激の起こりやすさは一人ひとりの皮膚特性

ことができる、②総合評価やコスメの使用感を評価チャート

と各成分の物理化学的特性に関連することを解明。この結果

で直感的に情報を得ることができる、③年代や肌色、ファッシ

から、敏感肌に最適な化粧品選択を可能にするシステムを構

ョンタイプなど自分のプロフィールに近しい人の投稿を参考

築できる可能性を見出しました。将来的には、店頭カウンセリ

にすることで自分に似合うコスメと出会うことができること

ングを通じて計測する皮膚データで感覚刺激を生じやすい成

を掲げています。

分を予測し、対象成分を含まない商品を提示するなどの応用
が期待できるとしています。

コーセー、マルホと合弁会社を設立

ライザップ、化粧品販売子会社を売却

コーセーは、マルホと一般用医薬品、医薬部外品、化粧品の
企画・開発・マーケティング策定・販売を行う合弁会社を設立

ライザップグループは、ジャパンゲートウェイを投資会社

します。同社は消費者ニーズを汲み取ったブランドの世界観

の萬楽庵に売却しました。ジャパンゲートウェイは「レヴー

やカウンセリングなどの化粧品ノウハウを有し、一方、マルホ

ル」ブランドのシャンプーなどを販売する企業で、ライザップ

は皮膚科学研究・開発に基づく皮膚疾患の処方薬を数多く製

が17年12月に事業を取得。その後、新商品投入や販売促進活

造・販売しています。今後、両社の価値を活かすことで、肌の

動を行ったものの販売は伸びず、営業赤字に陥っていました。

健康に役立つ「コンシューマーヘルスケア製品」を提供する方

現在、本業のフィットネスクラブと関連の薄い事業について

針で、商号や出資比率などを協議し、両社から代表者を1人ず

撤退や売却などの構造改革を進めています。なお、萬楽庵は今

つ派遣して7月の設立を目指します。

後展開する通販事業にジャパンゲートウェイの商品を活用し
たい考えです。

マンダム、パナソニックと制汗剤容器を開発
ニチニチ製薬、化粧品へ参入

マンダムは、パナソニックと共同で制汗デオドラント剤ロ
ールオンの容器を開発しました。しっかりとニオイを抑える

ニチニチ製薬は、皮脂を整える乳酸菌素材で化粧品業界へ

ことができるロールオンのデオドラント剤の人気が高まって

参入します。同社はこれまで、30年以上にわたって乳酸菌を

いることから、使用時のシーンや使用行動、意識におけるマン

食品素材として研究開発と製造販売を行ってきましたが、今

ダムの知見と、人間工学や感性工学などにおけるパナソニッ

回は肌への影響に着目。従来用いてきた乳酸菌に特殊な処理

クの知見を融合。特に腋窩への塗布時に手への負担が少なく

を加え、新たな乳酸菌素材を開発しました。同素材は、肌・頭

て塗布しやすく、かつ携帯性に優れた容器を開発しました。な

皮の油分バランスを理想的な状態に導く作用などが期待で

お、両社において、人間工学に基づいた化粧品容器を開発する

き、同社初のスキンケア製品とヘアケア製品に配合していま

のは初めてとなります。

す。今後は、化粧品領域を二本目の事業柱として育成していく
構えです。
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今月の気になる新製品
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）

ロゼット、
「スキンマニア」新ライン
全国発売

ラックス、新シリーズ発売

ロゼットは、
「スキンマニア」からセラミドスキンケアライ

ユニリーバジャパンは、
「ラックス」から新しいシリーズ「ア

ンを、全国バラエティショップにて発売します。こちらのライ

スレジャー」を発売します。このシリーズは、ランニングやジ

ンは、20代からでも始められるファーストエイジングケアと

ムでのトレーニングなどアクティブに活動する女性“アスレ

して、Wセラミドを配合したスキンケアラインとなっていま

ジャー”をターゲットとしています。運動後の髪は、汗や皮脂

す。ローションとミルク、クリームを3ステップで使用するこ

などの汚れが蓄積したり、紫外線ダメージによって乾燥しや

とで、キメを整え、やわらかくハリ・弾力のある肌へと導くこ

すく、くすんだ印象を与えることから、このシリーズでは、汗

とを謳っています。

や皮脂によるくすみを落とし、透明感あふれるツヤ髪に導く
ことを謳っています。なお、ファストドライ機能を採用したシ
ャンプーや、ボディソープ、ローションなどを展開するなど、

