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いつも大変お世話になっております。化粧品担当の西山です。
この5月から元号が変わり、『令和』時代が始まりましたね。天皇陛
下が生前退位され新たな天皇が誕生したわけですが、それに伴い今年
のゴールデンウィークは10日間という、これまでにない大型連休とな
りました。皆さまいかがお過ごしになられましたか？ここぞとばかり
に旅行に行かれた方ももちろん多くいらっしゃると思いますが、様々
な企業が行うアンケートでは例年のごとく自宅でゆっくりという過ご
し方が高いパーセンテージを占めているようですね。
これだけの連休ですからおこもり美容にもうってつけだったので
はないでしょうか。普段はなかなかチャレンジできない肌断食にトラ
イされた方もいらっしゃるかもしれませんね。ちなみに私は現在小学
1年生の息子がお腹の中にいた時スキンケアもメイクも一切していな
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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）

資生堂、世界初の新規クレンジング製剤を開発

ミルボン、新製剤化技術を発見

資生堂は、『バイコンティニュアスマイクロエマルション

ミルボンは、油性ゲルの構造に着目した新たな製剤化技術

（BME）
』溶液を泡状にすることに世界で初めて成功し、優れ

を確立しました。従来、油性ゲルは温度変化の影響によって使

たメイク落とし効果と泡状とを両立した新規クレンジング製

い心地（伸び、塗布性、仕上がりなど）が変化してしまうとい

剤を開発しました。さらに、
『ハイブリッドBME』の泡ならで

う課題がありました。同技術では特定の『ライフワックス』を

はの特徴である“泡が自発的にメイクを溶かし出す”という現

用いることで、温度変化に対して安定な構造をもつ油性ゲル

象も見出しました。同技術の開発により、
「メイクが落ちる」

の形成に成功し、気温によらず一定の使い心地の製剤開発が

という本来の機能のみならず、
「肌に負担をかけずに軽くなじ

可能となりました。同社では、本年夏ごろ発売予定のヘアスタ

ませるだけでよく落ちる」
「たれ落ちない」
「洗い流しがしやす

イリング剤などに同技術を活用していく予定です。

い」といった機能まで付与するとしています。

良品計画、ネット売上高が200億円突破

コーセー、角層の保湿力を回復する成分を発見

良品計画の2019年2月期におけるEC売上高は200億を突破

コーセーとミルボンは、東北大学 盛田伸一准教授と共同

しました。自社通販サイトを改良したほか、販促の強化を図っ

で、肌表面の角層がダメージを受けた際の角層中タンパク質

たことが奏功し、EC事業の増収率は前期比10.1%増となりま

の構造変化を分子レベルで評価し、水の結合状態の変化を可

した。また、EC機能や会員証機能などを備えた専用アプリ

視化する新技術を確立しました。さらに、ダメージを受けた角

『MUJI passport』の日本でのダウンロード数は1,340万

層中タンパク質の構造を再生し、水の結合状態を回復させる

（2018年12月末時点）で、会員客数は前期比20.2%増となっ

成分を世界で初めて見出すことに成功しました。今回の新た

ています。同アプリはレビュー投稿機能や店頭在庫の検索機

な知見・技術により、これまでの落とす・補うといったケアか

能、店舗へのチェックイン機能などを備えており、オムニチャ

ら肌角層自体の結合水量を回復する新たなケア技術の確立に

ネル化のハブの役割を担っています。

つなげていく考えです。

クリエ、「コーセープロフェッショナル」に社
名変更

資生堂、研究開発拠点を開かれた場に
資生堂は、横浜みなとみらいで新研究開発拠点「資生堂グロ
ーバルイノベーションセンター」を本格稼働します。同拠点は

コーセーの子会社で、美容室向け化粧品卸売業を展開する

都市型オープンラボとして開設し、消費者と研究員の交流や、

株式会社クリエは、3月6日開催の株主総会での決議をもって、

取引先企業や国内外の外部研究機関とのコラボレーションを

4月1日より「コーセープロフェッショナル株式会社」に社名

行い、交流を深めるとしています。また、新オフィス設計や優

を変更しました。同変更は、コーセーグループ全体で有する資

れた研究設備の導入で新しい発想を促すなど、
『多様な知と人

産のシナジー効果の最大化と、グループ子会社としての顧客

の融合』を実現し、国や業界を超えた日本発のイノベーション

とのコミュニケーションの強化を目的としたものとなってい

