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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。 

 

年号が令和に変わって1ヶ月近くが経ちましたね。 “令和”という響

きに少し耳慣れてきた頃ではないでしょうか。 

 

ちょうど新しい年号に変わった今年、TPCでは、新たにBeauty、

Health、Food&Drinkが1つの大きなグループとなりました。領域を超

えて、消費財という枠組みから、お客様の問題は何か？どうすれば解

決できるのか？そのために必要なものは何か？その結果、どういう提

案ができるのか？を形にしていきたいと考えております。 

 

ちなみに…新たな取り組みとして、私たちが所属しております

Beautyチームでは、今後、コンシューマーレポートの充実を図ってい

きます。 

この一環として、“女性の美容に関する意識・実態調査”を行いまし

た。（こちらのニュースレターやメール等ですでにご案内させていただ

いており、何度もすみません）今回が第1回目となり、毎年発刊できれ

ばと思っている次第です。コンシューマーレポートは生憎、見計らい

としてご試読いただけず、訪問やteams（画面を共有してWeb上で見

ていただくもの）といった、Face to Faceでご覧いただくこととなり

ます。ご興味ある方はお気軽にお声掛けください。 

 

このレポートをきっかけに、皆さまとお会いできる機会がさらに増

え、多くのお客様とお話しできればと思っております。 

 

では、今月号もお楽しみください☆ 

（富） 
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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） 

