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いつも大変お世話になっております。化粧品担当の池本です。 

 

気づけば8月となり、暑い夏日が続いていますね。 

アウトドア派はマリンスポーツや野外フェスなどのアクティビティ

を楽しみ、インドア派は冷房が効いた部屋で映画や音楽、ゲーム、読

書などを楽しむのではないでしょうか。 

 

さて、数か月前に、巨大ブラックホールとその影の存在を初めて画

像で直接証明することに成功したというニュースがありましたが、私

自身感動を覚えました。宇宙が成り立つ計算上、ブラックホールは必

ずあるとの100年前のアインシュタインの予言が、100年の時を経て

初めて確認されたのです。 

私たち人間は未だ宇宙の4%しか知らず、96％が未知といわれてお

りますが、今後科学の発達により、あらゆることが明らかになってい

くのだと思うと好奇心がそそられますね。 

 

化粧品業界においても、科学の発達により各社の研究レベルが向上

し、シミのできるメカニズムやシワなどのエイジングを加速させる要

因、肌荒れや敏感肌を引き起こす要因など、新たな事実が次々と解明

されております。 

こうした研究結果に基づく事実への効果的なアプローチとして商品

開発レベルも発展し、画期的な化粧品も誕生しつつあるので、今後、

さらに化粧品業界が活性していくことを期待したいですね。 

 

それでは今月号もどうぞお楽しみくださいませ。 

（池） 

ディセンシア、百貨店で初の直営店展開 他 
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今月の気になる業界ニュース 
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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） 

