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皆さま、あけましておめでとうございます！！化粧品担当の西山で

す。本年もお付き合いのほどお願い申し上げます。 

 

まだまだ先の話だと思っていたオリンピックイヤーがついに始まり

ましたね！聖火ランナーとしてユーチューバーのヒカキン、はじめし

ゃちょー、フィッシャーズなんかが選ばれていますね。中でもフィッ

シャーズは最近うちの息子のお気に入りでして、わたしも一緒にユー

チューブを見たりしていますが、彼らは本当にすごい。昨年の企画、

1万人鬼ごっこはギネス世界記録を達成した他、2019年世界で最も再

生されたユーチューブクリエイターとして第9位につけています。その

総再生回数はおどろきの19億回、ビリオン！なのです。さらにはアメ

リカ・ロサンゼルスで開催された配信動画のアカデミー賞『YouTube 

presents2019 Streamy Awards』のアジア太平洋部門を受賞してお

り、これは『Streamy Awards』において日本人クリエイター初の受

賞という快挙。世界レベルで見ても評価され、愛されていることがう

かがい知れます。 

そして、ユーチューブというメディアが世に与える影響がいかに大

きいかも想像に難くないですね。 

 ビューティ業界においても、もちろんこのメディアがおおいに活

用されています。YouTubeアプリの新機能として昨年発表された『AR 

Beauty Try-On』はユーチューバーが動画内で紹介しているアイテム

で仮想メイクアップができるというもの。動画の下に起動したカメラ

で自分の顔にその場でカラーをのせて試すことができるのですね。ユ

ーチューバーは芸能人より近しい存在として感じやすいかと思います

ので、自分の好きなクリエイターがいいよというものは試してみたく

なるのが心情ではないでしょうか。 

動画のコメント欄に書き込まれる視聴者の意見・感想からどういっ

たものが好まれるのかの分析もできるでしょうし、利用価値の高いメ

ディアと言えますね。 

 