を創出することで、同社の企業使命の実現に取り組む構えで

ます。

す。

ポーラ化成、肌への花粉付着抑制技術を発見

資生堂、アリババグループと戦略業務提携を
締結

ポーラ化成工業は天然鉱物由来の粉体『有機変性ヘクトラ
イト』に、肌への花粉付着抑制効果があること、また、同粉体

資生堂は、中国アリババグループ本社の近隣に同社との提

を塗布した肌表面は花粉以外のアレルゲン物質の肌への刺激

携業務に特化した「資生堂×アリババ戦略連携オフィス」を新

も物理的にガードすることを発見。肌のバリア機能が低下し

設し、アリババグループと戦略業務提携を締結しました。アリ

た人は花粉により肌荒れを起しやすいことから、同社では花

ババグループとのパートナーシップを強化するために専用オ

粉の肌への付着のメカニズムを静電的な影響と考えて仮説を

フィスを開設するのは、全世界の化粧品会社で初の試みとな

検証し、その対策物質を探索した結果、同発見に至りました。

っています。今回の締結により、資生堂の研究開発力とアリバ
バグループの持つビッグデータと消費者インサイトを融合
し、商品開発やブランドマーケティング、Eコマース、CRMな
ど幅広い領域を強化していく方針です。
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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）

資生堂、
「ウーノ」スタイリング×頭
皮ケア

ファンケル、「ディープクリア 洗顔
パウダー」発売

資生堂は、若者を大人へと導くメンズブランド「ウーノ」か

ファンケルは、
「ディープクリア 洗顔パウダー」を発売しま

ら「ヘアアクティベスト」をアマゾンやロハコなどのEC限定

す。今回、同社は毛穴が目立つ原因の一つである洗顔後の肌の

で発売します。こちらの商品は、1本でスタイリングから頭皮

乾燥とつっぱりに着目し、うるおいを守りながら毛穴の汚れ

ケアまでできるスタイリングミストとなっています。今回、若

をしっかり落とす酵素配合の洗顔料を開発。うるおいを守り

年層も育毛・トニックを使用している一方で、
『いつものスタ

ながら、酵素と炭や吸着泥のチカラで毛穴の汚れをしっかり

イリングで頭皮への悪影響を心配したくない。スタイリング

落とす酵素洗顔パウダーとなっています。

5

で頭皮ケアまでできたら楽なのに』というニーズに対応して

花王、コーディネートを楽しむ新ヘ
アケア

います。

ポーラ、
「ホワイトショット」ジェル
クリーム

花王は、シャンプーとトリートメントを自由に組み合わせ
て使う新しいヘアケアブランド「and and（アンドアンド）
」

ポーラは、美白ジェルクリーム「ホワイトショット RXS」

を発売します。今回、感性科学に基づいて開発された香りとデ

を発売します。こちらの新商品は、シミ・そばかすの原因は紫

ザインによる3種のシャンプーとトリートメントをラインナ

外線のほかに“暑さ”も関係することに着目。夏に心地よいひ

ップし、“気分”や“香り”、“デザイン”で全9通りの組み合わせ

んやりした使用感で、透明感のある、輝くような肌をサポート

が楽しめるようになっています。ちなみに、価格はシャンプー

するジェルクリームとなっています。

とトリートメントともに1,400円です。

カネボウ化粧品、ぺんてると共同
開発

資生堂、しわ改善×美白の部分用ク
リーム

カネボウ化粧品は、
「ケイト スーパーシャープライナー」

資生堂は、肌の明るさや印象が気になるというニーズに対

を発売します。今回リニューアルしたこのアイライナーは、ぺ

応し、しわ改善だけでなく、美白ケアもできる

んてると共同開発した『紡ぎ糸テクノロジー筆』を搭載し、ラ

「エリクシール ホワイト エンリッチド リンクルホワイ

インの描きやすさを追求したほか、適度な反発力と肌あたり

トクリーム」を発売します。同ブランドは、2017年に発売し

のよさを向上させることで、よりなめらかに美しい極細ライ

た「美容濃密リンクルクリーム」で、しわ改善を承認した『純

ンを描けるようにパワーアップしています。

粋レチノール』を配合し、目もとや口もとのしわを改善する商
品特長が支持を得ています。今回、この成分に加えて、
『m-ト

資生堂、
「WASO」新感覚ジュースク
レンザー

ラネキサム酸』を配合することにより、しわを改善しながら、
メラニンの生成を抑えシミ・ソバカスを防ぐことで、“つや玉”
輝く肌へ導くことを謳っています。

資生堂は、
「WASO」から「リセッティング クレンザー ス
クワッド」を数量限定で発売します。この商品は、コールドプ
りたてジュースのようにカラフルな3種セットの洗顔料とな

