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いつも大変お世話になっております。化粧品チームに所属しており

ます西山です。 

2ヶ月に1度、本ニュースレターにて『TPCメンバーのNatural 

Beautyへの道』でお目にかかっておりますが、この巻頭ページでのご

挨拶は初でございます。 

 

先月は、セミナーをメインに弊社レポートの閲覧やマーケティング

についての相談もしていただけるTPCマーケティングフェア2018を

開催いたしました。足をお運びいただいた皆様はじめ多くの方に支え

られ無事終えることができましたこと感謝申し上げます。今回で3度目

となる本イベントですが、今後もこういった機会を設け、皆様との接

点を増やすことでよりお役に立てるよう邁進していきたいと願ってや

みません。 

 

さて話は変わりまして、やれナチュラルだのノンケミカルだなどと

言っている私ですが、以前は7年ほど美容師としてケミカル施術をこな

す日々を過ごしておりました。中でもカラーを専門とするカラーリス

トとして働いておりましたので、近頃のカラー剤や処理剤の進化には

目をみはるばかりです。今年に入って主にブリーチ時に使用するボン

ド（結合）やプレックスなどと呼ばれるケアブリーチ系製品が相次い

で発売されています。外資勢がいち早くリリースに至っていますが、

10月には国内の大手メーカーからも同様の製品が発売となりました。

これらはダメージした髪を後から修復するのではなく、前もって処理

することでダメージを大幅に抑えながら施術ができるというもので

す。ブリーチでハイトーンになった髪はその後に塗布するカラーの色

がダイレクトに出るため、計算を誤るとムラもとんでもないことにな

ります。その上ハイダメージ毛ともなると色の入り方が読みづらいた

め難易度がさらにあがるでしょう。このようなアイテムがあの頃あれ

ば私もブリーチonカラーで泣きを見ずに済んだかもしれません。 

 

ヘアサロン業界に知り合いもちらほらいる私ですが、噂によると高

機能アルカリ還元水なるものがヒットする、かもしれないということ

です。これは掃除用のアルカリ電解水のように水酸化ナトリウムを配

合していないため安全性が高く、頭皮クレンジングやスキンケア、除

菌水として、と汎用性も高くサロンでのメニューに組み込むほか、店

販用としても期待が持てます。 

 

日進月歩のビューティ業界、目まぐるしく動くその市場で生まれる

トピックスを今月もどうぞお楽しみください。 

（西） 
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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） 

サティス製薬は、2017 年 7 月に経営破綻したガイア・エヌピ

ーの化粧品製造工場を M＆A により入手しました。これによ

り、サティス製薬グループの生産体制が国内 4 工場体制とな

り、生産能力が 1.5 倍に拡大する見込みとなっています。現

在、国内化粧品 OEM 市場はインバウンド需要の高まりを受け

拡大傾向にありますが、増え続ける受注に対して対応が苦し

くなってきています。そこで同社は、本社工場を引き続き小ロ

ット受注品の工場として、今回入手した第 4 工場を大量受注

品の専門工場として稼働させることで生産能力の拡大を図っ

ています。 

 