 さて、フィッシャーズも「2020年は日本的にも大きなイベント（東

京五輪）があるし、ド派手に行きたい」と言っています。経済が普段

より動くこと間違いなしの2020年、ビューティ業界でもワクワクする

ようなトピックが溢れていくことでしょう。まずは今年初の本ニュー

スレターをお楽しみいただけたらと思います！ 

（西） 

シーボン、販売チャネルを拡大 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。（福） 

サティス製薬は、国産食用花であるキンギョソウから心理

的ストレスによる乾燥肌を特異的にケアする新原料を開発し

ました。具体的に同社では、ストレスホルモンである『コルチ

ゾール』が、表皮細胞が作り出すうるおい成分『表皮ヒアルロ

ン酸』を減少させてしまうことを発見。そこで、キンギョソウ

の花の多彩な色を安定的に形成している希少成分『アピゲニ

ングルクロニド（APGN）』に着目し、同成分を低分子化させ

て角層浸透性を高めた化粧品原料『低分子金魚花グルクロニ

ド』の開発につなげています。 

サティス製薬、ストレスに働きかける新原料を

開発 

講談社が発刊する美容雑誌VoCEは、ウェブサイト20周年を

記念して、同じく20周年を迎えるアイスタイルの@cosmeと

のコラボ企画を始動しました。同企画では、美容やコスメが好

きなそれぞれのユーザーに向けて様々なコラボコンテンツを

展開。さらに、長年にわたって美容業界に携わってきた両社の

知見を活かした考察コンテンツ『日本の美容のミライ』で最先

端な情報を共有していく意向です。 

VoCE×@cosme 始動 

プラダは、2021年1月1日付でロレアルと長期的なビューテ

ィライセンス契約を締結することを発表しました。今回の契

約にあたっては、両社それぞれの専門知識を組み合わせて高

級化粧品事業のビジネス展開を加速していく狙いで、プラダ

にとっては世界トップ企業であるロレアルの高い実績を活か

してフレグランス事業のさらなる発展につなげたいとしてい

ます。なお現在、プラダのビューティライセンスはファッショ

ンやフレグランスブランドを展開するプーチが保有していま

す。 

プラダ、ロレアルと長期的なビューティライセ

ンス契約を締結 

花王は、皮脂のRNA（リボ核酸）から肌の健康状態を分析す

る事業において、人工知能（AI）開発スタートアップ企業のプ

リファード・ネットワークスと提携することを発表しました。

従来、RNAの採取には皮膚を切り取る必要があるとされてい

ましたが、花王の研究によって皮脂の中にRNAが存在し、あ

ぶらとり紙で簡単に採取できることを解明。しかし、現状では

解析に時間を要する状態であったことから、プリファードと

提携することで解析スピードや精度向上につなげたいとして

います。今後は、同技術の解析結果を商品提案や美容カウンセ

リングに生かしていく考えで、2020年春の実用化を目指して

います。 

花王、人工知能開発企業と提携 

ライオンは、1,500人を対象にした調査において9割以上が

“制汗剤は汗もにおいも抑えることが必要”と考えていること

に着目し、制汗効果を高める新技術を開発しました。同社では

以前から制汗有効成分『ACH』に着目した研究開発を進めて

きましたが、従来のように皮膚表面のアプローチでは発汗量

の増加といった内的要因には対応できないといった課題があ

りました。そこで今回、新たに硫酸Naを配合することでACH

をゲル(プラグ)化させる能力を向上させ、発汗量を従来比約

1.6倍抑えることに成功。2020年2月には、同技術を応用して

「Ban 汗ブロック」シリーズのリニューアルを予定していま

す。 

ライオン、制汗効果向上の新技術開発 

ミクシィが提供するサロンスタッフ直接予約アプリ『ミニ

モ』は、本サービスに登録している美容師が保有している各美

容団体の資格表示制度『ミニモ公認資格』において、一般社団

法人日本化粧品検定協会による『日本化粧品検定』を新たに加

えました。背景としてミクシィは、美容室を“店”よりも“人”で

選ぶ現代の特徴に合わせ、1人の顧客に対してトータルビュー

ティースタイリストとしてより深い提案ができるようにする

ため、資格を保有し、アピールすることが重要であるとしてい

ます。 

ミクシィ、『ミニモ公認資格』に日本化粧品検

定を追加 

ロート製薬は、主力のスキンケアブランド「肌ラボ」の容器

を、植物由来のバイオマスプラスチック原料を一部に用いた

バイオマス容器・パウチに順次変更していくと発表。従来は石

油由来のプラスチックを使用していたためバイオマス容器の

導入は同社初で、対象商品は化粧水・乳液シリーズの全品とな

っています。また、それと同時に同社独自の環境マークも制定

し、環境保護への取り組みにつなげていきたい考えです。 

ロート製薬、バイオマス容器を導入 

シーボンは、サロンフランチャイズ店『シーボン・ビューテ

ラス』の展開を開始しました。同店舗では、化粧品販売とアフ

ターサービス（エステ施術や肌解析）といった直営店同様のサ

ービスをパッケージ化したことに加えて、POSシステムや肌

解析システムを導入することで従来よりもコストなどの面に

おいて出店ハードルを下げています。同形態の出店について

は直営店の出店が難しかった地域の開拓が狙いであるとし

て、今まで接点のなかった新規層の取り込みを図っています。

さらに同社は、2020年3月までにベトナム市場への参入を計

画するなど、海外展開も強化していく構えです。 

シーボン、販売チャネルを拡大 
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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） 