炭酸ジェルパック化粧品の通販を展開するフェヴリナは、

10月にグループ会社で化粧品の通販を展開するサイエンスボ

ーテを吸収合併し、社名を「フェヴリナ・サイエンス」に改め

ます。フェヴリナ・サイエンスの社長は洲崎氏が続投。両社の

親会社であるフォーシーズホールディングスは吸収合併の目

的について、経営を統合し、業務の効率化や資源の集約化を図

り、グループ全体の組織力強化を図ることとしています。 

フェヴリナ、グループ会社を吸収 

日本メナード化粧品は、皮膚組織に存在するコラーゲンの

微細な構造を解析する新技術を開発しました。従来の解析で

は、前処理としてコラーゲンを乾燥させたり化学薬品を用い

る必要があったため、コラーゲン構造に変化が生じてしまう

という課題がありました。しかし今回の技術により、前処理を

施さずに生体に近い状態でコラーゲン解析が可能になったほ

か、加齢によるコラーゲンの質的変化を数値化して老化状態

を把握することもできるようになりました。 

日本メナード化粧品、コラーゲンの微細構造の

解析を可能に 

ディセンシアは、9月に百貨店で同社初の直営店を出店し、

スペシャルケアアイテムとして展開する高機能美容液をシリ

ーズ化した最上位ライン「ディセンシー」を展開します。これ

まで百貨店でハイプレステージの敏感肌用化粧品を展開して

いるブランドはなかったことから、同社は同ライン中心の売

り場設計でブランドイメージを確立するとともに、新市場の

創出を目指します。ラインアップはこれまで展開していた夜

用美容液「ディセンシーエッセンス」に加えて、化粧液、デイ

エッセンス、クリームの4品となっています。 

ディセンシア、百貨店で初の直営店展開 

マナラ化粧品を展開するランクアップは、新事業として就

活スクール『JOBranch』を開校します。同事業は、同社の内

定者が企画・立案した事業で、本年春に入社した新卒1年目の

社員が事業責任者として運営。具体的には、全10回のカリキ

ュラムで自己分析や自己PR添削、就活後の人生などを考える

機会を提供していきます。同社はこれまで『自分や周りの人の

悩みを解決できる商品』であることにこだわった商品開発を

進めてきており、今後は化粧品に絞らず、様々なサービスや商

品を誕生させていく方針です。 

ランクアップ、新事業として就活スクールを開校 

コーセーは、『第2回アクセラレータープログラム』を実施

し、価値創造のパートナーとなるスタートアップ企業を募集

しました。美容業界でユーザーの多様な価値観やニーズへの

対応が迫られている中、新たな美の感動体験を公募すること

により、同社独自の価値創造のブラッシュアップを目指しま

す。具体的には、応募のあったスタートアップ企業と同社社員

で共創チームを作り、新規ビジネス実現に向けて取り組みま

す。そして最終選考で採択された企業には、該当部門と連携

し、事業化に向けた実証実験を進めていく考えです。 

コーセー、価値創造を目指すスタートアップ企

業を募集 

資生堂は、医療機関で展開している「ドゥーエ」を、“かか

りつけスキンケア”として9月にリブランディングします。コ

ンセプトを“低刺激”から“アトピーやアレルギー治療後のス

キンケア”へと一転し、医療機関に通うまでではないが自らの

肌を敏感だと認識している人へアプローチしていく構えで

す。また、肌悩みを抱えているが医療機関にかかっていない人

たちにブランドを知ってもらうため、一般的なドラッグスト

アにも拡販し、2020年度には現在の3倍となる3万店での取り

扱いを目標としています。 

資生堂、「ドゥーエ」をリブランディング 

資生堂は、定額制サービスでIoTパーソナライズスキンケア

を実現する「オプチューン」を7月より本格展開しました。同

商品は、専用のアプリによる肌測定データや温湿度などの環

境データと、睡眠データによる体内リズムの乱れなどを独自

のアルゴリズムで分析。計80,000通りの抽出パターンから、

一人ひとり、日々変わる肌環境に合わせたスキンケアを専用

のIoTマシンから提供することを訴求しています。 

資生堂、定額制のIoTスキンケア本格開始 

ナリス化粧品は7月より、働きながらプロを目指す女性を対

象としたエステティシャン養成スクールで新講座を開始しま

した。低価格で通学回数が少ないにも関わらず、認定資格合格

率100％を保証するなど、開業や独立支援も充実した他に類

を見ないエステティックスクールを目指します。同スクール

を通じて、働きながら転職し、エステティシャンとして働きた

いと希望する女性や、エステティシャンの資格も併せ持つこ

とで自身の仕事の幅を広げようとする女性などの要望を叶え

ることを謳っています。 

ナリス化粧品、プロのエステ人材を養成 



 

今月の気になる新製品 
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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） 

ダイアン、「ミラクルユー」誕生 8/5

ネイチャーラボは、「ダイアン パーフェクトビューティー」

にダメージケアライン「ミラクルユー」を導入します。同社は、

ベルギーのパーフェクトヘアケア研究チームとの共同開発に

より、カラーリングによるヘアダメージや諦めるしかなかっ

た枝毛に向けた新処方を開発。3つの日本初の成分や原料（バ

ターエキス、ヒドロキシプロピルグアーヒドロキシプロピル

トリモニウムクロリド、クロトウヒ樹皮エキス）を配合するこ

とで、カラーリングによる傷みを補修し、カラーの退色を防ぐ

としています。 

「HAKU」、乾燥くすみに対応した

美容液発売 
8/21

資生堂は、美白美容液でトップシェアを誇る「HAKU」より

「ボタニック サイエンス」を発売します。こちらの商品は、

20代～30代女性が悩む肌悩みのうち“しみ”より多いとされ

る“乾燥・くすみ”に向けて、透明感と肌全体の印象に着目した

美容液です。ルムプヤンエキスやユキノシタエキスなどから

構成される『ボタニカル カクテル』を肌に届けることで、う

るおって明るく澄みわたる肌へ導くとしています。 

「ラックス」、基幹シリーズを全面

刷新 
8/5

ユニリーバ・ジャパンは、「ラックス スーパーリッチシャイ

ンシリーズ」をトータルリニューアルします。同社によると、

近年、「輝き、ツヤのある髪を通して自分自身をより美しく見

せたい」という、理想の美しさを追求し“ツヤのある美しい髪”

を求める女性が増えているという。これを踏まえて、今回シリ

ーズの全商品に『プレミアムゴールドヒアルロン酸オイル』を

配合。髪の内側に潤いを与えるとともに、キューティクルをコ

ーティングすることでまとまりを与え、ツヤのある輝く髪へ

導きます。 

ヒロインメイク、“第3のマスカラ”