ファンケルは4月に、新業態店舗『FANCL New me』1 号

店をイオンモール名取（宮城県名取市）にオープンしました。

同店舗は若年層とファミリー層をターゲットに導入していま

す。特徴としては、居心地の良い空間で専門知識を有したスタ

ッフとコミュニケーションしながら気軽に製品を試すことを

訴求。今後、同業態店舗はショッピングセンターを中心に展開

し、美と健康を目指す“体験”や“体感”を提供していく予定で

す。 

ファンケル、新業態店を展開 

伊勢半は、2019年3月より解禁された2020年新卒採用にお

いて、通常の採用に加えて、自分らしい見せ方を通じて学生の

個性の表現を推奨する採用制度『顔採用』を初めて導入しまし

た。顔採用では、特設サイトから応募する方法に加えて、イン

スタグラムからの応募も可能で、“私らしさ”を表現した写真

や動画を投稿します。同制度は、これまでよりも個性やダイバ

ーシティが尊重される時代に突入しているなかで、1人ひとり

がありのままの“私らしさ”を表現できる採用システムを目指

しています。 

伊勢半、個性の表現重視する“顔採用”制度を

導入 

コーセーとミルボンの合弁会社であるコーセーミルボンコ

スメティクス株式会社は、両社の協業により開発した新美容

室専売化粧品ブランド『インプレア』を発売しました。同ブラ

ンドは、スキンケアとメイクアップ商品（18品目23種類）を

ラインアップ。2019年4月より一部美容室にて順次取り扱い

を開始し、9月には全国発売します。コンセプトは“美容師に

よる印象改革”で、美容師の強みである『提案力』を生かし、

“印象を変えることにより生まれる、一人ひとりの美しさ”を

叶えることを謳っています。 

コーセーミルボンコスメティクス、始動 

ポーラ化成工業は、新規有効成分の登場は困難とされてき

た美白市場で、『PCE-DP』を発見し、美白有効成分として承

認されました。また、ホワイトショットから同新成分を応用し

たローションとミルクを発売しました。同商品は、表皮細胞の

エネルギーを高めることで、メラニンに守ってもらわなくて

も済む強い表皮細胞を目指せるという同新成分の働きに着目

し、“エネルギー美白”という新アプローチを提案しています。 

ポーラ化成工業、“エネルギー美白”を訴求 

ポーラ化成工業は、30～40代女性に行ったアンケートデー

タを解析した結果、「心理的ストレス（イライラ）を感じてい

る人は、毛穴が目立ちやすいこと」「肌トラブルを起こしやす

い人は、毛穴が目立ちやすいこと」を突き止めました。データ

の解析にあたっては、毛穴目立ちの状況と、「ここ1、2カ月の

イライラの有無」についてクロス集計を行い、イライラを感じ

ていた人には毛穴が目立つ傾向を発見。これにより、イライラ

に代表される「心理的ストレス」が毛穴を目立たせる一因とな

っている可能性が示唆されました。 

ポーラ化成工業、心理的ストレスと毛穴目立ち

の関連性を確認 

花王は4月、ESG（環境、社会、ガバナンス）戦略『Kirei 

Lifestyle Plan』を公開しました。昨今、気候変動や高齢社会、

資源枯渇、海洋プラスチックごみといった社会的課題が市場

に大きな変化をもたらす中、それを実現するために同戦略を

策定。同戦略は、ビジョンのほか、2030年までの3つのコミッ

トメント「快適な暮らしを自分らしく送るために」「思いやり

のある選択を社会のために」「よりすこやかな地球のために」、

さらに、重点取り組みテーマである19のアクションで構成さ

れています。 

花王、ESG戦略『Kirei Lifestyle Plan』を発表 

厚生労働省は、2018年末、動物を用いずに医薬部外品・化

粧品の安全性を評価する試験法（動物実験代替法）の新ガイダ

ンスがを公表しました。同ガイダンスは、花王が開発したウサ

ギ角膜由来株化細胞を用いて眼への刺激性をみる短時間曝露

（STE）法についてのものです。STE法はOECD（経済協力開

発機構）のテストガイドラインとして承認され、国内外で使わ

れています。同ガイダンスの作成にあたっては英文のTGを和

訳するだけでなく、要点をまとめており、国内でのSTE法のさ

らなる普及が期待できそうです。 

STE法にガイダンス、動物実験代替法の普及に

期待 

資生堂とカネカは、海水中で高い生分解性を持つ独自素材

『カネカ生分解性ポリマーPHBH』の化粧品容器などへの活用

を目指し、共同開発を開始することに合意。『カネカ生分解性

ポリマーPHBH』とは、カネカが独自に開発した100％植物由

来のバイオポリマーであり、幅広い環境下で優れた生分解性

が期待される素材です。今後、化粧品の容器や用具、包装資材、

什器など様々な用途への可能性を両社で協議・検証を重ね、早

期の実用化を目指していく方針です。 

資生堂とカネカ、生分解性化粧品容器の共同開

発を開始 
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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） 

クラランスは、人気の引き締め美容液「トータルVセラム」

を刷新し、5代目となる「Vコントアセラム」を発売します。

今回の刷新では、顔が大きく見える要因（脂肪細胞の肥大化、

水分排出の滞りから起こるむくみ）に対して、“3つの捨てる”

