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いつもお世話になっております。化粧品担当の池本です。 

あっという間に2019年も残り1か月を切りました。本年も大変お世

話になりました。 

 

本年を振り返ってみますと、5月には平成から令和へと元号が切り替

わり、10月には消費税の10％への引き上げも実施され、国全体での変

化がありました。また、本年は私たちの暮らしや生活スタイルが変わ

る新しい話題が多くあった気がします。よく耳にしたキーワードとし

ては、「キャッシュレス化」や「VR」、「eスポーツ」、「5G」、「サブスク

リプション」、「SDGs」、「廃プラ」、「再生医療」、「副業」といったもの

が挙げられるかと思います。 

 

さらに、化粧品業界においては、『幹細胞』『時短』『パーソナル』『メ

ンズ』『スキンファイバーテクノロジー』などのフレーズが注目を集め、

市場が活性化されました。 

2020年に向けてもこうしたフレーズがさらに広がりをみせるとと

もに、『ヴィーガン』や『クリーンビューティ』などにも関心が向けら

れ、美容市場は拡張していくのではないかと感じております。 

 

弊社におきましては、本年はリブランディングをはじめ、新たな取

り組みを行っていこうと励んでまいりました。また、皆さまからのご

依頼やご要望、温かなお言葉もたくさんいただき、皆さまに支えられ

ればこそと感謝しております。来年もさらに皆さまのサポートができ

ますよう、社員一同成長してまいりたいと思います。 

 

それではどうぞ皆さま、いよいよ本格的な寒さがやってくるかと思

いますので、どうかお体にはお気を付けて素敵な年末年始をお過ごし

くださいませ。 

来年もどうぞよろしくお願いいたします。 

（池） 

アクロ、「スリー」中国で販売 他 
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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。（菊） 