を定番化 
8/8

伊勢半は、「ヒロインメイク」から2019年春に数量限定で発

売した「マイクロマスカラ アドバンストフィルム」を定番ア

イテムとして発売します。こちらの商品は、水・皮脂に強い成

分に洗顔料で落とせる成分を配合した“第3のマスカラ”で、塗

り残しがちな目頭や下まつ毛、 短いうぶ毛まで根こそぎキャ

ッチし、まつ毛1本1本を強調することで、自然に大きな目も

とに仕上げるとしています。 

「クレ・ド・ポー ボーテ」、新ベー

シックスキンケア導入 
8/21

資生堂は、「クレ・ド・ポー ボーテ」から新ベーシックスキ

ンケア「キーラディアンスケア」を発売します。今回、同ブラ

ンドのスキンケアの中心である“美容液・化粧水・乳液”の3ス

テップを“キーラディアンスケア”とし、年代を問わず全ての

顧客に対応。また、独自成分『スキンイルミネイター』を配合

することにより、紫外線による乾燥といった外的ストレスか

ら肌を守り、透明感と潤いのある肌へ導くとしています。 

イプサ、「セラム0」発売 8/23

イプサは、洗顔後すぐに使用する導入美容液「セラム0」を

発売します。水のようにみずみずしいテクスチャーのこちら

の商品は、紫外線や加齢によって、不要なタンパク質や水の排

出機能が低下した肌へアプローチ。イプサ独自のマッサージ

方法“0(ゼロ)-メソッド”を組み合わせることで、フェイスライ

ンや頬の肌を引き締め、みずみずしく清潔感に満ちた“0素肌”

へと導くことを謳っています。 

「ドゥーナチュラル」誕生 8/27

ちふれホールディングスのグループ会社であるジャパン・

オーガニックは、既存ブランド「ドゥーオーガニック」の姉妹

ブランドとして、「ドゥーナチュラル」を上市します。同ブラ

ンドは、ストレスで肌がゆらぎがちな20代後半～30代前半を

ターゲットに、天然由来成分90％以上を配合したナチュラル

スキンケア製品を提案します。価格帯は1,800～2,600円で、

販売チャネルはドラッグストアや量販店を中心とすること

で、既存ブランドとの差別化を図っています。 

ラロッシュポゼ、ミスト化粧水発売 8/29

日本ロレアルは、「ラロッシュポゼ」より「トレリアン ウル

トラ 8 モイストバリアミスト」を発売します。こちらの商品

は、敏感肌を引き起こす 2 つの原因である“乾燥”と“大気中微

粒子”から肌を守りケアする化粧水となっています。乾燥して

いると肌のバリア機能が低下し、大気中微粒子に反応しやす

く、大気中微粒子が付着すると肌の過敏性を高めてしまうこ

とから、グリセリンやアラントイン、カルノシンなどの厳選さ

れた必要最低限の 8 つの成分のみを配合。敏感肌を引き起こ

す原因をダブルでケアするとしています。 



 