資生堂、
「UNO」BBクリームを発売

持ち運びにも便利なラインアップとなっています。

資生堂は、
「UNO」から「フェイスカラークリエイター」を
発売します。男性の肌は、キメが細かく、くすみのない肌が理

フローフシ、「UZU」デビュー

想とされていることから、今回発売するBBクリームは男性用
として、くまやニキビ跡、ひげの青み、毛穴、肌の赤味など、

フローフシは、新ブランド「UZU」を発売します。同社は

男性にありがちな肌悩みを速攻カバーすることを訴求してい

「モテマスカラ」や「LIP38℃リップトリートメント」などヒ

ます。また、男性でも使いやすいように、白色のクリームを採

ット商品を生み出し、2018年末をもってブランド終了を発

用し、塗布すると自分の肌色に変化してなじむ設計となって

表。今年3月に「UZU」を発売し、新しいスタートを切ります。

います。なお、このアイテムには資生堂ヘアメイクアップアー

今回発売するアイライナーは、描き心地を追求するために筆

ティストが監修しており、新しいセルフプロデュース術を提

や素材などを進化させ、水や湿気、皮脂に強いロングラステイ

案しています。

ング力も向上させています。また色味展開は、ベーシックカラ
ーのほかライトブルーやオレンジ、ピンクなど全13色で、14

ウエラ、「コレストンパーフェクト」
刷新

色目はユーザーとともに開発する予定です。

アンファー、
「スカルプD ボーテ」新
ライン

ウエラプロフェッショナルは、
「コレストンパーフェクト+」
を発売します。同ブランドは、“世代や性別、白髪の有無とい
ったヘアカラーに存在するあらゆるボーダーを越える”をテ

アンファーは、
「スカルプD ボーテ」から「ディグニティ」

ーマに、新たに『ピュアバランステクノロジー』を採用してい

を発売します。こちらのラインは、最高級ラインとして位置付

ます。これにより、全56色のカラーバリエーションを展開し、

け、シャンプーとトリートメントを各税込10,580円（350mL）

白髪でもファッションカラーと変わらない美しい均一な仕上

で展開します。また、頭皮の奥にアプローチする6つの特徴成

がりとグレイカバーを実現することを可能にしています。

分『BARG-6』や、プラセンタやペリセアを配合することによ
り、ハリコシがありながらも髪の滑らかさを実感するライン

P&G、グローバルブランド「OLAY」
上陸

となっています。

資生堂、
「HAKU」から美白ファンデ
登場

P&Gプレステージは、世界的スキンケアブランド「OLAY」
のプレステージライン「オレイ リジェネリスト」をECサイト
にて限定発売します。ラインナップは、美容液を中心に洗顔料

資生堂は、シミ予防のための美白ブランド「HAKU」から「薬

や化粧水、美容クリームで、価格は参考小売価格3,500～

用 美白美容液ファンデ」を発売します。今回発売するファン

6,870円（税抜）となっています。なお、こちらのプレステー

デーションは、日中特有の肌環境に着目し、美白有効成分

ジラインは同ブランドの中で唯一、同社の自社国内工場で製

4MSKを配合。日中も本格的な美白ケアができる美容液ファン

造しています。

デーションとして、日中つけていることで、シミをカバーしな
がら美白し、シミの気にならない明るく透明感のある肌に仕
上げることを謳っています。
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今月の気になるプロモーション
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。（池）