サティス製薬、製造工場を買収 

ヤーマンは、ベトナムで美容機器の販売を開始することを

発表しました。東南アジアでの販売は、シンガポール、インド

ネシアに続き3ヶ国目の展開となります。経済成長の乏しいベ

トナムにおいて、近年は若い女性を中心に美容意識が高まり

つつあり、特にスキンケアへの関心が強くなっていることを

受け、同国へ進出。現地女性の美容へのニーズに応える美顔器

やピーリング美容器、エステサロンさながらのケアを自宅で

行えるローラー、ボディケア美容器をラインアップします。販

売チャネルは、大型ショッピングモールでの店舗オープンを

皮切りに、TVショッピングとオンラインストアで販売予定で

す。 

ヤーマン、ベトナムで販売開始 

ナリス化粧品は、関西学院大学の長田典子氏との共同研究

によって、ふきとり化粧水使用時の“心地よさ”を数値化する

手法を確立しました。まず、適切な評価語を用いて主観評価実

験を行い、使用者の心理構造を可視化。その結果、『肌摩擦感』

と『ふきとれた実感』の2つの印象を潜在的に重要と捉えてい

ることが判明しました。次にこれらの良し悪しを計測するた

め、『摩擦係数』と『振動量』に着目して実験を実施したとこ

ろ、摩擦係数ではうまく測定できなかったのに対し、振動量で

は周波数の違いによりこの２つの印象を明確に区別すること

に成功。『肌摩擦感』と『ふきとれた実感』の両立がふきとり

化粧水の価値実感の重要であることがわかりました。 

ナリス化粧品、ふきとりの“心地よさ”を数値化 

ジョンソン・エンド・ジョンソン（J＆J）は、シーズHDの株

式を株式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、2018年10月29日から2019年

1月にかけて実施するとしています。今回の買収では、比較的

安価な製品が多いJ＆Jが、「ドクターシーラボ」などの高価格

製品を持つシーズHDを取り入れること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通販展開す

るシーズHDの強みを有効活用していく考えです。一方でシー

ズHDにとっても、伸び悩む海外展開においてJ＆Jの販売網を

活かして強化するとしています。 

J＆J、ドクターシーラボを買収 

日光ケミカルズのグループ会社・日本サーファクタント工業

は、那須事業所でハラル認証を取得しました。認証取得は事業

所全体が対象のため、那須工場から出荷した製品はハラル認

証原料となります。 

近年ハラル認証に対するニーズは東南アジアを中心に高ま

っていますが、なかでもインドネシアでは来年からハラル認

証の取得を義務化する法律の施行が予定されています。さら

に、日本国内でも2020年の東京オリンピック・パラリンピッ

クに向けてニーズが急速に高まっています。一方で、パーソナ

ルケア製品向け原料については主に界面活性剤となっている

のが現状。同社では、界面活性剤だけでなくビタミン誘導体や

セラミド配合原料など活性成分もラインアップしており、今

後ますます拡大するニーズを獲得していく考えです。 

日光ケミカルズ、那須事業所でハラル認証取得 

ちふれ化粧品は、台湾で第1号店となるマツモトキヨシ忠孝

敦化店で「ちふれ」ブランドのスキンケア・メイクアップの販

売を開始しました。同ブランドは2016年11月に台湾での販売

を開始し、その後好調な売れ行きとなっていることから、地元

の消費者が商品をより購入しやすいようにと同店舗での販売

を開始。今回の拡販を機に同ブランドのさらなる認知度拡大

を図っていく考えです。 

ちふれ化粧品、台湾で拡販 

メディプラスは、海外事業を独立させ、メディプラスインタ

ーナショナルを設立しました。同社は、2013年から台湾を中

心に海外事業をスタートし、2016年度には社員1名を在中さ

せて現地のパートナー企業との協力体制を強化したことで黒

字化を達成しています。今後は、台湾で培った経験を活かし、

中国、香港、マレーシア、シンガポールと準備を行ってきた各

国での本格展開を進めていく考えで、2020年には現在の倍と

なる27億円の売上を達成する計画です。 

メディプラス、海外事業を独立 
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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） 