ポーラ、
「ホワイトショット」新規美
白有効成分

っています。植物エキスを配合しているほか、天然由来の寒天

ポーラは、
「ホワイトショット」より化粧水「同LX」と乳液

粒配合のとろみ泡となり、毛穴汚れや余分な皮脂でくすんだ

「同MX」を発売します。これらの商品は、2018年12月に“メ

夏の肌をすっきり浄化することを謳っています。

ラニンの蓄積を抑え、しみ・そばかすを防ぐ”という効能・効

レスジュースに発想を得ており、その時々の気分で選べる搾

果の承認を取得した、新規美白有効成分『デクスパンテノール
W（PCE-DP）
』を配合しています。また、美白効果のほかに、
うるおいやキメ、化粧のりといった観点にも着目したアイテ
ムとなっています。なお、10年もの歳月をかけて開発された
このPCE-DPは、審査基準ガイドラインの新しい審査基準のも
と、初めて美白有効成分として承認を取得し、美白有効成分と
しては約10年ぶりとなります。
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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）

BCL、
「サボリーノ」アジア拡販に向けて動画
でアピール

コーセー、「Awake」直営店をオープン
コーセーは3月21日、東急プラザ表参道原宿に自然派スキ

BCLカンパニーは、朝用フェイスマスクで人気の「サボリー

ンケアブランド「Awake」の直営店をオープンしました。同

ノ 目ざまシート」を中心としたスキンケア商品のアジアでの

店では「Studio & Kitchen」をコンセプトに、ブランドのシ

拡販に向けて、中国で活躍する女優ソン・イーハンをグローバ

ンボリックアイテムである“ショット”と名付けたオイル状美

ルアンバサダーに起用。現在は、日本の空港免税店27店舗や

容液「コンセントレイトオイル」を取り入れたスキンケアで、

ポップアップストアで中国語の字幕入り動画を配信している

“パーソナルレシピ”を提供。また、顧客自身がその場で情報発

ほか、中国現地のSNSやECページ内でも動画を配信し、ブラ

信できるようスマートフォンスタンドを設置し、カウンセリ

ンドのインバウンド売上に貢献しています。

ング中の様子を自由に撮影でき、自宅でも見返しながら日々
のスキンケアに役立てられるとしています。

ウテナ、「マトメージュ」動画配信に注力

オルビス、アプリでカラー診断

ウテナは、累計出荷2,530万個を超えるまとめ髪用スタイリ

オルビスは「ORBISアプリ」内で「パーソナルAIメイクア

ングシリーズ「マトメージュ」のブランドサイトにて、
「マト

ドバイザー」を開始しました。同サービスはフューチャーアー

メージュ」×「チャレンジする女性」をテーマに『GO!GO!マ

キテクトの深層学習技術を採用。カラースタイリスト協力の

トメージュガール!』動画を公開しました。同動画は、日頃か

もと、判定基準や理論だけでなく、判定に際しての感覚なども

ら実際にマトメージュを使用しているプロへインタビューし

AIが学習することで、プロの判定を約90％再現するとしてい

た「小宮有紗編」
「JALCA編」
、頑張る女性を描いた「お仕事編」

ます。顔写真からAIが四季をイメージした4カテゴリーのパー

「部活編」の４本を公開。同社は10～20代の女性をターゲッ

ソナルカラーと、パーツや比率分析に基づく16分類のフェイ

ト層としていることから動画活用に力を入れており、共感マ

スプロポーションを診断。似合う色や商品のほか、なりたい印

ーケティングの推進を図っています。

象に近づくメイクを提案します。

ウテナ、「シンプルバランス」新CMを投下

ポーラ、『ポーラ ユニバーシティ』設立

ウテナは「シンプルバランス」の広告キャラクターに丸山隆
平（関ジャニ∞）を起用し、新CM「たった10秒。
」篇を4月4

ポーラは1月、販売員の接客力の向上と平準化を目的とした

日より放映開始しました。保育士に扮した丸山氏はアップリ

専門の人材育成機関「ポーラユニバーシティー」を設立しまし

ケがたくさん付いたエプロン姿で登場。丸山氏は「保育士とし

た。エステ技術・美容知識と、マーケティング・マネジメント

て、忙しく働くママを助けたい！という思いで、10秒でスキ

力の両方を持つ人材の育成を強化するとしています。専用の