アヴェダ、新・保湿ケア発売 1/7

ELCジャパンの「アヴェダ」は、髪の乾燥やパサつきに悩ん

でいる人に向けて開発されたヘアケアシリーズ「ニュートリ

プレニッシュ」を発売します。同シリーズは、ザクロオイルな

どのスーパーフード由来の植物成分を配合しているほか、シ

リコンフリー、動物由来成分を含まないヴィーガンで、94％

自然界由来成分を実現。すべての髪質の水分補給に対応する

処方で、髪の芯まで潤いで満たし、上質な艶にあふれた髪へと

導くとしています。 

コーセー、「コスメデコルテ」リポソ

ームのマスク発売 
1/16

コーセーは、「コスメデコルテ」から、濃密な潤いを肌に与

えるシートマスク「モイスチュア リポソーム マスク」（6枚

入り）を発売します。同社は、多重層リポソームの粒径を更に

小さくし、肌への浸透性を高めた『新型リポソームカプセル』

を開発。さらに、ローヤルゼリーエキスや紫黒米エキスなどの

モイスチュア成分を配合し、乾燥によるくすみ、肌あれ、カサ

つきなどが気になる肌に潤いのあるハリと透明感を与えるこ

とを謳っています。 

ディオール、幹細胞の研究を生かし

た新シリーズ 
1/10

ディオールは、「カプチュール トータル セル ENGY」シリ

ーズを発売します。同シリーズは4つの花を使った『バイオ セ

ルラー テクノロジー』を使用し、潜在的なエネルギーを再活

性化して肌の原動力である幹細胞の再生力を全面的に回復さ

せることを目指しています。また、5アイテム全ての成分は

80%以上自然由来となっており、肌や自然に優しいことを謳

っています。 

ミキモトコスメティックス、シワ改

善クリーム発売 
1/10

ミキモトコスメティックスは、「リンクル アドバンスト ク

リーム」を発売します。シワは年齢や紫外線、乾燥などの影響

により形作られることから、シワ改善有効成分である『ナイア

シンアミド』とともに、『パールコンキオリン®』」をはじめと

するオリジナル成分を配合することで、表皮にも真皮にも働

きかけ、多方面からのシワ悩みにアプローチすることを訴求

しています。 

ドクターフィルコスメティクス、ス

キンプロテクトスプレー発売 
1/16

ドクターフィルコスメティクスは、「フイルナチュラント 

エクスバリア スキンプロテクトスプレー」を発売します。同

商品は、バリアの力が衰え外部刺激の影響を受けやすい肌の

特性を考慮し、肌の上に強固なバリア膜をつくる独自処方を

採用。保水力の高い天然高分子『サクランTM』による“擬似バ

リア膜”と、肌を均一にコーティングするポリマーで構成され

た“透明バリア膜”で、大気中の花粉・PM2.5をブロックすると

しています。 

ナリス化粧品、「ルクエ」刷新 1/21

ナリス化粧品は、主力スキンケアブランド「ルクエ」を、4

年ぶりに全面リニューアルします。従来のルクエに配合して

いる『黒ニンジンエキス』『白花豆エキス』に加え、海藻の『カ

ズノイバラ』から抽出した『モーイエキス』を全品に配合。ま

た、メインアイテムであるふきとり化粧水「コンク」には、オ

リジナルのふきとり成分である『純化白花豆エキス』を新たに

配合しました。忙しくても、しっかりと自分の肌に向き合うこ

とを大切にしたい女性の肌を安定して潤すことを訴求してい

ます。 

ニールズヤードレメディーズ、手も

と専用美容液発売 
1/22

ニールズヤードレメディーズは、手もとケアを訴求した「フ

ランキンセンス インテンス ハンドセラム」を発売します。同

商品は、保湿成分として『リボース』、『ナルキッソスエキス』、

『ローズヒップオイル』を配合し、手肌に潤いを与えて内側か

らふっくら輝くような印象に導くとしています。また、軽やか

な使用感でキメを整えながら手肌を引き締め、幸福感で満た

されるような甘くフレッシュな香りで包み込むとしていま

す。 

資生堂、「プリオール」BBクリーム

発売 
1/25

資生堂は、50代以上の女性向け総合ブランド「プリオール」

より、「美つやBBジェルクリームn」を発売します。同商品は、

なめらか補整効果とつやコンシーラー効果で、年齢サインを

自然にカバーできるクリーム状のBBファンデーションです。

7つの機能が１本で叶うほか、乾燥してシワっぽくなった肌に

も美容液のようになめらかにのびてフィットし、明るい美つ

や肌が一日中続くことを謳っています。 
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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） 