イタリアのオーガニックブランド「オーガニックウェイ」は

「オーウェイ メン」を導入します。同ラインは、テクスチャ

ーや効果効能、香りにいたるまで徹底的に追求し、髪や肌もア

クセサリーのようにこだわるイタリア男性の想いを反映。困

難な環境で採取された植物のパワーに着目し、自社で開発し

た新たな原料『テクノ・ボタニカル』を配合しています。また、

ボディケアのほか、カラーシャンプーや育毛剤、スタイリング

剤など、全11アイテムを取り揃えています。 

オーガニックウェイ、男性向けライ

ン導入 

日本ロレアルの「ランコム」は「アプソリュ」シリーズを発

売します。このうち、「同ソフトクリーム」、「同リッチクリー

ム」「同オレオエッセンス」は、ローズから抽出した複数の有

用成分を配合した『グラン ローズ エクストラクト』を配合。

また「同エッセンス ローション」は、天然のローズ由来成分

が80%以上配合された希少なローションで肌に潤いをたっぷ

り与えてバリア機能を強化し、肌の生まれ変わりをやさしく

サポートすることを訴求しています。 

ロレアル、「ランコム アプソリュ」

シリーズ発売 

「ルルルン」を展開するグライド・エンタープライズは、“汚

れだけ落としても、うるおいは落とさない”「クレンジングバ

ーム」と「クレンジングジェル」を発売します。しっかりメイ

クの日は濃いメイクを１度でオフできるコクのあるバームタ

イプを、ナチュラルメイクの日はオイルフリーのジェルタイ

プをと、メイクの濃さやお肌の状態にあわせて使い分けを提

案しています。植物由来の新美容成分『ミニポリル』を配合し

ているほか、クレンジングメイクオフ成分がお肌に直接触れ

ない独自開発の構造を採用しています。 

ルルルン、クレンジング2品を発売 

コーセーのライスパワーに着目したブランド「米肌」は、「肌

潤エッセンスバーム」を発売します。同商品は、保湿成分『ラ

イスパワー No.7』や『発酵ヒアルロン酸』など、7種のうる

おい成分65％配合の部分用スティック状美容液バーム。肌に

軽く滑らせるだけで美容成分が内部にぐんぐん浸透し、表面

にはなめらかなヴェールを形成して潤いを密封することを訴

求しています。また、ポーチにひとつ入れておけば、日中の気

になる乾燥やカサつきを解消することを謳っています。 

コーセー、「米肌」よりバーム発売 

山田養蜂場は、「薬用RJエッセンス」とエイジングケア「RJ

エクセレント」シリーズを刷新します。前者は“保湿”と“美白”

を強化しています。後者は、クレンジングクリームと泡洗顔を

投入するとともに、既存の3アイテムには新成分や処方を採

用。なかでも「薬用RJエッセンスEX」はエイジングケア機能

が向上しているほか、美白機能をプラスしています。また、同

シリーズ全品に『ローヤルゼリーエキス』と『アミノ酸リッチ

ローヤルゼリーエキス』を配合しています。 

山田養蜂場、美容液とシリーズ刷新 

シャネルは、男性用メイクアップライン「ボーイ ドゥ シャ

ネル」を発売します。ラインナップは自然な補正力を持つリキ

ッドタイプの「同ファンデーション」、唇をケアする「同リッ

プボーム」、ウォータープルーフの「同アイブロウペンシル」。

ジェンダーにとらわれることなく、個々の“スタイル”を確立

するメークアップアイテムとして提案します。同ラインは9月

から韓国で販売し、日本では11月から公式サイトで、2019年

1月からは店舗でも販売する予定です。 

シャネル、「ボーイ ドゥ シャネル」

を発売 

カネボウ化粧品の「KANEBO」は「ザ ローション」「ザ エ

マルジョン」「ザ クリーム」を導入します。同ラインは、上質

なうるおいと透明感、ハリのある肌に導くエイジングケアと

なっています。全品に有効成分『塩化レボカルニチン』と『グ

リチルリチン酸ジカリウム』を配合しており、肌を保護しなが

ら肌荒れを防ぐことを訴求。白を基調に美しく気品のある

花々を集めたエタニティブーケの香りで、心も澄み渡るよう

なお手入れ時間を演出するとしています。 

カネボウ、「KANEBO」から新ライン 

花王は、「エスト」から「ザ クリームTR」を投入します。

同社は、肌表面の角層がすこやかな状態に保たれていれば、過

酷な乾燥環境下においても肌の見た目の印象の変化が少ない

ことを確認。同商品は、月下香の花びらが持つ美容効果に着目

し、『月下香培養エッセンスα』を高濃度に配合しています。年

齢と共に深刻化する乾燥やハリ、つや不足などの肌悩みに対

応し、弾むようなハリ感を与えるエイジングケアクリームと

なっています。 

花王、「エスト ザ クリームTR」を

投入 
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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） 