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 

こんなに魅力満載だったの！？ 

起き抜け、特にお酒をたくさ

ん飲んだ翌日なんかには顔のむ

くみを感じる方も多いのではな

いでしょうか。時間の経過とと

もに解消される（そうでなけれ

ば内臓疾患の疑いも）ことがほ

とんどだとは思いますが、むく

みを放置することがたるみの原

因になることもあるのだとか。

他にも長時間同じ姿勢で過ごし

ていると夕方には脚がむくむな

んてこともありますが、これま

た放置することでセルライトに

なってしまう可能性もあるよう

です。そもそもむくみとは老廃

物や血液中からしみ出した水分

が皮膚の下にある皮下組織にた

まった状態をいいます。 

 アルコールは抗利尿ホルモ

ン・バソプレシンを抑制する作

用があるため、より多くの尿を

排出することとなり体内は水分

不足におちいり老廃物を排出で

きず、むくみを引き起こすこと

に。飲みの最中や締めに塩気の

効いたものを食べたりしたら尚

悪く、体内では塩分濃度を一定

に保つべく水分を取り込もうと

するため血管内の水分量が増

え、アルコールにより拡張され

た血管から水分がしみ出しやす

く、こちらもむくみの原因にな

ります。これらを予防するため

には水分不足にならないよう、

お酒を飲む前や飲みながらチェ

イサーとして水やお茶を摂り、

あてや締めに塩分の高いものを

食べないように心がけたいです

ね。立ちっぱなしやデスクワー

クでの座りっぱなしは血液を上

に押し上げる筋ポンプの機能が

落ちて脚に血液が停滞、水分が

しみ出してむくみになります。

これを防ぐには意識して足を動

かすこと、弾性ストッキングを

履くことでポンプ機能の手助け

をするといった方法があるよう

です。 

食品でもむくみ解消の一助と

なるものがありますが、その中

でも今回はバナナにスポットを

当てたいと思います。バナナに

多く含まれるカリウムは汗や尿

として塩分（ナトリウム）を排

出する作用がありますので、む

くみの原因である過剰な水分と

さよならするのに一役買ってく

れるのです。カリウムに関して

は、最大限に摂取しようと思え

ば生で食べるより乾燥させる方

が好ましいよう。ちなみに、皮

が黒いシミで覆われた『黒バナ

ナ』と呼ばれる熟成したものは、

酵素が増え（ダイエットにもい

いそう）、冷凍したものはポリフ

ェノールが増えるようです。そ

の他、脳にリラックス効果をも

たらし幸せホルモンとも呼ばれ

るセロトニンを作るのに必要な

トリプトファン・ビタミン B6・

炭水化物が同時に摂取できるの

で、脳の老け防止にも期待がで

きるそう。 

どうせ食べるならやはりオー

ガニックなものを、ということ

でライフコーポレーションのプ

ライベートブランド『ライフナ

チュラル』の有機栽培バナナを

ご紹介します。ペルーの砂漠気

候で栽培される甘いバナナです

よ。 

日本メナード化粧品は、「薬用ビューネ」のイメージキャラ

クター『ビューネくん』に竹内涼真を起用し、女性が抱える肌

悩みに対してアドバイスをしてくれる『聞いてよビューネく

ん』を6月より開始。同企画は、Twitterの動画で肌悩み相談が

できる『Twitterで聞いてよビューネくん』と『ライブ配信で

聞いてよビューネくん』の2つ。ユーザーの肌悩みに対してビ

ューネくんが寄り添ってくれる内容になっています。 

日本メナード、『ビューネくん』ユーザーとの

対話 

カネボウ化粧品は、7月より「KANEBO」の百貨店カウンタ

ーに、肌への“ふれ方”を“花の咲き方”としてビジュアル化する

コミュニケーションツール『Touch & Bloom』を導入しまし

た。同社は、人は手で肌にふれることで、心地よさを感じるこ

とがわかっていることから、同ツールを用いて、自分の手で肌

にふれることの大切さを訴求。iPadと、ふれ方を感知するセン

サーリングを使用し、自分の肌へのふれ方と、これまで計測し

た方々のふれ方を“花”で見ることができるとしています。 

カネボウ化粧品、『Touch&Bloom』を導入 

オルビスは7月、ポイント制度をはじめとするメンバーシッ

ププログラムを刷新。同刷新では、年間の購入金額に応じてポ

イント還元率が変わる『ステージ制』を従来の4ステージから

3ステージに変更しました。また今後、会員等を対象にした体

験イベントを四半期毎に開催し、体験を通じて顧客との関係

強化を図っていきます。8月には、限定商品の発売に合わせて

全国で体験イベントを開催。商品購入を前提にしていないユ

ーザーも対象に広く告知し開催することで、新たな顧客との

接点も築いていく構えです。 

オルビス、ポイント制の刷新と体験イベントを

充実 

ランクアップは、初の直営店『MANARA Tokyo』を東急プ

ラザ銀座に6月末よりオープン。同社はこれまで“会える通販”

をモットーに、社長や社員と顧客が接する機会を設けてきま

した。今回、かねてより求めていた、対面でのユーザーの肌悩

み相談や、製品タッチアップを実施。既存の愛用者だけでな

く、商品を試したい方、自分のスキンケアに迷っている方など

へも提案していきたい意向です。 

ランクアップ、リアルの接点を強化 



 

今月の気になるヒット商品 
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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 

今月ご紹介するのは、女性がスキンケアおよびメイクアッ

プに費やす金額です。質問としては、現在使用しているアイテ

ムを全部揃えたときの金額を尋ねています。 

それによると、40代～70代はメイクアップよりもスキンケ

アによりお金をかけているのに対し、20～30代はメイクアッ

プによりお金をかけていることがわかります。なかでも20代

は、スキンケアにかける金額が他の年代に比べて一番少ない

のに対し、メイクアップに関しては50代に次いで多くなって

います。 

 

ちなみに、20代は「自分の肌に自信があるか」という別の

質問に対して、「自信がない」と答えた人が最も少ない年代（逆

に最も多いのは30代）。肌悩みもそれほど顕在化せず、そこそ

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） 

「7,539円」と「10,589円」 
このお手入れでも問題ないのかもしれません。一方で、SNSで

自分を「魅せる」ことに人一倍気を遣う年代。そんな心理が、

金額の差にあらわれているのかもしれません。 

今回は、健康食品・化粧品の通販を行う北の達人コーポレー

ションが展開するブランド「北の快適工房」をご紹介します。 

 