NARS、ブランドの顔に森星を起用

ロゼット、「洗顔パスタ」の販促企画が始動

資生堂は、25周年を迎える「NARS」の“NARSissist”アンバ

90周年を迎えるロゼットは、既存商品へのてこ入れが未着

サダーに森星を起用しました。“NARSissist”とは、ビューティ

手であったという課題に対し、TBWA HAKUHODOと博報堂

プロダクトが大好きで、自分なりのルールを持って個性を表

の合同チームによる提案企画を実施。ロゼットのことを知ら

現し周りの人を魅了する、といった女性像をブランドが名付

ない人にアピールするためには、『90周年』と掲げるより、

けたものです。森星は国内外で活躍し、日々新しいチャレンジ

『1929年に誕生した老舗の洗顔ブランド』としての歴史を押

を続けていることから今回の起用が決定。NARSは、ブランド

し出すほうが効果的だと考えました。
『90周年』という『点』

設立以来、女性たちに自己表現力を提案してきましたが、メイ

で終わらせるのではなく、
『線』としてのコミュニケーション

クアップでも自分らしく輝き、運命を切り開いていくたくま

を意識し、91年目以降の汎用性も重視。今後はこの企画をも

しさを伝えていきます。

とに、施策を進める意向です。

再春館製薬、『肌相談』で顧客満足度が向上

P&G、広告に“爆毛赤ちゃん”と近藤サト起用

再春館製薬所は、LINEを使ったコミュニケーションを強化

P&Gは、
「パンテーン」の広告に“グレイヘア”で話題の元フ

しています。近年、顧客の購入チャネルが電話からネットへ移

ジテレビアナの近藤サトと、“爆毛赤ちゃん”の愛称で注目さ

行している状況を踏まえ、2018年2月よりLINEでお問い合わ

れているベイビーチャンコちゃんを起用し、“髪”コラボした

せに対応するサービスを開始。LINEで相談した顧客は、翌月

ビジュアルを公開。近藤サトは白髪を染めずにテレビ出演し

リピート率が3.4％増加、翌月購入単価が平均500円増加し、

たことでアラフィフ女性を中心に浸透した“グレイヘア”のア

顧客満足度の向上につながっています。また、LINEはメール

イコン的人物です。一方、ベイビーチャンコちゃんはふさふさ

に比べクリック率が最大約18倍、リーチ総数はメールのみを

な髪が国内外問わず話題となり、Instagramのフォロワーが

100％とした場合、メールとLINEの併用で145％に上昇する

30万人に達するなど、ともにあるがままの姿が注目されてい

などの運用成果をあげています。

ます。

天真堂、SNSのプロモーション強化

シーボン、集客イベントで約2000人にリーチ

薬用化粧品の企画、OEMを行う天真堂はSNSを使った自社

シーボンは、横浜で『シーボンビューティーフェス』を開催

化粧品のプロモーションを強化しています。20～30代に影響

し、2日間で約2,000人が同社の化粧品や肌分析システムを体

力を持つインスタグラマー20人をブランドアンバサダーとし

験しました。同イベントでは、同社の研究開発チームが化粧品

て招へいし、化粧品ブランド「サクライム」を使用してもらい

作りをレクチャーし、来場者は化粧品に香りをつける工程を

つつ、肌のキメや水分値を測定。至近距離で見ても毛穴がすっ

体験。また、会場には簡易肌チェックや酵素ドリンクを無料体