アクロの「スリー」は10月、中国での販売を開始しました。

9月に開港した北京大興国際空港の免税店への出店を皮切り

に、今後は市中免税店での取り扱いも検討しているとのこと

です。なお同ブランドは、2013年3月にタイに進出して以降、

現在は台湾、インドネシア、マレーシア、香港、韓国、シンガ

ポールで販売しており、2018年12月期は海外売上高が前期比

約80％増、海外売上構成比は約20％となっています。 

アクロ、「スリー」中国で販売 

第一三共ヘルスケアの「トランシーノ」についても、11月

に中国での販売を開始しました。同ブランドは、訪日外国人に

よるインバウンド需要により、この5年で売上が3倍に拡大。

2018年度は売上高が54億円となっています。海外展開につい

ては、2013年に韓国で販売を開始し、今回で2ヶ国目となり

ます。 

第一三共ヘルスケア、「トランシーノ」中国で

販売 

ミルボンは、海外事業を強化するとしました。具体的には、

2020年に韓国にグローバルヘアケアブランド「ミルボン」を

投入するほか、2021年には現在唯一の海外生産拠点であるタ

イ工場を拡大。また、中国にも生産工場を計画しており、2023

～24年頃の竣工を目指しているとのことです。同社は2003年

に韓国、2008年に中国に進出。今夏には、欧米人向けのヘア

カラーブランドを立ち上げてアメリカでの販売を開始してい

ます。今後同社は、2023年度に海外売上高85億円、海外売上

比率17.5％を目標としています（2018年度は海外売上高約

53億円、海外売上比率15.1％）。 

ミルボン、海外事業を強化 

 コーセーは、カシオ計算機と協業してネイルプリンター

に関する共同開発研究を開始しました。このネイルプリンタ

ーは、カシオ計算機のインクジェットプリンティング技術な

どを活用し、手書きでは難しい高精細なデザインも爪の端ま

できれいにプリントができるほか、印刷所要時間もデザイン

に関係なく1本15秒、さらに自分のスマホで撮影した写真も

プリントできるとしています。まずは12月オープンの『メゾ

ンコーセー』でプロトタイプのネイルプリンターを設置し、実

証実験を行います。 

コーセー、カシオ計算機とネイルプリンター 

クラシエホームプロダクツの「ア リトル ア ロット」は11

月、大阪・大丸梅田店に開設した常設店舗での販売を開始しま

した。同社は、ライフスタイルに関わる幅広い事業を展開する

ベイクルーズグループと共同店舗展開に関するパートナーシ

ップ契約を結んでおり、今回はベイクルーズグループのライ

フスタイルブランド「エミリーウォーク」内での販売となりま

す。 

クラシエHP、通販ブランドを常設店舗で販売 

店頭プロモーションの企画・運営を行う広告代理店のパル

ディアは11月、30代以上の男性をターゲットにしたブランド

「イッキ」を立ち上げ、メンズスキンケア市場に参入しまし

た。同ブランドは、和漢植物の力とコメ発酵技術を活用した

“粋”肌化学により、大人の男性の肌を整えることをコンセプ

トとしています。ラインアップは、泡状洗顔料とオールインワ

ン美容液の2品で、公式オンラインサイトおよびアマゾンで販

売。またイメージキャラクターには大森南朋を起用し、TVCM

などを投下しています。 

パルディア、メンズスキンケア市場に参入 

ロート製薬の「肌ラボ」は、容器・パウチの一部に植物由来

のバイオプラスチックを使用することを発表しました。11月

下旬より順次、「極潤」「白潤」シリーズの本体・詰め替え容器

などをバイオプラスチックに切り替えていくとのことです。

なお同社では、独自の『環境マーク』を制定し、今後は他製品

でも環境に配慮した表記にしていく見通しです。 

ロート製薬、「肌ラボ」容器の一部にバイオプ

ラを使用 

ロレアルは、化粧品包装の世界的リーダーであるアルベア

とともに、紙製化粧品チューブの開発に成功しました。同社

は、2007年より容器包装の環境負荷の改善に注力しており、

2020年末までに全てのパッケージの環境・社会的側面を改善

することを目指しています。紙製化粧品チューブについては、

2020年4月のテスト期間を経て、同年中の製品化を進めてい

ます。 

ロレアル、紙製化粧品チューブを開発 
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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） 