（①重力を捨てる、②脂肪を捨てる、③むくみを捨てる）こと

に着目。紫外線や大気汚染により、肌のネットワークに不可欠

な18型コラーゲンの減少することから、『シバムギエキス』を

配合することにより、どこから見てもすっきりした美しい肌

へ整えることを謳っています。 

クラランス、「トータルVセラム」刷新 
シャネル、拭き取りクレンジング

発売 
6

シャネルは、拭き取りタイプのクレンジングウォーター「オ

ー ミセラー」を発売します。こちらの商品は、洗い流しがい

らず、W洗顔も不要となっています。また、海洋由来成分を配

合。これにより、メイクアップや肌に付着した不純物や大気汚

染物質などを取り除くとともに、肌のバリア機能やpH値など

のバランスを守り、潤った肌に導くとしています。 

シャネルは、「イドゥラ ビューティ」シリーズから朝用クリ

ーム「ウォータリー クリーム」を発売。こちらの商品は、配

合している『カメリア フローラルウォーター』が肌の水分バ

ランスを理想的に回復し、肌本来の機能をアップ。水分の蒸散

を防ぎながら肌を修復し、理想的な水分レベルを保つことか

ら、忙しい朝でも毛穴が目立たない、つやのあるふっくらとし

た肌へと導くとしています。 

シャネル、朝用クリーム発売 

ビューティーエクスペリエンスは、「アメニモ」から新シリ

ーズ「ふんわりエアリースタイル」を発売します。同社による

と、猫っ毛や髪が細い、 柔らかいといった髪質の女性は、 ボ

リュームが出ない、ペタンとしてしまう“ペタ髪”に悩んでお

り、普段からスタイルがつくりにくく、雨の日にはとくにその

悩みが顕著に表れるということが分かりました。この“ペタ

髪”による悩みを解消するため、新シリーズでは髪の1本1本に

ハリコシを与え、湿気ブロック成分が外気の水分から髪を徹

底ガードし、トップはボリュームがあり毛先はまとまる髪へ

導くとしています。 

ビューティーエクスペリエンス、「ア

メニモ」新シリーズ 

ノエビアは、エイジングケア美容液「モイスチュアリフト」

を発売します。こちらの商品は、長年にわたる皮膚科学研究の

成果と、“ハーバルスキンケアのパイオニア”としての植物研

究の融合により、『コエンザイムQ10』に加え、『イミダゾール

ジペプチド（カルノシン）』など5種類のペプチドと3種類の植

物エキスなどを配合。これにより、内側から押し上げるような

ハリを与え、活力みなぎる上向きの素肌を目指すことを謳っ

ています。 

ノエビア、「モイスチュアリフト」発売 

ホーユーは、プロフェッショナル向けのホームケア「ソマル

カ」を発売します。同社によると、カラーシャンプーは一度で

も使用したことのある人の満足度は比較的高く、一定の色の

濃さ（染まる）という点で支持されているものの、爪の汚れを

気にする傾向があることが判明。これを踏まえて、同ブランド

では“髪はしっかり染まるのに爪は染まりにくい”、“次回のサ

ロンカラーの直前まで使える”ことをコンセプトに、カラーシ

ャンプーとカラーチャージをラインアップしています。使い

方として、カラーシャンプーのみの使用でヘアカラーを持続

させることができるほか、カラーシャンプーとカラーチャー

ジを併用することで、ヘアカラー後の髪を理想のpH（地肌と

同じ弱酸性）へと近づけながら、髪色を変えることができま

す。 

ホーユープロフェッショナル、「ソマ

ルカ」発売 

花王は、「メンズビオレ」からコンビニエンスストアを利用

する“働く男性”に向けたスキンケアシリーズ「メンズビオレ

スマート」を発売します。同シリーズは、セブン&アイ・ホー

ルディングスと共同企画して、「セブンプレミアム ライフス

タイル」シリーズとして導入。働く男性の“速攻スキンケア”を

コンセプトに、忙しい朝や仕事の合間にスピーディに効率よ

くスキンケアできる3アイテム（ジェル洗顔料、洗顔シート、

化粧水ミスト）を提案しています。 

花王、働く男性に向けた「メンズビ

オレ スマート」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） 

Natural Beauty 

100％、なのです 

紫外線は 1 年を通して休みな

く降り注いでいますが、特にこ

の時期は量が多いですし全力で

対策を講じたいところです。1

日のうちでも 10 時～14 時頃と

いう時間帯の紫外線が多いとさ

れていますので、可能であれば

外出はこの時間を外すのが理想

でしょう。朝の通勤はそれより

早い時間であることが多いかと

は思いますが、今の時期は日が

長いこともあり朝から日差しが

かなり気になりますよね。日焼

け止めだけですと、塗っている

つもりでも実は塗布量が不足し

ていることが多いと言われてい

ますし、汗や摩擦による効果減

も考えられますので帽子や日傘