きりしている肌がきれいな女性を『ヨリ(至近距離の意)カワ』

験できるコーナーのほか、化粧品のサンプルがもらえるガチ

と表現し、インスタなどで情報発信を行っています。インスタ

ャポンも設置し、長い列ができました。

上では『♯ヨリカワ』の関連キーワードで1000件以上の投稿
が確認でき、認知度が向上しています。

資生堂、「ナビジョン」に宮沢りえを起用
資生堂ジャパンは、美容皮膚研究から生まれた「ナビジョ

P&G、ARを活用したポップアップストアを開設

ン」の強化を図り、新たなミューズに宮沢りえを起用。自宅で

P&Gの「SK-Ⅱ」は、ARを活用し、遊びながら製品について

プロの施術の効果を体感できる商品や一般的なケアとは異な

学べるポップアップストアを開設しました。来場者は専用の

る方法を訴求し、プロモーションを活性化していきます。具体

ARアプリをダウンロードしたスマートフォンを3つの部屋で

的には、新CMを関東限定で放送するとともに、都内5ヶ所に

かざすと、音楽に連動して揺れる壁などの非日常が楽しめる

期間限定ストアを順次出店します。同ストアでは、
「ナビジョ

仕掛けを用意。また、動きに反応して製品特徴を案内する『ピ

ン HA フィルパッチ」をトライアル・購入することができ、

テラテーブル』を設置したほか、店員と会話せず１人で肌年齢

新規顧客の拡大を図る構えです。

顔を測定できるシステムも用意しました。
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今月の気になるヒット商品
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）

無印良品の化粧品
今回は、無印良品の化粧品をご紹介します。

で大きな話題となり、完売する店舗が続出するほどのヒット
商品となりました。

シンプルな生活雑貨や衣類などが人気の無印良品ですが、
最近では同社が展開する化粧品が好調な売れ行きとなってい

このほか人気のアイテムとしては、
「化粧水・敏感肌用・高

ます。

保湿タイプ」です。肌に優しく高保湿といった機能面に加え、

同社の化粧品については、スキンケアやメイクアップ、ヘア

200mlの通常サイズは690円（税込）、大容量の400mlでも

ケアなど幅広く多数のアイテムを展開。天然のうるおい成分

1,190円（税込）とコストパフォーマンスの良さもあり家族で

や岩手県の天然水を使用するなど、素材と安全性、効果実感へ

使用するなど幅広い年代のファンを獲得しています。

のこだわりが特徴です。こうしたアイテム数の多さや品質の

さらに2018年12月に発売した、ファンデーションやカラー

高さに加え、コストパフォーマンスの良さも評価され、人気を

アイテムを自在にセットできる「メイクパレット」は、以前か

集めています。

ら同ブランドのカードケースに自分の好きな色のアイシャド
ウを詰め替えて自作のメイクパレットを作ることがSNSで流

この中でも近年特に好調なのが、
「リップエッセンス」です。

行っていたこともあり、発売前から注目を集めるなど人気を

同商品は、ヒアルロン酸Naといった保湿成分や、カミツレ花

博しています。

エキスなどの植物性うるおい成分を配合した高い保湿力が特
徴で、“唇の縦ジワが消えた”など元々人気のアイテム。それに
加え、アイドルの指原莉乃さんがツイッターで称賛したこと