スギ薬局、新PBブランド「プリエク

ラ」 
12/1

スギ薬局は、新スキンケアPBブランド「プリエクラ」から

基礎化粧品を発売します。浸透力に着目し、九州大学と共同

で、これまで肌からの吸収が困難だった成分を角層の深部ま

で届けることができる『SNDP(R)』という技術も開発。同ブ

ランドから発売する化粧水や乳液などは同技術を活用して、

“うるおい”“透明感”“ピンとしたハリ”のある肌を実現すると

しています。 

コーセーCP、シワ改善オールインワ

ン上市 
12/2

コーセーコスメポートは、50代以降の女性をターゲットと

する「グレイスワン」からシワを改善するオールインワンジェ

ル「リンクルケア モイストジェルクリーム」を発売します。

同商品は、シワ改善に効果のある有効成分『リンクルナイアシ

ン』を配合し、1品7役の機能を持ち合わせたオールインワン

ジェルとなっています。また、真皮と表皮の両方に働きかけ、

目もと・口もとをはじめ、顔から首にかけてのあらゆるシワ悩

みをケアし、ハリとツヤのある肌に導くとしています。 

「ルルルン」エイジングケアシリー

ズ導入 
12/1

グライド・エンタープライズは、「ルルルン」より肌感性に

着目した45歳からの新エイジングケアシリーズ「フェイスマ

スク ルルルンOver45」を発売します。同シリーズでは、45

歳前後で減少すると言われる女性ホルモン『エストロゲン』と

五感を司る肌に存在する『感覚受容体』に着目。『イリス根エ

キス』と肌にハリツヤを与える『ココナッツ果実エキス』をシ

リーズ共通成分として配合しています。 

ボーテ・ド・モード、新アイテム発売 12/1

ボーテ・ド・モードは、忙しい女性の現在の素肌と生活習慣

に向き合う無添加ボタニカルブランドの「ナイス&クイック」

シリーズから「ボタニカルコールドクリーム」と「ボタニカル

クレンジングシート」を発売します。このうち前者は、高保湿

のシアバター配合で毎日の簡単なリフトアップケアにも使用

可能であることを訴求。また後者は、保湿しながらメイクを優

しく落とし、朝の洗顔とスキンケアシートとしても活用でき

ることを訴求しています。 

「ジュレーム」新ヘアケアライン導入 12/2

コーセーコスメポートは、「ジュレーム」からスキンケア発

想の高付加価値ライン「同 アミノ シュープリーム」を発売。

同ラインは髪の深刻なダメージやうねりを補修し、ブランド

史上最高峰の位置づけのうるおい・ツヤ感・指どおり・まとま

りを叶えるインバスラインです。高い浸透性を持つ保水・補修

型アミノ酸『エクトイン』を配合した、高級スキンケア発想の

『アミノシュープリーム処方』を採用しています。 

アートネイチャー、「ラボモ」新シリ

ーズ発売 
12/2

アートネイチャーは、ヘアケアブランド「ラボモ」から多角

的なアプローチで調和のとれた頭皮環境を目指す「同ヘアテ

ックシステム」シリーズを発売します。同シリーズは、有効成

分『ミコナゾール硝酸塩』が菌を抑えて頭皮を清浄し、ふけ・

かゆみを防ぎながらしっとりサラサラの仕上がりへ導く効果

を謳っています。また、『米抽出物加水分解液Ｖ』などの厳選

された植物由来の保湿成分で、頭皮環境をすこやかに保つと

しています。 

花王、「エスト」ファインファイバー

テクノロジー応用 
12/4

花王は、プレステージブランド「エスト」から「バイオミメ

シス ヴェール」（美容液、高性能小型機器、化粧液）を発売し

ます。同商品は機器を用いて極細繊維を直接肌に吐出し、肌上

に積層型の極薄膜をつくる『ファインファイバーテクノロジ

ー』の応用第一弾となります。高性能小型機器によりつくられ

る極薄膜と美容液を組み合わせ、就寝中に肌の湿潤環境を整

え続ける新たなナイトケアを提案することを謳っています。 

コーセーCP、「フォーチュン」Z世代

向けメイクライン 
12/16

コーセーコスメポートは、「フォーチュン」から、オシャレ

が好きで、自分らしさを大切にするZ世代に向けた新たなメイ

クラインを発売。同ラインは、日本人特有の肌質・肌色を研究

し、色、光、質感のレイヤードで肌を綺麗に魅せることにこだ

わり、10～20代に特に人気の高い口紅・化粧下地・フェイス

パウダーを取り揃えています。また、全品に配合の血色感を整

えるピンクのベースカラー『クリスタルトリックピンク』がく

すみを補正し、肌をワントーン明るくする効果を謳っていま

す。 
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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。（福） 