も使うことで不安要素をカバー

するのがいいでしょう。日焼け

止めに関していえば、SPF は

UV-B、PA は UV-A に対する防

御の指標なので、より肌深部に

まで到達する UV-A を防ぐべ

く、PA もしっかりチェックして

選ぶのが好ましいです。帽子や

日傘も UV カット率がどれほど

なのかはチョイスする際のポイ

ントになりますよね。 

紫外線への対策をするのは光

老化に抗って肌を衰えさせない

というのが最大の目的でしょ

う。そうであれば、紫外線以外

でも光老化を引き起こすブルー

ライトや近赤外線を防ぐこと

で、さらなる安心感が得られる

というものです。これらの光線

は波長が長いため UV-A よりさ

らに肌の深部にまで届いてしま

いますので、対応した日焼け止

めを使うのが賢明といえます

ね。 

ここでご紹介したいのが、そ

ういった長い波長の光線を防御

でき、これまで数々の雑誌でも

紹介されてきたサンバリア 100

の折りたたみ日傘です。色や柄

に関係なく、紫外線・赤外線・

可視光線を 100％カットできる

完全遮光！通常、日傘の寿命は

2、3 年などといわれており、UV

カット効果が減少してしまうよ

うですが、こちらは生地自体の

構造（3 層構造）で完全遮光を

実現していますので、生地が破

れない限り遮光率 100％が低下

することはありません。3 段折

のこのタイプは開いた時大きい

ことと畳んだ時コンパクトとい

ううれしい特徴がありますよ！ 

ク ラ シ エ ホ ー ム プ ロ ダ ク ツ は 、「 デ ィ ア ボ ー テ 

HIMAWARI」のイメージキャラクターである高橋一生氏のお

悩み相談室『高橋一生のHIMAWARI TALK』を新CM放送開始

と同日に開始。同コンテンツは、CMと同じ世界観が広がるオ

ンライン上の店舗『フラワーショップHIMAWARI』で、高橋

氏演じる店員『ナオキ』と会話することができます。悩みを聞

いた『ナオキ』は、400パターンの中からお悩み度に合わせた

最適なひと言を添えて、ひまわりをプレゼントしてくれます。

同コンテンツは、気持ちが軽くなる効果があるとされる『バデ

ィ効果』『アウェアネス効果』『カタルシス効果』の３つの効果

に則って設計されています。 

クラシエ、「ディアボーテ」改良で対話型WEB

コンテンツを展開 

「バルクオム」は、5月より福岡エリア限定で初となるTV-

CM『DIGITAL CITY BOY』篇を放映開始します。同CMでは、

物事の全ては科学され、スピードは正義となり、平均化される

現代において、普遍的な『ベーシック』という価値をリアルな

空気や匂いまで描いています。また、“デジタル社会だからこ

そ、情報に流されない確固たるベーシックは必要であること

を表現。さらに、同商品は男性のそうした揺るぎない『ベーシ

ック』を引き出せる“男が持つべきスキンケア商品”であるこ

とを訴求しています。 

バルクオム、福岡限定でTVCM 

資生堂は、2018年2月より導入を開始した『LINEで美容相

談』のサービスに加え、WebBC（Webビューティーコンサル

タント）とチャットボットを連携させた『AIみみちゃん』を

2019年1月より導入。これにより、24時間365日、美容相談

サービスが利用可能となりました。同サービスは、LINEアプ

リで相談内容を入力すると、簡単な質問には『AIみみちゃん』

を活用し、パーソナルな提案が必要な際は、実際に店頭で美容

提案を行ってきた経験を持つWebBCに直接相談できるなど、

内容によって使い分けが可能となっています。 

資生堂、『LINEで美容相談』サービスに『AIみ

みちゃん』を導入 

P&Gの「パンテーン」は、3月より学生の髪型校則をテーマ

にした『#この髪どうしてダメですか』キャンペーンを新聞広

告やSNS、ラジオを通し展開。地毛証明書を提出したにも関わ

らず、髪を黒染めするよう指導される学生がいるというニュ

ースを耳にしたことをきっかけに開始しています。同キャン

ペーンは全国へ広がり、Twitterにて約18万件の関連ツイー

ト、Webムービーは約1,000万回再生、さらには多くのメディ

アで取り上げられ、話題となりました。この度キャンペーン第

2弾を4月より開始し、完全ドキュメンタリー形式のWebムー

ビーも新たにYouTubeにて展開してします。 

P&G、「パンテーン」『＃この髪どうしてダメ

ですか』キャンペーン実施 
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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 

今回も「2019年 女性の意識・実態調査」（2019年5月30日

発刊）より気になるデータをご紹介します。 

 