カネボウ化粧品の「コフレドール」は、体験型イベント

『Super! C CHANNEL 2018』にブースを出展しました。ブ

ースでは、新作リップ「コントゥアリップデュオ」や「コント

ゥアリップデュオ」のタッチアップができるほか、メイクシミ

ュレーターも設置しており、美容感度の高い女性たちに新製

品を紹介しています。また、C Channelクリッパーがモデルと

なり、新製品の魅力や今年の秋冬メイクトレンド、カラーごと

に作れるイメージについて提案しています。 

カネボウ、「コフレドール」C CHANNELに出展 

イオンフォレストの「ザ・ボディショップ」は、ロングセラ

ー商品「サンプチュアス クレンジングバター CA」の新キャ

ンペーンとして、ザ・ボディショップ × 擬人化・人気声優コ

ラボレーション企画『うるおい姫と３人の魔法使い』を実施。

この商品に含まれる3つの特長成分をそれぞれ魔法使いに擬

人化し、そのキャラクターたちが、キャンペーンサイトやノベ

ルティを通して製品の使い心地や正しいクレンジングの方法

などを紹介します。 

イオンフォレスト、人気声優コラボレーション

企画 

花王の「セグレタ」は、雑誌『HERS』とのコラボレーショ

ンキャンペーン『「自分のために」始めます！』をスタート。

約3ヶ月間限定で、読者ブログを開設するとともにリアルイベ

ントも開催するなど、プロモーション企画も同時に展開して

いきます。 

花王、セグレタ×HERSコラボキャンペーン 

ディーフィットの「まかないこすめ」は、“頭髪の日”にちな

み、ヘアケアに特化したキャンペーンを実施しました。「オリ

ジナルスカルプ設計 頭皮と髪に最適のブラシ」でブラッシ

ングシャンプーを行うことで、頭皮環境を整え、ハリ・コシ・

ツヤのある美髪へ導くとして、神楽坂本店限定で毛髪技能士

の資格を持つスタッフによるブラッシング体験を行いまし

た。 

「まかないこすめ」、頭皮と髪の新習慣を提案 

ポーラは、「リンクルショット メディカル セラム」を体感

するイベントを全国36ヶ所で開催。今年5月末より全国11ヶ

所で行った体験イベント『SHOT BRIGHT』が好評であったこ

とから、今回はさらに会場数を増やしています。こちらのイベ

ントでは、商品のタッチアップやプロジェクションマッピン

グ体験などを用意。また、肌が美しくなろうとする力を分析す

る『肌バイタルチェック』や一人ひとりの肌悩みに合ったスキ

ンケアを提案しています。 

ポーラ、「リンクルショット」体感イベント 

花王の「ビオレ」は、新しいハンドソープの発売を機に、

「Biore GUARD PROJECT」を発足。第一弾として全国47都

道府県の学習塾に「ビオレガード 薬用ジェルハンドソープ」

を無償で配布しました。このプロジェクトでは今後も、サポー

トを希望する学習塾に数量限定で商品の無償提供を実施して

いく予定です。 

花王、「Biore GUARD PROJECT」第一弾

発足 

「イヴ・サンローラン・ボーテ」は、パリをはじめ世界各国

で開催しているグローバルイベント「YSL BEAUTY HOTEL」

を開催しました。新発売のリップスティックや人気のフレグ

ランス、ファンデーション、プレミアムスキンケアなど、ブラ

ンドを代表する商品を試すことができます。また、ホテル内に

は「YSL BEAUTY CLUB」を設け、ライブラリーやミュージ

ックコンテンツを提供するなど、ブランドの世界観を体験で

きるイベントとなっています。 

ロレアル、「YSL」のコンセプトホテル 

ホーユー「メンズビゲン」は、「シャア専用メンズビゲン ワ

ンプッシュ」の発売に合わせて、『白いヤツを倒せキャンペー