Natural Beauty 

美しくなる赤、最高！ 

アンチエイジングの強い味方

のひとつとして抗酸化作用のあ

る食品はぜひ積極的にとりたい

ですよね。抗酸化作用とは読ん

で字のごとく酸化に抗う作用、

活性酸素の影響から守ってくれ

る力のこと。活性酸素は体内に

侵入してくる細菌などを排除す

る作用も持ちますが、過剰に発

生すれば健康な細胞をも攻撃し

酸化、つまりはサビつかせ老化

はもちろん、生活習慣病の原因

にもなります。呼吸をするだけ

でも発生しますので完全に防ぎ

きることは不可能ですが、でき

る限り少なくしたいものです。

食品以外でも紫外線を防ぐ、ス

トレスをためないようにする、

お酒やタバコを控えるといった

ことも活性酸素が増えるのを防

ぐ手立てだといえます。 

抗酸化作用を持つ食品にも

様々なものがありますのでバラ

ンスよくとるのがもちろん大切

ですが、今回はその内のひとつ、

スーパーフルーツと呼ばれるざ

くろにスポットを当ててみたい

と思います。ざくろの赤い実に

は複数のポリフェノールが豊富

に含まれているため、高い抗酸

化力を発揮するとされているの

です。中でもエラジタンニンは

抗糖化にも効果が期待されるそ

うですし、エラグ酸はメラニン

の生成を抑えることができ美白

にも効果があるとされますので

美容にはもってこいと言えるの

ではないでしょうか。ポリフェ

ノール以外にむくみを解消して

くれるカリウムが多く含まれる

のもうれしいところ。 

ざくろの果実をそのままいた

だくのももちろんいいのです

が、ジュースなら手軽に飲めま

すよね。そこでおすすめしたい

のが野田ハニー工業の有機ざく

ろジュース 100%です。100%

ではめずらしく濃縮還元ではな

いフレッシュなストレートなの

で風味と香を味わえますし、ざ

くろの大事な成分が含まれると

いう種までギュッとしぼってい

るおいしいジュースですのでぜ

ひ試してみてくださいね！ 

ディセンシアは、大阪の梅田蔦屋書店に関西初となるポッ

プアップショップを期間限定でオープンしました。期間中に

同書店内で買い物をした顧客のうち対象者に敏感肌用エイジ

ングケアシリーズ「アヤナス」のサンプルをプレゼント。さら

に、特設ブーズでは同ブランドの本品や10日間分のトライア

ルセットを販売するほか、アイテムを試用できるようにする

など、幅広い利用客との接点拡大につなげています。 

ディセンシア、関西初のポップアップショップ 

同社のヘアケアブランド「ダイアンボヌール」は、美容と健

康をコンセプトにしたデザイナーズ銭湯『ボヌール湯』をオー

プンしました。同銭湯は“いい風呂の日（11月26日）”から約

1ヶ月間東京都中目黒にある光明泉にてコラボ銭湯として開

催。期間中は同シリーズの対象商品の中からその日の気分に

あったアイテムを使用できるほか、独特の空間デザインによ

って同ブランドの世界観を演出しています。また、同銭湯は都

心でありながら露天風呂があるといった点も注目を集めてい

ます。 

ネイチャーラボ、コラボ銭湯オープン 

花王は、使うたびにくせ・うねり髪を扱いやすくすることを

訴求した新シリーズ「エッセンシャル フラット」（10月発売）

のPR動画『うねり→フラット』を公開しました。同動画は、

切れ目でないところで割れてしまう板チョコや気泡が入って

しまったスマホのフィルムなど、日常で見かけるまっすぐで

ない“うねり”を解消する“フラット”な様子を切り取ったアニ

メーションムービーとなっており、同ブランド公式ツイッタ

ー等で公開。商品特長である“くせ・うねりをフラットにコン

トロール”することをアピールしています。 

花王、PR動画『うねり→フラット』公開 

AHBCは、今話題の“卵殻膜”を配合した新ヘアケアブランド

「NALOW」の公式アンバサダーにAAAの與真司郎を起用。本

人が出演するウェブCMは、ソロとしては初のCM出演という

ことで話題を集めています。また、対象商品を購入した顧客に

は抽選で同アーティストのオリジナルグッズをプレゼント。

さらに就任記念イベントでは、同ブランドのボトルカラーで

あるピンクとイエローの衣装にちなんでお笑いコンビのガン

バレルーヤも登場しています。 

AHBC、新ブランドにAAAの與真司郎を起用 
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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。（富） 

今月の気になるデータ 

今回は資生堂が11月に発表した1000人のアトピー・アレル

ギー患者の声を聞いたアンケートから気になるデータを一部

ご紹介したいと思います。 

同社は2019年8月、アトピー性皮膚炎・アレルギー性皮膚

炎患者の20代～60代の男女 1000人（各世代59～138人ずつ

の合計）に、アンケート調査を実施しています。 

 

それによると、罹患状況については、「アトピー性皮膚炎」

（675人）は、「顔」（72.1%）、「からだ」（81.0%）となり、

過半数の人は「両方」（53.2%）で症状があると回答。また、

「アレルギー性皮膚炎」（520人）では、「顔」（63.3%）、「か

らだ」（71.9%）、「両方」（35.2%）で症状があると回答して

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。（池） 

9割 

今回は、「URGLAM（ユーアーグラム）」（大創産業）をご紹

介します。 

 