ンケアできる便利さを伝えていきます」と語っています。な

スマホアプリを開発し、販売員の接客能力の全体的な底上げ

お、4月4日から7月3日の期間中に、
「シンプルバランス」オリ

を図ろうとする動きが活発化する一方で、こうした販売員の

ジナル『丸山隆平QUOカード』が当たるプレゼントキャンペ

「美容のプロ化」を進める動きも注目されています。

ーンも実施します。

資生堂、マツコ・デラックスを起用
PFJ、「アベンヌ」肌トラブル対策イベントを
開催

資生堂は、スキンケアも兼ね備えた新ファンデーション「薬
用ケアハイブリッドファンデ」を開発しました。アンバサダー
にはマツコ・デラックスを起用し、テレビCMや店頭ポップな

ピエールファーブルジャポンの「アベンヌ」は、肌トラブル

どで商品をアピールしていく構えです。同社の独自調査で「女

対策をテーマにマスコミ向けイベントを同社本社で開催。同

性がファンデーションをつけているのは年間3,500時間」にお

社研修部ゼネラルマネージャーが肌トラブル対策について解

よび、6割の女性が「ファンデーションは肌によくない」とネ

説し、“バリア機能が低下した状態からしっかりと治すことが

ガティブな印象を持っていることが明らかになりました。同

できるのが、アベンヌのスキンケア”と強調しました。その後、

社はネガティブな印象をポジティブに転換させ、ファンデー

「スキンバランスシリーズ」と「ミネラルフルイドUV」を実

ション革命を起こしていく意向です。

際に使ってもらい、使用感と効果を提示。なお、同社はコミュ
ニケーション強化を目的としたキャンペーン『アベンヌ村へ
来てください。
』を実施しています。
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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）

DUO ザ クレンジングバーム（プレミアアンチエイジング）
今回は、
「DUO ザ クレンジングバーム」をご紹介します。

発売当初から順調な売れ行きとなっていました。
その後、毛穴悩みに特化した「同クリア」や、肌色ケアを訴

同商品は、独自の技術によってクレンジング、洗顔、角質ケ

求した「同ホワイト」といった各悩みに特化したアイテムを発

ア、マッサージケア、トリートメントの5つの機能を兼ね備え

売し、シリーズとしてラインアップを強化。さらに2018年9

たクレンジングです。

月にはKinki Kidsを起用したTVCMを投下したことで認知を

剤型としては固形タイプのバームですが、独自技術の『毛穴

拡大し、発売から9年が経過した2019年2月末時点でシリーズ

カプセル』
（毛穴よりも小さい微粒子カプセル）で構成するこ

累計650万個を突破するなど、さらなる成長を遂げています。

とによって、肌に触れるとすぐにとろとろのテクスチャーに

その成長要因としては、前記のように人気アーティストを

変化。それにより、メイクへの馴染みや毛穴の奥の汚れまで落

起用したTVCMの投下に加え、変化するテクスチャーが話題と

とす洗浄力、さらに肌への優しさも実現した高機能クレンジ

なりSNSや口コミで普及したことが挙げられます。

ングとなっています。

また、2019年4月には期間限定でひんやりとした使用感の

そうした高い機能面や斬新なテクスチャーが人気となり、

「同クール」を発売したことから夏の新客獲得が期待でき、今

2010年2月に発売して以降、5年間で100万個を突破するなど

後も好調な売れ行きが見込まれます。

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）

35.0％、50代は29.1％などとなっており、世代間の差が顕著

75.4％、65.0％

に表れています。

前回（4月）より、このコーナーでは弊社が実施した「2019

20代についてもう少し詳しくみてみると、認知度が高いア

年 女性の美容に関する意識・実態調査」（2019年5月下旬発

プリは「C CHANNEL」「@コスメ」「Hotpepper Beauty」

刊予定）の中からデータの一部をご紹介しています。

「MERY」となっています。また、ダウンロードしたことがあ
るアプリについては、
「C CHANNEL」と「Hotpepper Beauty」
が2割を超えています。さらに、現在使用中のものを尋ねると、