同ブランドは、“びっくりするほど良い商品ができたときに

しか発売しない”をルールに掲げてオリジナル性の高い商品

を開発することで人気を集めているほか、独自の広告システ

ムを導入したことで売上を伸ばし、2020年2月期には売上高

100億円突破を見込むなど高成長を遂げる注目ブランドで

す。 

 

そのなかでも、ヒアルロン酸化粧品「ヒアロディープパッ

チ」が人気で、累計販売数が約1,000万枚を突破。単品の累計

売上高は約42億円にのぼり、製造が追いつかず予約待ち人数

が最大で3万人となるほどのヒット商品となっています。同商

品は、目もとやほうれい線に貼って美容成分をダイレクトに

北の快適工房（北の達人コーポレーション） 

届けることを謳ったパッチシートとなっており、『刺す化粧

品』といった斬新なキャッチコピーで新規顧客を獲得し続け

ています。 

 

実際にユーザーの口コミとしても、“初めて聞くネーミング

に興味を持って購入した”や、“週に1回貼って寝るだけで簡単

にケアできるので続けられる”“すぐに効果が実感できるので

うれしい”といった感想が多く、高い機能面に加えてわかりや

すいアプローチをしたことが消費者の心をつかんだといえま

す。 

 

さらに、2019年7月9日には眉間専用の「眉間ディープパッ

チ」を発売。同商品は予約注文が2万個を超える程の反響を得

ており、前述の商品と合わせて『刺す化粧品シリーズ』として

今後さらに成長を加速させることが期待できます。 



 

今月の「まとめてみました」 

今回は、化粧品のサブスクリプションサービスについてま

とめてみました。 

 

サブスクリプションとは、定期購入または月額課金制サー

ビスのことで、製品やサービス、期間を決めて利用し、その分

の代金を支払うサービスです。最近では映画や音楽、本、ファ

ッション、飲食店など様々な分野で導入されています。 

 

化粧品におけるサブスクリプションサービスとしては、そ

の都度顧客に合った商品をセレクトして配達する通販系サー

ビスや、多様化するライフスタイルに寄り添ったサロン系サ

ービスが多くなっています。また、最近では自宅でできるセル
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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） 

サブスクリプションサービス 

フケアとして提案する資生堂の「オプチューン」が話題となっ

たほか、高齢化に着目した訪問タイプの美容サービスも増え

つつあります。 

 

このうち、月額制の美容室通い放題を提供するアプリ『メゾ

ン』では、利用者のシャンプー・ブローの利用動向調査を実施。

その結果、1カ月の平均利用回数は9回となり、3日に1回のペ

ースで髪を美容室で洗っていることがわかりました。また、利

用シーンとして最も多かったのは『帰宅前』となり、“仕事帰

りにリラックスしたくて寄る”や、“家で髪を乾かすのが面倒”

といった意見から時短にもつながるとして、働く女性を中心

に人気を集めています。 

 