ダイソーが2019年4月末に導入したブランド「URGLAM」

は発売と同時にInstagramでも話題になり、発売後2カ月で

400万個以上も売り上げたヒットブランドとなっています。

特に9色入りの「アイシャドウパレット」はすぐに品切れとな

り、しばらく店頭から姿を消すほどになっていました。 

同社は、2017年にキッチン雑貨ブランド「allure（アリュ

ール）」を導入。食器やカップ、鍋敷きなどが、“安いのにかわ

いすぎる”として、人気となっています。化粧品については、

以前より「メイクブラシ」が人気でしたが、他社と同様にブラ

ンド展開を行っていなかったことから、同社は「allure」の経

験 を 活 か し な が ら 、 業 界 に 先 駆 け て 化 粧 品 ブ ラ ン ド

「URGLAM」を上市しました。 

こちらのブランドのヒットに理由としては、100円であり

ながら“本格的なブランド”を目指している点が挙げられま

す。 

「URGLAM（ユーアーグラム）」（大創産業） 

具体的には、同社はこれまでの100円コスメであいまいだ

ったターゲットを10～20代の女性に、コンセプトを『セクシ

ー&ヘルシー』に設定。パッケージを黒で統一することで、従

来の100円コスメにはなかった“大人っぽいイメージ”のデザ

インを採用しています。 

また、アイシャドウやマスカラ、リップ、チーク、ネイルカ

ラー、メイクブラシなど全98アイテムを展開。ラインアップ

を豊富にすることで、売り場で存在感を高めているほか、手軽

な価格ということも相まって、複数のアイテムをまとめ買い

しやすくしています。 

このように、「URGLAM」は100円という価格でありながら、

上述したようなデザイン性やラインアップの豊富さのほか、

使い心地や発色の良さといった使用感も好評で、ターゲット

層だけでなく30代以降の女性の支持を獲得しています。 

さらに、肌トラブルの悩み1位は「一度治ってもまた再発を

繰り返している」（88.8%）で、約9割が悩んでいる結果とな

っています。また、3位も「いったん治っても良い状態が続か

ない」（75.1%）と、「再発」が大きな悩みである結果となって

います。 

 

このように、アトピー・アレルギーに悩む人は症状が良くな

ったとしても、一時的なものにとどまる場合が多く、しばらく

経つとまた同じ悩みを繰り返していることがわかります。こ

うした状況を踏まえて、皮膚科通院後のホームケアの方法や

薬との付き合い方やなど、治ったあとの良い肌状態を保つ方

法が今後の課題の一つといえそうです。 



 

今月の「まとめてみました」 

今年も残すところあと1ヶ月となりましたので、2019年を振り返り、1年を象徴するニュースやトレンドをキーワードにして10

個ご紹介したいと思います。 
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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） 

2019年の化粧品市場を読み解くキーワード 

 