ン』を実施しています。今回のコラボレーションは、ガンダム

に登場するジオン軍に、“白いヤツ（白髪）”と対峙し続けるメ

ンズビゲンが協力を求めるという設定となっています。また

このキャンペーンに加えて、シャアやジオン軍と一緒になっ

て“白いヤツ（白髪）”を対峙できるコンテンツも設けていま

す。 

ホーユー、『白いヤツを倒せキャンペーン』 
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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。（池） 

今月の気になるデータ 

今回は、コズレ子育てマーケティング研究所が実施した『妊

娠・出産を機に女性が感じる肌質の変化』（2017年7月）につ

いての調査結果をご紹介します。 

同社の調査によると、ママ1,064名に対する質問で、妊娠を

きっかけに自信の肌質の変化を感じた女性は72.0%に上るこ

とがわかりました。また、出産を機に肌質の変化を感じた女性

は66％となり、妊娠・出産のいずれにおいても半数以上の女

性が何かしらの変化を感じていることがわかりました。さら

に、肌質の変化を感じた際に、他のブランドへスキンケアの使

用ブランドを替えたかという質問に対しては、35％の女性が

“変えた”と回答しています。 

 

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。（福） 

35％ 
この結果から、妊娠期のつわりや産後の授乳など様々な初

めての経験が続く中で、多くの女性が体調・体質の変化を感じ

るとともに、肌質についても変化を実感していることがわか

りました。そして、それは女性にとってスキンケアを見直す大

きなタイミングとなっています。 

また身体的な面だけでなく、妊娠・出産による精神的なスト

レスや過労による肌荒れなどもママの悩みとしてよく挙げら

れています。さらに近年では、ベビー向けスキンケアや、乳幼

児とママが一緒に使えるスキンケアなども増えてきており、

スキンケアを展開するメーカーにとっては販売拡大の重要な

契機となっているといえます。 

働く女性が増えた現代において、忙しい女性が毎日使いた

いと思うコスメには、より簡単でありながらも“個性”や“効果”

がしっかりと感じられるという点が求められていることが分

かりました。 

今回番外編として、歯磨き粉と洗口液シリーズ「NONIO」（ライオン）をご紹介します。こちらの商品は、『日経トレンディ』が

発表した「2018年ヒット商品ベスト30」のうち10位にランクインしました。 

同シリーズのうち特に売れ行きが際立つ洗口液は、2018年1～3月の計画比で約1.7倍。39歳以下の購入比率はジャンル平均が

24％にとどまるなかで33％に達し、しかも6割以上が新規ユーザーとなっています。これまで口腔ケアに無関心だった若者を捉え

たNONIOの仕掛けとはどのようなものだったのでしょうか？ 

NONIO（ライオン） 

“悩みをポジティブにアピール” 

『人に嫌われたくない』という若者のインサイトを刺激するため

に、同社は「口臭抑制」をあえて抑えるという逆の戦略をとりました。

CMでは、友人や恋人と顔を近づけて話すシーンとともに、『口を開け

ば、心が近づく。ひらけ、自分。』というポジティブなメッセージをア

ピール。 

同シリーズは、口臭を抑制する本格機能を備えていますが、CMで

は最後に『口臭科学から生まれた』と流すだけで、効果や成分を連呼

しがちなオーラルケア商品らしからぬ手法で広告を投下しました。 

“購入きっかけと商品デザイン” 