今月の気になるデータ
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）

こうした定額サービスは近年、美容業界にも広がりをみせ

月1,620円、1,980円、16,000円

始めています。アイスタイルが提供する「ブルームボックス」
は1,620円（税別）
、楽天の「ラクシー」は月1,980円（税込）

近年、
「サブスクリプション」という言葉を耳にする機会が

を支払えば、自分の肌に合いそうなコスメボックスが届くと

増えてきました。サブスクリプションとは、動画配信や音楽配

いうもので、
「自分に合った化粧品を見つけたい」
「何を選んだ

信など、毎月一定金額を支払えば、指定の当該商品・サービス

らいいのかわからない」というユーザーの心をつかんでいま

を受けられるというもの。言葉自体は聞いたことがなくても、

す。さらに、
「メゾン」は月16,000円（税別）で、提携サロン

「アマゾン・プライム」のようにすでに会員の方は多いのでは

ならどこでもシャンプーやブローが受けられるサービスを提

ないでしょうか。

供し会員数を増やしています。

マクロミルが2018年に行った調査によると、その利用率は

これらのサービスについては、
「当たり外れがある」
「結局元

35％。商品・サービス別にみると、
「動画配信」が24％、
「音

がとれない」といった不安からまだまだ利用に躊躇する人が

楽配信」が18％、
「電子書籍」が8％、
「雑誌」が5％、
「ゲーム」

少なくありませんが、消費者の「買い物疲れ」や来店サイクル

4％などとなっており、若い世代ほど利用率が高い傾向にあり

の長期化といった課題に対する打開の一助となるかもしれま

ます。また、会員の1ヶ月にかける平均金額は2,328円で、8割

せん。

以上が3,000円未満という結果となっています。

5

今月の「まとめてみました」
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）

メンズメイク
今回は、男性用のメイクアイテムについてまとめてみまし

近年はハラスメントという言葉やSNSの普及が加速して見

た。

た目を気にする男性が増えていることから、従来の“ケアす

最近では、“美容男子”という言葉をよく聞くように、男性に

る”だけでなく、“カバーする”ことに対するニーズはさらに増

おいても身嗜みの一環としてスキンケアなどの美容行動が習

えていくのではないでしょうか。

慣化しつつあります。

また、メイクアイテムが普及することにより、クレンジング
などのスキンケアアイテムについても相乗効果が期待できる

そんな中、2018年にはシャネルやACROが初の男性用メイ

ことから、今後のメンズ化粧品市場の拡大にとって重要なカ

クブランドを発売し、大きな話題となりました。また、スキン

テゴリーになるといえます。

ケアをメインに展開するブランドでも、肌補正効果を備えた
アイテムの投入が増加しています。
＜男性用のメイクアイテム例＞

企業名

シャネル

ブランド名

特徴

ボーイドゥ

男性向けメイクアップライン。2018 年 9 月に韓国で先行販売を行った後、同年 11 月に日本での
販売を開始。ブランドモデルには韓国の俳優を起用。ファンデーション、アイブロウペンシル、リップクリ
ームの 3 アイテムをラインアップしています。

シャネル

FIVE×THREE

20 代後半以降の男性をターゲットとしたメンズ総合コスメブランド。ベースメイクとポイントメイクを中
心に、スキンケア、ヘアケア、ネイルなどを展開しています。ベースメイクでは、使用しやすいバータイプ
を採用し、下地、ファンデーション、コンシーラー、ハイライト、シェーディングなど幅広いアイテムをライン
アップ。さらに、それぞれ複数の色を揃えることで男性の細かいニーズにも対応しています。このほか、
アイシャドウとアイブロウといったアイメイクや、リップカラーも展開しています。

ボッチャン

夏目漱石の小説『坊ちゃん』から感銘を受け誕生したメンズコスメブランド。スキンケアを中心に展開
するなかで、2018 年 2 月に「スキンパーフェクターマット メンズ肌補正クリーム」を発売しました。同
商品は、ファンデーションなどの完全なメイクまではしたくないが、綺麗な素肌に見られたいといった男
性に向けて提案。無着色でありながらも毛穴やテカリをカバーする効果を訴求しています。

ELC ジャパン

ラボシリーズ

メンズトータルグルーミングブランド。同ブランドが展開する「BB クリーム フォーメン SPF35」は、紫外
線から肌を守ることに加え、肌トーンを均一に見せる効果を訴求しています。また、2018 年に発売
した乳液「インスタントフィルターモイスチャライザー」では、カプセルから色が弾けて肌に溶け込むことで
色ムラや毛穴を自然にカバーするメイクアップ効果を備えています。

伊勢半

ルオモ

美意識の高い男性へ向けたメンズコスメブランド。BB クリーム、BB ジェル、アイブロウペンシル、アイ
ブロウカラー、ネイルコート、ハンドクリームをラインアップ。2019 年 2 月には一部商品のパッケージを
刷新し、男性も手に取りやすいスタイリッシュなデザインとなっています。

石澤研究所

ベジボーイ

同ブランドでは、男性用「BB クリーム」を販売。持ち運びに便利なスリムなパッケージを採用し、気に
なるところに塗ることでクマや毛穴、ニキビなどの肌悩みを速攻カバーすることを謳っています。また、
SPF30 の紫外線カット効果や、メイクアップ効果も備えています。