＜美容関連のサブスクリプションサービス例＞ 

企業名 ブサービス 内容 

資生堂 Optune（オプチューン） 

オプチューンは、専用機器とスマートフォンアプリ『Optune App』を使用して

80,000通りの抽出パターンから 1人ひとり、日々の肌状態に合ったケアを提

案するパーソナライズスキンケアです。2019年 7月からは、資生堂初の定額

制料金サービスとして月額 10,000 円で専用機器やカートリッジを提供し、

自宅でできるパーソナルケアとして本格始動しています。 

メデュラ MEDULLA（メデュラ） 
メデュラは、パーソナライズシャンプー・トリートメントの定期通販サービスです。

公式サイトで 7 つの質問に回答するだけで 100以上の処方の中からカスタマ

イズした商品を製造し、2 本セット/2 ヶ月分で 6,800円で配送しています。 

SCENTPICK SCENTPICK（セントピック） 
セントピックは、2019年 4月に開始した香水のサブスクリプションサービスで

す。月額 1,680円で試したい香水を 1 ヶ月分の使いきりサイズで毎月届け

ており、ユーザーの好みやライフスタイルから AI がセレクトすることも可能です。 

sisley 
ビューティー 

サブスクリプション 

ビューティーサブスクリプションは、同社オンラインサイト限定で、毎月テーマに合

わせてスキンケアからヘアケアまで様々な化粧品サンプル 5 種を届けるサービ

ス。6 ヶ月コース/6,000円と 12 ヶ月コース/11,000円を設定しています。 

アイスタイル BLOOMBOX 

BLOOMBOXは、申込時に登録する『ビューティープロファイル』をもとに、ビュ

ーティーアドバイザーが選んだ様々なブランドのサンプルサイズのアイテムを毎月

届けるサービスです。料金プランは、1 ヶ月/1,500円、6 ヶ月/8,000円、

12 ヶ月プラン/15,000円があり、6 ヶ月以上になると割引が適用されます。 

楽天 RAXY 
RAXYは、肌色や肌質、メイクの好みなどを登録した『ビューティーカルテ』をも

とに、パーソナライズされたアイテムを選んで届けるサービスです。1 ヶ月/1,833

円と、3 ヶ月 5,222円の 2 プランを展開しています。 

Jocy MEZON（メゾン） 

美容室の月定額アプリ『メゾン』は、シャンプー・ブロー・ヘアケアに特化し、どの

美容室でも回数制限なく通い放題のサービスを提供しています。厳選した

280以上の美容室と提携。通い放題プランやチケットプランなど複数のプラン

があり、10,500円～35,000円で提案しています。 

ジェットセット - 
シャンプーとブローに特化した美容室「ジェットセット」は、2019年 5月に月額

定額制の通い放題サービスを導入した新業態店をオープン。施術内容や施

術時間によって 16,000～23,000円の 3 プランを提案しています。 

千両 - 

千両は、オフィス定期訪問ネイルサービスを開始。同サービスは、近年の採用

難や人事剤確保難といった社会問題に着目し、福利厚生として同サービスを

導入することで社員の満足度向上や男性の身嗜み意識向上につながるとし

て法人向けに提案しています。 



 

発刊日：2019年6月27日 
頒価：97,000円（税抜） 

2019年 ドクターコスメの市場分析調査 

美容医療からマス市場への展開により再注目されるドクターコスメ市場 

2018年度のドクターコスメ市場は、前年度比9.2％増の950億円となった。これは、市場を牽引す

るドクターシーラボのほか、主要企業が好調に推移したことが背景にある。これら企業は共通し

て、皮膚科学研究や治療の知見・技術に基づいた機能性の高い商品を投入し、肌トラブルやエイジ

ングに悩む顧客や美容意識の高い顧客の獲得に注力している。当資料では、ドクターコスメ市場を

主要企業別・ブランド別・チャネル別・商品分野別などで分析している。 

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 

◆株式会社ドクターシーラボ 

◆ロート製薬株式会社 

◆株式会社資生堂 

◆株式会社ピエールファーブルジャポン 

◆常盤薬品工業株式会社 

◆アクセーヌ株式会社 

◆株式会社ドクターフィルコスメティクス 

◆株式会社ビービーラボラトリーズ 

◆株式会社アンズコーポレーション 

◆日本ロレアル株式会社 他 

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 通販化粧品の市場分析調査 

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8月30日／予約販売価格：97,000円（税抜） 

市場編 

１．調査概要 

２．通販市場の概況 

３．通販化粧品市場の概況 

４．通販化粧品の市場分析 

５．通販化粧品の顧客分析 

６．通販化粧品の商品分析 

７．通販化粧品の販売方法分析 

８．今後の展開 

個別企業編調査項目 ※一部異なる 

１．企業概要 

２．顧客特性  

３．展開ブランド  

４．品目数 

５．販売高 

６．販売方法 

７．受注・発送のフロー 

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。 

shiro ホワイトリリー オードパルファン 

田伏 智那美 

広報 

TEL 

2ヶ月前にお店のディスプレイに惹かれ

て入店。テスターの香りを嗅いで、即決！ 

外資系の香水はあまり得意ではなく、石

鹸+フローラルのような香りが上品で良い

なと思った。 

練り香水が欲しかったけれど、売り切れ

で、香水に。 

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 

香りが強すぎず、自分自身がリラックス

できるところ。香りは薄めだけど、ふんわ

り香る。 

次に気になっているアイテム 

to/oneのコスメが気になる。カラーバリ

エーションが豊富なので、色々試してみた

い。 

特に秋冬散策のセミマットグロスが気

になっている！ 

発刊予定：2019年8月30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9月13日 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2019年 東南アジアの化粧品市場 

市場調査 

発刊予定：2019年10月4日 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2019年 美白スキンケアの市場分析調査 

発刊予定：2019年10月16日 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2019年 スキンケアのアイテム別市場分析調査 

発刊予定：2019年12月 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2020年 化粧品企業のR&D戦略 