また同社は、顔を近づけて話をする機会が多い映画館やサッカーの

試合会場で50万個配布するなど、サンプリングにも工夫を凝らし、口

臭抑制への気づきを促したほか、店頭では歯磨き粉と洗口液を一緒に

陳列することで同時購入を誘いました。さらに、NONIOの購入層は7

割近くを女性が占めています。これは、機能訴求を抑えたシンプルか

つスタイリッシュなパッケージデザインによる影響が挙げられます。 

同シリーズは標準的な商品より1.2～2倍の高価格ですが、同社のこ

うした消費者の価値観にフィットさせる仕掛けで、若い世代の消費を

促すことに成功しました。 

化粧品分野でも、ニオイケアを訴求したヘアケアなどが増加しつつありますが、対人関係がうまくいく、自分らしく過ごせるな

ど、ポジティブな生活価値として伝えることが、新規＆若年層の取り込みにつながるのではないのでしょうか。 



 

今月の「まとめてみました」 

「平成」も残すところ数ヶ月となりました。そこで今回は、

「平成と化粧品」をテーマに、時代を簡単に振り返りながら化

粧品のトレンドの変遷ついてまとめてみました（下表は週刊

粧業様の『C&T』（2018年10月号）の特集でお話をいただき、

弊社がまとめたものになります）。 
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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。（松） 

平成と化粧品トレンド 

この時代はバブル期で外資系の百貨店ブランドが賑わいを

みせました。一方でDgSやCVSなど新たな流通チャネルが台

頭し、再販制度の撤廃が値下げ競争を加速するなど、高価格と

低価格の二極化が進行しました。また、女性の社会進出に伴う

訪販の縮小と対照的に通販が拡大し、チャネルが多様化して

いきます。 

さらに、こうした女性の社会進出の増加を背景に、アレルギ

ーによらない肌トラブルに悩む女性が急増し、「dプログラム」

のようなライフスタイル型の「敏感肌コスメ」登場します。同

じ頃、団塊世代が50代に突入し、「アンチエイジング（マチュ

ア向け）」市場が形成されていきました。 

1989～2000 年：二極化から多様化の時代 

 1989－2000年 

二極化から多様化の時代 

2001～2008年 

百花繚乱の時代 

2009～2018年 

スモールマスの時代 

Ｐ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
分
析
（
外
部
環
境
） 

政治的 
・再販制度撤廃（1997） 
⇒値下げ競争 

・薬事法の改正（2001） 
⇒全成分表示化 

⇒配合濃度の緩和 
・CoQ10の配合認可（2004） 
・薬事法の改正（2005） 

⇒異業種企業の参入活発化 

・「乾燥小じわ」追加（2001） 
・機能性表示食品制度（2015） 

・「抗シワ」商品認可（2017） 

経済的 ・バブル崩壊（1991-1993） ・リーマンショック（2008） ・デフレ不況 

社会的 

・女性の社会進出の増加 

・ドラッグストアの台頭 
・コンビニの普及 
・団塊の世代が 50代に突入 

・韓流ブーム（2004-） 
・自然・環境（ロハス）意識の向上 

・外国人観光客の増加 
⇒インバウンド需要 

技術的 
・ウィンドウズ’95 発売（1995） 

・モバイル通販の登場 
 

・SNSの発達 

⇒インスタ映え 

 ▼ ▼ ▼ 

平成生まれの 
化粧品トレンド 

・敏感肌コスメ 
・アンチエイジング化粧品 

・オーガニック・ナチュラルコスメ 
・ミネラルファンデーション 

・ドクターコスメ 
・成分訴求コスメ 
⇒ビタミン C、CoQ10、ヒアルロン酸 

・オールイワンコスメ 
・BB/CC クリーム 

・クッションファンデーション 
・ティントコスメ 
・プチプラ/レトロコスメ 

 