NULL

スキンケアや除毛ケアなどを展開する男性向けブランド。同ブランドの「BB クリーム」は、男性の肌の
色にこだわることで、クマやニキビ跡、青ヒゲなどの肌悩みを自然にカバーし、塗っていることが気づか
れにくい BB クリームを謳っています。また、エコサート認証取得済みの独自のオーガニックエキス 7 種
を配合し、エイジングケア効果やニキビケア効果も訴求しています。

ウーノ

2019 年 3 月に、10～20 代の男性向けのブランド「ウーノ」から、BB クリーム「フェイスカラークリエ
イター」を発売すると発表しました。クマ、ニキビ跡、ひげの青み、毛穴、肌の赤みなどの男性の肌悩
みを速攻でカバーすることを謳っています。また、肌に塗布すると自分の肌色に変化して馴染む処方
を採用し、男性でも違和感なく使用しやすい設計となっています。

ACRO

アンド・コスメ

G.O
ホールディングス

資生堂
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新刊資料のご案内
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。

2019年
化粧品OEM企業の事業戦略調査
Made in Japan需要が拡大、今後は研究開発力・提案力・省人化が鍵
発刊日：2019年2月18日 / 頒価：97,000円（税抜）

2017 年度の日本国内の化粧品 OEM 市場は、前年度比 8.3％増の 3,176 億円となった。同市場は、
インバウンド需要による外国人観光客の消費が依然として活発であることや、アウトバウンドが追い
風となっていることから、この 5 年間で約 1.4 倍に伸長している。当資料は、化粧品 OEM 市場につ
いて、主要各社の研究開発、生産、品質管理、営業体制などの取り組み状況を分析するとともに、海
外市場への対応などについてもレポートしている。

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

個別企業編調査項目

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

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

完全予約制

景品表示が厳しい今だから
知りたい

売上に繋げるための
ポイントも解説

売れる
広告表示テクニック

｢No.1｣表示の
効果と活用法

永瀬 晃大朗 様

アーバンネット神田カンファレンス

5.売上高
6.主要取引先
7.海外展開
8.今後の展開

受講料：3,000円／1人

～広告規制が厳しくなるなか、効果的な訴求方法とは？～

合同会社マジワン代表

※一部異なる

マーケティングリサーチ事業部 部長

松本 竜馬

〒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

※化粧品・健康食品の通販攻略セミナーは、完全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。

フリーダイヤル

FAX

メール

営業時間：9:00～17:00（土日祝除く）

営業時間：9:00～17:00（土日祝除く）

0120-30-6531

06-6538-6531

webmarke@
tpc-osaka.com

TPC社員のお気に入りアイテム
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。

ジレット フュージョン5+1（P&G）
購入したきっかけ
DgSでたまたま安く売られているのをみて、購入。

お気に入りのポイント
コスパがいい。肌が弱く、髭剃りは傷がつきやすい
が、この商品は剃りやすい。
また、肌が弱いので、シェービング後は化粧水やク
リームなどは使用せず、何もつけない。
（剃ったあとは乾燥するけど、つけると皮膚炎にな
ったこともあったので・・・）

佐藤 照穂（35）
所属: 食品チーム

次に気になっているアイテム
寝ぐせをちゃんと直せる、寝ぐせ直し。
くせ毛なので、うまく直せないことが多い。特に髪
が長い時は、朝シャンする時もあった。スタイリング
もキープできず、すぐ戻ってしまうので、いつか髪で
遊んでみたい！

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。

2019年 メンズコスメの市場分析調査

発刊予定：2019年3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

発刊予定：2019年4月以降
予約販売価格：97,000円（税抜）

8
発行元

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

TEL 06-6538-5358
FAX 06-6538-6531
H P http://tpc-cop.co.jp/

オンラインショップ

TPCビブリオテック
http://www.tpc-osaka.com/