現在気になっている肌悩みを複数回答で尋ねたところ、全

体で最も多かった回答は「シミ」の51.4％で、約2人に1人が

気にしているという結果になりました。そして第2位は「たる

み」（49.9％）、第3位は「乾燥」（43.4％）となっています。 

これを年代別にみると、年齢を重なるごとに「乾燥」⇒「シ

ミ」⇒「たるみ」へと悩みが変化していくことがわかります。

調査自体は今年3月末に実施したもので、冬場に比べると「乾

燥」は比較的マシかと思いきや、若い世代では気になっている

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） 

51.4％ 
人が多いようです。 

また、個人的に気になっているのは「毛穴」の悩みで、20

代では第2位（57.3％）、30代では第3位（53.4％）にランク

インしています。「毛穴」に関する悩みは、かねてから20～30

代の悩みのTOP3に挙がり、需要は大きいはずなのですが、マ

ーケットサイズとしては美白市場やエイジングケア市場には

到底及びません。その理由のひとつとしては、効果実感がなか

なか得られないことにあるようです。したがって、市場攻略の

鍵としては、「見える化」（汚れが取れた様子が見えるなど）を

いかに実現するかがポイントといえます。そしてもうひとつ、

「毛穴」にアプローチしながらも、それを「くすみ」や「乾燥」

「たるみ」など別の悩みへと関連付けることで、さらなる効果

実感につながるのではないかと思います。 

今回は、カネボウ化粧品の敏感肌向けブランド「フリープラ

ス」をご紹介します。 

同ブランドは、2001年に敏感肌に悩む20代女性をターゲッ

トとして誕生。その後2012年のブランド刷新時には、日々の

肌変化に悩む20～30代前半向けの「モイストケア」ラインと、

肌年齢が気になり始めた30代後半以降向けの「エイジングケ

ア」ラインを導入し、敏感肌に対してより細かいアプローチを

行うことでファンを順調に獲得してきました。 

このようにアイテム拡充とともに拡大してきた同ブランド

ですが、2015年以降は訪日外国人が急増したことで大きく伸

長。なかでも、同ブランドの特徴である“和漢”に関心を持つ中

国人から洗顔料「マイルドソープ」が土産品として人気を博

し、越境ECや中国国内の販売店でも継続的に購入されるよう

になったことで急成長を遂げています。 

フリープラス（カネボウ化粧品） 

こうした中国でのヒットも寄与して、現在、売上の約8割は

アジアを中心とする海外の売上で構成。2018年のグローバル

売上は前年比160%という高伸長を記録しています。さらに、

残り2割の国内売上についても、その半分がインバウンドでの

売上であり、引き続き海外需要が牽引する状況となっていま

す。 

一方で、最近は日本でのブランド育成にも注力しており、新

イメージキャラクターとして永野芽郁を起用。同ブランドが

日本で女優を起用するのは初めてであり、同女優が出演する

TVCMや動画を公開するなどプロモーションを強化していま

す。さらに、『敏感を愛そう。』といったポジティブなメッセー

ジでブランドイメージの刷新を図り、さらなる利用者増につ

なげたい考え。国内外で強化することで、今後のさらなる伸長

が期待できる注目ブランドとなっています。 

 

第 1位 第 2位 第 3位 

全体 シミ（51.4%） たるみ（49.9％) 乾燥（43.4％） 

20代（Ｎ＝79） 乾燥（68.0％） 毛穴のつまり（57.3％） 肌荒れ（53.4％） 

30代（Ｎ＝100） 乾燥 ／ シミ（61.2％） - 毛穴のつまり（53.4％） 

40代（Ｎ＝119） シミ（56.3％） 乾燥（54.4％） たるみ（50.5％） 

50代（Ｎ＝101） シミ（67.0％） たるみ（57.3％） ハリのなさ（49.5％） 

60代（Ｎ＝121） たるみ（61.2％） しわ（47.6％） シミ（44.7％） 

70代（Ｎ＝99） たるみ（59.2％） しわ（51.5％） 小じわ（39.8％） 

 



 

今月の「まとめてみました」 

今回は、ミニサイズの化粧品についてまとめてみました。 

 