今回は、
「美容」に関するアプリについて尋ねたデータをご

「Hotpepper Beauty」が最も高い結果となっています。

紹介します。
まず、主要なアプリの認知度について聞いたところ、20種

1年後に同じ調査をしたら大きく変化しているかもしれま

類以上のアプリのうち1つでも知っていると答えた人は20代

せんね。アプリを使ったアプローチをご検討中の方の参考に

で75.4％、30代で65.0％にのぼっています。一方、40代は

なれば幸いです。
（単位：％）

年代
（各 103 名）

認知度

DL 経験
現在
使用中

Hot
pepper
Beauty

＠コスメ

C
CHANNEL

LIPS

MERY

TRILL

LOCARI

LUCRA

特になし

20 代

45.6

47.6

59.2

32.0

44.7

29.1

26.2

20.4

14.6

30 代

32.0

32.0

31.1

14.6

27.2

27.2

23.3

14.6

35.0

20 代

28.2

16.5

23.3

16.5

16.5

8.7

10.7

6.8

35.9

30 代

13.6

8.7

10.7

1.0

7.8

15.5

6.8

7.8

63.1

20 代

23.3

14.6

10.7

8.7

6.8

6.8

6.8

4.9

48.5

30 代

11.7

7.8

2.9

1.0

1.0

11.7

5.8

4.9

66.0
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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）

2019 年

日焼け止めトレンド

今回は、2019年に発売された日焼け止めについてまとめて

昨年2018年には“光老化”に対する注目が高まり、主要各社

みました。

はロングUVAやブルーライト、近赤外線などの光線に着目し
たアプローチが特徴となっていました。それに対して2019年

最近では女性だけでなく男性の利用も普及している日焼け

は、ベタつかない使用感や美肌効果、落ちにくさなど、わかり

止めですが、男女ともに通年利用するユーザーが増えたこと

やすいアプローチで消費者の購買意欲を高めるとともに、印

で機能面や使い心地に対するニーズは強くなっています。そ

象的なキャッチコピーで商品をアピールし、他社との差別化

うした消費者ニーズに対応するべく、各社は様々な角度から

を図っています。

研究開発を進め、アイテムの拡充に努めています。
＜2019 年発売の日焼け止め例＞

企業名/ブランド名

花王/ビオレ UV

商品名

アクアリッチ

花王/ビオレ UV

アスリズム

ニベア花王

ゼロフィーリング UV

/ニベア SUN

ローション

コーセーコスメポート
/サンカット

コーセー
/スポーツビューティ

コーセー/プレディア

資生堂/アネッサ

富士フイルム
ヘルスケアラボラトリー

/アスタリフト

トーンアップ UV

スポーツビューティ

ミネラル
サンプロテクターEX

パーフェクト UV
スキンケアミルク

D-UV クリア
ホワイトソリューション

コンセプト

特徴

世界初のミクロディフェンス処方

UV 防御剤内包カプセルを配合した同社独
自のミクロディフェンス処方を採用し、ミクロレ
ベルでの隙間の発生を防ぐことを訴求。水感
エッセンスと水感ジェルの 2 タイプをラインアッ
プしています。

過酷な環境にも耐える最高クラス UV

写真家やフリークライマーなどをイメージとした
太陽の下で活動する女性に向け、過酷な環
境下でも汗に強く、落ちにくい日焼け止めを
追求。

ゼロ感、まるで素肌のような
速乾 UV ローション

高い紫外線防止効果と、肌につけた瞬間に
すぐ乾く速乾性の両立を実現。ベタつかない
素肌のような仕上がりになることを謳っていま
す。

色と光で素肌キレイに魅せる

肌のくすみを抑えるラベンダーカラーに微細な
ピンクパールを加え、光の効果で色白の綺麗
な素肌に仕上げることを訴求。エッセンスタイ
プとスプレータイプの 2 タイプを展開していま
す。

Active は、美しい。

汗、水、こすれ、動きにも強い『密着イオン技
術』で、同ブランド史上最強に落ちない日焼
け止めを訴求。ミルクタイプとジェルタイプの 2
タイプを展開しています。

大気中の微粒子によるダメージまで
ブロックした日焼け止め

紫外線だけでなく、大気中の微粒子によるダ
メージまで防ぐことを訴求。ミネラルを豊富に
含んだ海洋深層水を配合し、心地よい感触
で肌に浸透する効果も謳っています。

スキンケアする最強 UV

汗や水に触れると UV ブロック膜が強くなる
『アクアブースター技術』を採用し、こすれに
強い UV を訴求。さらにスキンケア成分を
50％配合することで UV と美肌効果を両
立。持ち運びに便利なミニタイプもラインアッ
プしています。