＜2019年の化粧品市場を読み解くキーワード＞ 

キーワード 市場動向 

抗シワ 

2018年 1月にポーラが初めて医薬部外品として発売した「抗シワコスメ」ですが、その後、資生堂、コーセーに続き、2019年

には P&G、花王、カネボウ化粧品、アルビオン、オルビス、ディセンシアが参入。さらに 2020年 1月には御木本製薬が訪販メー

カーとしては 2番目に参入する予定です。参入企業の増加に伴いアイテムや価格帯にも広がりがみられ、比較的低価格のもの

ではコーセーの「ルシェリ」やコーセーコスメポートの「グレイスワン」が展開しています。 

敏感肌 

好調な推移を続ける敏感肌コスメ市場ですが、市場のさらなる活性化に向けて、①海外展開の加速（花王の「キュレル」やカネ

ボウ化粧品の「フリープラス」、第一三共 HC の「ミノン」、資生堂の「d プログラム」）、②チャネルの拡大（ディセンシアの百貨店

進出）、③ブランドのリポジショニング（資生堂の「ドゥーエ」）などの動きがみられました。 

メンズコスメ 

過去 2～3年に一度のペースでブームの兆しがみられては終息していった感のあるメンズコスメ市場ですが、2019年は肌をきれ

いにみせる「肌色補正」アイテムが増加し、注目を集めました。また、参入ブランドも「シャネル」や「ディオール」といったラグジュアリー

ブランドのほかに、富士フイルムの「アスタリフト」も参入を果たすなど、バラエティ豊かになっています。さらに「バルクオム」はホテルアメ

ニティ市場にも参入するなど、今度こそブーム到来といえるかもしれません。 

新成分・新効能 

美白化粧品市場では約 10年間、新規有効成分の登場がなく、既存成分の組み合わせによる提案が中心でしたが、2019

年はポーラが表皮細胞のエネルギーを高める新規美白有効成分「PCE-DP」を配合した製品を市場に投入し話題を集めまし

た。また、マンダムは日本で初めて｢頭皮汗臭を防ぐ｣効能の頭皮用デオドラントを、コーセーは「テカリのもとから防ぐ」効能を有し

た化粧水を発売。さらには、オルビスは「肌の水分を逃しにくくする」機能が確認されたトクホを発売し、大ヒットさせています。 

セカンドスキン 

セカンドスキンとは塗って剥がすことのできる人工皮膚で、花王や資生堂などが「第二の肌」として注目しています。すでに花王グル

ープでは、2019年 12月に「est」「SENSAI」から同技術の応用商品を日本で先行発売し、順次海外にも展開していく予定

です。また、ちふれ化粧品でも同技術を応用したスキンケア製品を今後開発することを検討しています。 

パーソナルコスメ 

2018年の「オプチューン」（資生堂）や「メデュラ」（スパーティー）の発表以来、「パーソナルコスメ」が脚光を浴びています。

2019年には、I-ne の「ボタニスト」をはじめ、ユニリーバの「ラボリカ」などがパーソナルヘアケアを展開。また、ストークメディエーショ

ンはパーソナルヘアカラーを、明色化粧品はパーソナルスキンケアを展開するなど、商材に広がりがみられます。 

AI 

上記のパーソナルコスメを実現するうえで欠かせないのが AIの活用で、資生堂の「オプチューン」では、一人ひとりの肌環境に合

わせて 8万通り以上のお手入れの中から最適なスキンケアを提供してくれます。また、花王も AI の活用に積極的で、「エッセンシ

ャル」や「リーゼ」に応用しているほか、「ソフィーナ iP」では顔写真の撮影と簡単なアンケートで AIが LINE上でお役立ち情報を

提供してくれます。 

環境配慮 

環境に対する配慮は、いまやすべての化粧品メーカーにとって最も重要なテーマのひとつです。日本コーンスターチはタルク・樹脂の

代替素材「パールスターチ」を開発したほか、資生堂はカネカと共同で生分解性化粧品容器の共同開発を開始することを発表

しました。また、ユニリーバは「LUX／Dove／CLEAR」の 3 ブランドから再生プラスチックを使ったパッケージを順次採用。ロート製

薬の「肌ラボ」も植物由来の原料を一部に用いたバイオマス容器・パウチにしていく予定です。 

提携・共創 

上記の「セカンドスキン」「パーソナルコスメ」「AI」「環境配慮」などのテーマについては、従来の自前主義ではスピーディな対応がで

きないため、大手メーカーを中心にスタートアップ企業との提携・共創の動きが進行しています。例えば資生堂では、新研究開発

拠点（GIC）において、3D スキャニング技術を擁する企業をはじめとするスタートアップ企業 3社との共創を発表。コーセーも、

イノベーションの実現に向けてスタートアップ企業の募集を開始しています。 

生産拡張 

インバウンド需要の高まりや世界的な「Made in Japan」製品の需要拡大に対応するべく、資生堂やコーセー、マンダム、ナリス

化粧品などが数百億円を投資し、新工場の建設を進めています。これにより、例えばマンダムは生産能力が従来比で 1.6倍

に、ナリス化粧品は 3.5倍となる見通しです。 



 