従来品よりも小さいミニサイズコスメですが、その見た目

の可愛さや持ち運びのしやすさ、低価格化の実現により、若年

層からの人気のアイテムとなっています。 

さらに、近年はSNSが普及した影響によりメイクの流行の

流れが早まったことで、“自分に合うかどうか不安”や、“色々

と試してみたい”といった消費者ニーズが増加しており、そう

いったニーズにマッチしたことで、若年層だけでなく幅広い

層からの支持を獲得しています。 

 

特にハイブランドイメージの強い百貨店においては、従来
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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） 

ミニサイズコスメ 

よりも手軽な価格で購入できることから、同商品によって若

年層の来店率アップにつながっています。 

一方で、緊急時のアイテムとしてコンビニ限定シリーズも

人気を得ており、幅広い顧客への認知度がアップ。 

また、オンラインショップではリップなどのカラーアイテ

ムを手軽に試せるといった点が好評となっており、様々な色

から自分に合ったアイテムを見つけることで、本格ユーザー

へのシフトも期待することができます。 

このように、ミニサイズコスメは化粧品を使い始めたばか

りの若年層や、ブランドスイッチを考えている女性への有力

なアプローチ商材となっています。 

 

＜ミニサイズコスメ＞ 

企業名 
/ブランド名 

商品名 特徴（価格帯） 

資生堂 
/SHISEIDO 

ピコ シリーズ 

SHISEIDOは、口紅とネイルをラインアップするミニサイズの化粧品シリーズ
「ピコ」を展開。毎年異なるテーマで数量限定発売しています。2019年は
“縁結び”をテーマに、何度もトライしたい自由な色として『蝶結びカラー』各
4色と、ずっと離せない色として『梅結びカラー』各 4色をラインアップしてい
ます。（1,000～1,800円） 

資生堂 
/インテグレート 

ポーチインコスメシリーズ 

インテグレートは、ローソン限定でミニシリーズを展開。オールインワンエッセン
スや CC クリーム、ファンデーション、マスカラといった幅広いアイテムを展開し
ています。また、カラーリップやアイシャドウ、アイブロウ、チークは容器の形を
統一することで自分で好きな形に連結させることができるクレヨンコレクション
としてラインアップしています。（全て 500円） 

エスティローダー 
/M・A・C 

リトルM・A・C 

エスティローダーは、「M・A・C」から人気アイテムのミニサイズを揃えた「リトル
M・A・C」を展開しています。リップやマスカラ、ルースパウダーなどのメイク商
品のほか、スキンケアやクレンジングシートなど多数のアイテムをラインアップ。
公式オンラインショップと一部の店舗で販売しています。（1,300～1,500
円） 

BLCカンパニー 
/クレンジングリサーチ 

洗顔シリーズ 
同ブランドでは、洗顔料シリーズ「ウォッシュクレンジング」の 4品目を通常の
4分の 1 サイズで発売。価格も通常の 4分の 1 と手に取りやすく、店頭
での訴求力向上につなげています。（全て 250円） 

カネボウ化粧品 
/media 

ミニシリーズ 

カネボウ化粧品は、ファミリーマート限定で「media MINI」シリーズを展
開。トレンドに合わせた人気商品を随時投入しており、現在はリップ、トーン
アップ下地、ファンデーション（クリーム/パウダー）、ネイルをラインアップして
います。（350～500円） 

アルビオン 
/レ・メルヴェイユーズ ラデュレ 

ミニ プレストチークカラー 

アルビオンは、「レ・メルヴェイユーズ ラデュレ」からミニサイズのチークを発売し
ました。高貴な女性の横顔が描かれていることで品格のある同ブランドのイ
メージを演出。全 10色を揃えるほか、おしゃれな容器のためポーチに常備
するアイテムとして支持を得ています。（2,500円） 

薬師堂 
/ソンバーユ 

ソンバーユ ミニ 
馬油「ソンバーユ」を販売する薬師堂は、携帯用の「ソンバーユ ミニ」のライ
ンアップを大幅に拡充。従来は無香料のみの展開だったが、今回は 5種の
香り付き商品についても新たにミニサイズを投入しました。（1,000円） 