表情に合わせて“伸びる”日焼け止め

同社の独自処方『ストレッチ UV』シールドで
表情にフィットし、隙間のない仕上がりを実
現。さらに、紫外線カット力と伸縮性を両立
した紫外線防御剤『D-UV ガード』を配合
し、肌の奥までしっかりと紫外線をカットするこ
とを謳っています。
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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

メンズコスメの市場分析調査

発毛剤、メイクの登場でかつてない活況へ、競争を生き抜く主要各社の戦略は？
2017年度のメンズコスメ市場は、前年度比2.8％増の1,658億円となった。同市場は、2007年度
比で22.2％増と、この10年間で大きく成長している。これは、近年増加傾向にある新規参入企業
が、プロモーションや販路の拡大に注力することで売上を順調に伸ばしていることが寄与してい
る。当資料では、メンズコスメ市場の動向とトレンドを分野別に調査するとともに、主要各社の発
売経緯やブランドコンセプト、販売高、販売方法等についても分析している。
総市場編

発刊日：2019年4月26日
頒価：97,000円（税抜）

個別企業編

1.調査範囲

◆株式会社資生堂

2.参入メーカーと主要ブランド

◆株式会社マンダム

3.メンズコスメの市場分析

◆花王株式会社

4.販売方法および販促活動

◆ニベア花王株式会社

5.今後の展開

◆ロート製薬株式会社
◆ライオン株式会社
◆ユニリーバ・ジャパン株式会社

分野別市場編
フェイス

1.調査概要

ヘア

3.商品分析

ボディ

2.商品展開状況
4.市場分析
5.今後の展開

◆ELCジャパン株式会社
◆アンファー株式会社
◆レノア・ジャパン株式会社
◆大塚製薬株式会社 他

個別企業編調査項目

※一部異なる

1.ブランド概要

5.販売高

2.商品の発売経緯

6.販売方法

3.商品展開状況

7.今後の展開

4.ブランドコンセプト

【マルチクライアント調査企画】基礎調査

2019年から毎年発刊する時系列調査

女性の美容に関する意識・実態調査
女性の「美容」に対する価値観や実態は？女性は何に悩み、どうなりたいと思っている？
特に、「肌」について深堀する

発刊予定：2019年5月27日／頒価：360,000円（税抜）
調査ポイント

調査対象・サンプル数

◆女性の「美容」や「身だしなみ」の実態は？

スキンケア及びメイクを週に1日以上している20～70代女

◆どんな「美容」対策をしている？

性600サンプル

◆現代女性の「美容」対策のコンセプト提案

TPCビブリオテック
http://www.tpc-osaka.com/

9:00-17:00（土日祝除く）
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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。

NIVEA モイスチャーリップ無香料（ニベア花王）
購入したきっかけ

次に気になっているアイテム

もともと敏感肌で乾燥もしやすいので、
リップクリームも合わないことが多く、ネ
ットでニベアのクリームはいいと知った。
クリームもいいのであれば、リップクリ
ームもいいのではないかと思い、DgSで購
入。

時短になるので、オールインワンを使っ
てみたい。
今は2つのアイテムを使っているが、オ
ールインワンは楽そうで、コスパもよさそ
う。

お気に入りのポイント

藤井 利衣（30）
所属:Food&Drink

乾燥しないし荒れない。保湿もするわり
にはべたつかないので◎。
コスパもいい。
口紅の下地としても、寝る前にも使用し
ている。
ちなみに、口紅はエスティーローダの
「ピュアカラー クリスタル シアー リッ
プスティック」を使っている。結婚式に出
席する時に担当してくれたヘアメイクさ
んに薦められた。

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。

市場調査

2019年 ドクターコスメの市場分析調査

発刊予定：2019年6月11日
予約販売価格：97,000円（税抜）

2019年 通販化粧品の市場分析調査

発刊予定：2019年8月5日
予約販売価格：97,000円（税抜）

消費者調査
発刊予定：2019年5月27日
予約販売価格：360,000円（税抜）

女性の美容に関する意識・実態調査
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