発刊日：2019年11月29日 
頒価：97,000円（税抜） 

2019年 美白スキンケアの市場分析調査 

クレンジングからスペシャルケアまで、 

ラインアップの拡張が美白市場の拡大に寄与 

2018年度の美白スキンケア市場は、前年度比3.9％増の2,635億円となった。主要ブランドでは、

資生堂の「エリクシールホワイト」や富士フイルムの「アスタリフトホワイト」等が好調に推移し

ている。2019年度についても、各社が各アイテムにおける美白カテゴリーの強化を図っているこ

とから、前年度比4.7％増と引き続き拡大が見込まれる。当資料では、美白化粧品（スキンケア）

市場を主要企業別、ブランド別、種類別、成分別、価格帯別等から分析している。 

市場編 

1.市場概要 

 1）調査目的 

 2）調査対象商品 

 3）調査対象企業 

 4）価格帯の定義 

 5）成分の定義 

 6）調査方法 

2.美白市場の沿革 

3.消費者の意識 

 1）現在気になっている肌悩み 

 2）理想とする肌 

4.美白スキンケアの成分・作用分析 

 1）シミ・くすみの発生メカニズム 

 2）主要な美白アプローチ成分 

5.美白スキンケアの市場分析 

 1）全体 

 2）マーケットポジション 

 3）企業別シェア 

 4）ブランド別シェア 

 5）種類別販売構成 

 6）成分別販売構成 

 7）価格帯別販売構成 

6.美白スキンケアのブランド分析 

 1）ポジショニング 

 2）ブランド特長 

 3）主要ブランドの新製品発売状況 

7.美白スキンケアの品目分析 

 1）企業別展開状況 

 2）種類別展開状況 

 3）価格帯別展開状況 

8.美白スキンケアの販売分析 

9.今後の展開 

 1）今後の市場性 

 2）主要企業の今後の展開 

個別企業編 

◆株式会社資生堂 

◆花王株式会社 

◆株式会社カネボウ化粧品 

◆株式会社コーセー 

◆株式会社アルビオン 

◆株式会社ポーラ 

◆ＥＬＣジャパン株式会社 エスティローダー事業部 

◆ＥＬＣジャパン株式会社 クリニーク事業部 

◆日本ロレアル株式会社 

◆パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン

株式会社 

◆Ｐ＆Ｇプレステージ合同会社 

◆ロート製薬株式会社 

◆株式会社シーズ・ホールディングス/ 

株式会社ドクターシーラボ 

◆株式会社富士フイルムヘルスケアラボラトリー 

◆オルビス株式会社 

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） 

個別企業編調査項目 

1.ブランド概要 

2.開発経緯 

3.品目分析 

4.ブランド分析 

5.販売高 

 1）ブランド別販売高 

 2）種類別販売高 

 3）成分別販売高 

 4）価格帯別販売高 

6.販売方法 

7.今後の展開 



 

1 
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TEL 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：2020年1月17日 

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

発刊予定：2020年2月13日 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2020年 アンチエイジング化粧品の市場分析調査 

市場調査 

発刊予定：2020年3月4日 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2020年 スキンケアのアイテム別市場分析調査 

発刊予定：2020年3月16日 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2020年 オーガニック・ナチュラルコスメの市場分析調査 

好評受付中! 

No.1表示の活用法と効果について 

化粧品市場の動向と最新トレンド 

フレイル市場の展望と課題 

介護食市場の最新動向と将来展望 

冷え・低体温の実態とこれからの温活商材 

働く女性の健康ニーズと市場の攻略ポイント 

「ストレス」で読み解く働く女性の美容ニーズ 
各テーマの詳細・お申込みは 

オフィシャルブログをチェック！ 

専門調査員が講師となり 

注目市場を徹底解説！ 

取り扱いテーマは随時追加！ ※上記は2019年11月時点 

2 複数テーマの受講でも受講料は無料！ 

日時も場所もご指定いただけます！ 

受講料無料 

お客様のご要望に応じた時間に、 

お客様のご指定施設にて開催 

5名以上のグループから 

スライドショーを用いた出張セミナー 

（※プロジェクターをご用意ください） 

開催要項 

人数 

セミナー形式 

3 受講していただいたお客様にも大好評！ 

お気軽にお問合せくださいませ！ 

「本当に無料でいいの？」と思うほど満足できる内容だった！ 

データや事例の紹介も多く、とても参考になった！ 

気付きが多かった、すぐに自社でも取り入れてみたい！ 