グレイスモード 
/em（エム） 

- 

グレイスモードは、2018年 11月に日本初のミニコスメに特化したブランド
「em」を発売。当初はオンラインショップ限定で販売していたが、2019年
2月に本格展開を開始し、今後は DgS などの店販へも販路を拡大する
としています。また商品についても現在はリップのみの展開ですが、同年 6
月にリップの新色発売に加え、ベースメイク、チーク、マスカラなどラインアップ
の拡充を予定しています。（1,805円） 



 

新刊資料のご案内 
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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。 

http://www.tpc-osaka.com/ 

TPCビブリオテック 

9:00-17:00（土日祝除く） 

2019年 ドクターコスメの市場分析調査 

発刊日前日までにご予約購入いただくと、PDF版（+税抜10,000円）を無料進呈！ 
※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。 

発刊予定：2019年6月25日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

発刊日：2019年5月30日 
頒価：360,000円（税抜） 

コンシューマーレポートNo.283 
2019年女性の美容に関する意識・実態調査 

平成から令和へ、女性の美容意識・実態はどう変化するのか？ 

今回、スキンケア及びメイクアップを週に1回以上行う女性を対象に、美容に関する意識・実態に

ついて調査を実施。調査の結果、肌に自信がない人は、30代が約7割で最も高かった。また、肌の

悩みとしては、20代は「乾燥」、30代～50代は「シミ・そばかす」、60代・70代は「たるみ」とな

った。こうした中、特に20代は、美容に関する情報源として「SNS」や「アプリ」の利用率が高

いほか、インナービューティーの摂取率が4割以上となるなど、他の年代と比べて大きな特徴がみ

られた。 

調査方法 

WEBによるアンケート調査 

調査内容 

◆美容に関する情報源 

◆肌悩みの意識 

◆スキンケア、メイクアップの使用実態 

◆髪・頭皮のケア実態 

◆インナービューティーの利用実態 

◆化粧品以外の取り組み など 

市場編 

１．調査範囲 

２．主要企業の参入・開発動向 

３．ドクターコスメの市場分析 

４．ドクターコスメのブランド分析 

５．ドクターコスメの品目分析 

６．ドクターコスメの販売方法分析 

７．今後の展開 

個別企業編調査項目 ※一部異なる 

１．ブランド概要 

２．開発経緯 

３．品目数 

４．ブランド分析 

５．販売高 

６．販売方法 

７．今後の展開 

調査エリア 

全国 

調査対象 

スキンケアおよびメイクアップを週に1回以上行う

20～70代の女性618人 

（20～70代女性10,000名から抽出） 

調査実査日 

2019年3月26日 

資料体裁 

A4判カラーコピー製本281頁 

CD-ROM版（分析編・集計編・データ編） 



 

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。 

ギャツビー さらさらデオドラント ボディペーパー クールシトラス（マンダム） 

堀越 滉平（24） 

所属:Health 

TEL 

高校の時、友人が使用しているのを見て

Dgsで購入。 

周りでも使っていた人が多かった。体育

の後に使っていると人気者に！ 

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。 

お気に入りのポイント 

いまでも、夏場外出時に汗をかいた後、

べたつきや汗のにおいが気になる。使った

後の爽快感とシトラスの香りがお気に入

り。「メンズビオレ」も使ったことがある

が、スースー感は「ギャツビー」の方が強

め。 

ちなみに、ジャニーズのライブに行った

姉に、“ジャニーズJr.の子と同じ香りがす

る”と言われ、香りだけでもジャニーズJr.

になれて嬉しかった(笑)これからも使っ

ていきたい。 

次に気になっているアイテム 

「8×4 MEN デオドラントスプレー」こ

れからの夏の季節に足の臭いが気になる。 

DgSで見て、男性用があまりないような

気がする。 

発刊予定：2019年6月25日 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2019年 ドクターコスメの市場分析調査 

発刊予定：2019年8月5日 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2019年 通販化粧品の市場分析調査 

市場調査 

発刊予定：2019年8月20日 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2019年 化粧品企業のR&D戦略 