この時代は2回の薬事法改正により、異業種企業による化粧

品市場への参入が活発になり、特長成分や商品コンセプトも

多種多様になりました。また、全成分表示の義務化や配合濃度

の緩和により、消費者の配合成分に対する関心が高まり、ヒア

ルロン酸やCoQ10など成分を前面に訴求するブランドが増え

ました。さらに、消費者の自然環境（エコ）に対する関心も高

まり、オーガニック・ナチュラルコスメも急成長しました。 

2001～2008 年：百花繚乱の時代 

この時代はリーマンショックを機に、不況の影響が出始め

化粧品の購買意識・行動が変化していった時代です。特に、時

短・簡便・節約志向が消費者の間に浸透し、オールインワンコ

スメやBBクリームなどが需要を獲得しました。一方、大手企

業は選択と集中を行いマスブランド化を進めてきましたが、

これに対して中小企業は市場を細分化しスモールマス市場を

狙うようになっています。一例としてはティントコスメを挙

げることができます。 

また、平成後期のトレンドとして、昭和から存在するロング

セラー化粧品がSNSなどで話題となり、「レトロコスメ」とし

て親しまれているのも現代的なトレンドとして興味深いとこ

ろです。 

2009～2018 年：スモールマスの時代 



 

新刊資料のご案内 

2017年度の化粧品素材市場は、前年度比1.1％増の1,711億円となった。要因としては、『再生可

能』を謳った天然由来成分の出荷量増加、エイジングケア・美白ケア向け成分の拡大、基剤成分の伸

長などが挙げられる。さらに近年の同市場では、主要企業の多くがアジア圏を中心とした海外事業の

展開に注力している。当資料は、化粧品素材市場を調査するとともに、各社の展開状況や研究開発状

況、海外展開などについてもレポートしている。 
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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。 

2018年 
化粧品素材の市場分析調査 

市場が拡大する再生可能原料と注目を集めるマイクロビーズ代替素材 

市場編 

1．調査概要 

1）調査目的 

2）調査対象企業 

3）調査対象分野 

4）調査方法 

2．化粧品の市場分析 

1）総市場 

2）分野別市場 

3．主な化粧品素材の概要 

4．化粧品素材の市場分析 

1）総市場 

2）分野別市場 

3）企業別シェア 

4）分類別市場 

発刊日：2018年10月15日 / 頒価：97,000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） 

調査項目 

1．企業概要 

2．化粧品素材の展開状況 

3．化粧品素材の開発動向 

1）研究開発動向 

2）公開特許 

4．売上高 

1）地域別売上高 

2）分野別売上高 

3）成分別売上高 

5．海外展開状況 

6．今後の展開 

個別企業編 

◆日油株式会社 

◆日光ケミカルズ株式会社 

◆BASFジャパン株式会社 

◆日本精化株式会社 

◆東邦化学工業株式会社 

◆川研ファインケミカル株式会社 

◆一丸ファルコス株式会社 

◆丸善製薬株式会社 

◆株式会社ADEKA 

◆テイカ株式会社 

◆高級アルコール工業株式会社 

◆エボニックジャパン株式会社 

◆岩瀬コスファ株式会社 

◆堺化学工業株式会社 

◆昭和電工株式会社 

◆片倉コープアグリ株式会社 

◆東洋紡株式会社 

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） 

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） 

5．主要企業の展開素材 

1）スキンケア 

2）ヘアケア 

3）メイクアップ 

4）主な公開特許 

6．主要企業の海外展開動向 

7．今後の展開 

1）今後の市場性 

2）主要企業の今後の展開 



 

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。 

TOKIO IE INKARAMI シャンプー/トリートメント（Dr.Jr.） 

柴田真利（29） 

所属: 庶務 

TEL 

行きつけの美容室で勧められた。 

以前は「ケラスターゼ」から市販のシャンプーを一時的に使用、髪がぎしぎししたのでい

いシャンプー・トリートメントを探していた。 

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 

ぎしぎしにならないので、もう1年以上使用している（ヘッドスパ専門店でもこのシャン

プーはいいと言っていた）。 

ちなみに、使用アイテムとブランドは決めている（ブラシはN.B.A.A.、スタイリングはミ

ルボンを愛用、スキンケアはエバウィッシュSqで揃えている）。 

次に気になっているアイテム 

・「Depth For Share」白髪と抜け毛が気になるので、いまのケアに週1回入れたい 

・髪にやさしいホットアイロン、コテ 

・その他、腸内環境アイテム、ホワイトニングなども興味ある 