アートネイチャーは、メンズ育毛専用サロン『LABOMO銀

座』のイメージキャラクターに俳優の金子貴俊を起用しまし

た。今回の起用にあたってホームページでは、同サロン限定の

オリジナル育毛コースなどの体験リポートのほか、同サロン

周辺の飲食店や服飾店も紹介するなど、トータル的な癒し体

験を提案しています。 

アートネイチャー、専用サロンに金子貴俊起用 

ELCジャパンの「M・A・C」は、主力ファンデーション「ス

タジオフィックスフルイッドSPF15」とNissy（AAAの西島隆

弘）のコラボを実施しました。今回のコラボでは、限定ビジュ

アルや動画を公開するほか、対象商品を購入した顧客に数量

限定でコラボショッパーやコラボカードをプレゼント。プレ

ゼントはオンラインショップからの購入も対象となるため、

幅広い顧客へのアプローチが見込めます。 

ELCジャパン、Nissyとコラボ 

ウカは、渋谷スクランブルスクエアで開催されたイベント

『ナチュラルビューティージャーニーby LA CARPE』に出展。

同イベントはビューティーマガジン『kiitos.』とコラボし、シ

ョップと誌面が連動したイベントとなっています。その中で

も「uka」は『贈ろuka（ウカ）』をテーマとして、商品に合わ

せたリボンやラッピング資材を用意（100円で購入または

2,000円以上の購入でプレゼント）し、選んだギフトを自宅で

自分自身でラッピングすることを提案するなど、大切な人に

“贈る”商品として提案しています。 

ウカ、『贈ろuka』イベント開催 

桃谷順天館のパーソナライズスキンケアブランド「ONE to 

ONE Beauty」は、eギフトサービス『ギフティ』にて、業界

初となるスキンケアカスタマイズ体験ができるデジタルギフ

トの販売を開始しました。同サービスでは、デジタルギフトを

受け取った人がスキンケアの保湿力や美容成分、香り、使用感

を自由に選んで自分専用のスキンケア製品を作ることができ

るものとなっています。 

桃谷順天館、カスタマイズスキンケアのギフト

を販売 

アンファーは、まつ毛に関する情報を発信するサイト『まつ

毛めいくラボ』をオープンしました。同サイトは「スカルプD」

のまつ毛美容液ブランドが運営しており、“目元にかけるかわ

いいの魔法”をコンセプトとして、まつ毛に関する情報提供や

アンケート調査を行うことで毎日楽しく正しい目元ケアの方

法を提案することを目的としています。また、新たに同サイト

のLINEアカウントも開設し、ユーザーとのコミュニケーショ

ンを通して得た意見を今後の商品開発やサービス向上に活か

していく考えです。 

アンファー、情報サイト『まつ毛めいくラボ』

誕生 

資生堂は、グランフロント大阪にあるパナソニックセンタ

ー大阪にて、資生堂ジャパンとパナソニックセンター大阪、四

天王寺大学による産学連携イベント『～モテる君になれるチ

ャンス1日限定開校～』を開催しました。本イベントでは全体

を大学に見立て、四天王寺大学のゼミ生が学長・副学長に就任

して様々な企画を運営。ゲストとしてモデルや落語家を迎え

て“モテ”に関するトークショーやセミナー、スタンプラリー

のほか、資生堂のハンディスキンセンサーを使用した肌チェ

ックなども用意し、様々な角度から美容や健康について考え

る機会として実施しています。 

資生堂、産学連携イベント開催 

日本ロレアルは、「イヴ・サンローラン」から2020年1月4

日に発売予定の新スキンケアシリーズ「ピュアショット」の発

売を記念したキャンペーンを実施しました。本キャンペーン

では、1万名を対象に同新商品のサンプリングを行うほか、商

品発売後には抽選で50名を招待してモデルの鈴木えみによる

スペシャルイベントを開催するなど、商品の世界観を体験で

きる機会を設けています。 

日本ロレアル、「YSL」1万サンプル実施 

花王のヘアケアブランド「PYUAN」は、電通アイソバーと

の共同開発により初の試みとして自動AIを利用したツイッタ

ーキャンペーンを実施しました。今回導入した自動 AI

『PYUANあげみざわAI』では、不安や弱音などのネガティブ

な感情を“＃ネガな時だってあげみな人生”と一緒にツイート

すると、ユーザーの投稿文をAIが解析。さらに、タレント

Kemioのメディア上での発言を読み込んでAIに学習させるこ

とで、投稿内容に応じてまるで本人のように返信するといっ

たものになっており、今回は投稿者の中から抽選で55名に同

ブランドの商品をプレゼントしています。 

花王、共同開発のAIでキャンペーン 
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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。（富） 

今月の気になるデータ 

今回はアイスタイルが2019年9月に15歳以上の@cosme

メンバー10,000名を対象に実施したビューティテックの利

用に関する自主調査「ビューティテック度（以下 BT度）調査」

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、生活者におけるビューティテックの利用実態を知

るために、第1回の調査時（2018年）にユーザーのビューティ

度とテック度を数値化し、BT度という指標を作りました。BT

度は、ビューティ、テクノロジーそれぞれに対する姿勢を各7

項目用意し、それぞれの項目にスコアを付与して合計したも

のです。 

ビューティ度→Low（7～24点）、Mid（25～31点）、High

（32～35点）、テック度→Low（7～15点）、Mid（16～25点）、

High（26～35点、うちSuper High(32～35点)）とし、この

2つをかけ合わせて、BT度としています。 

 

第2回目の調査となる2019年の調査結果では、2018年と比

較しBT度が高い人が微増。また、BT度が高い人（HH）は約7％

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） 

7％のうち67％ 

今回は、「パラドゥ スキンケアクレンジング」をご紹介しま

す。 

 

 「パラドゥ」は2000年に誕生したプチプラコスメブラン

ドで、セブンイレブンで買えるお手軽コスメとして、SNSで話

題になっています。 

なかでも「スキンケアクレンジング」は、スキンケアで唯一

展開しているアイテムとなります。また、毎年秋から冬にかけ

て数量限定で、約3ヶ月使えるボーナスボトルを発売してお

り、2018年には前年比220%を達成しています。 

 

このヒットの理由としては、①コンビニで24時間買うこと

スキンケアクレンジング（パラドゥ） 

ができる手軽さに加えて、②レギュラーサイズの2倍の容量で

ありながら、価格は300円ほどしかかわらないというコスパ

性、③高い商品力が挙げられます。このうち③高い商品力につ

いては、低刺激で肌に優しいという点のほか、「カバーマーク」

の「トリートメント クレンジングミルク」に成分が似ている

として、SNSや口コミサイトでも好評となっています。このよ

うに、“デパコス”と似たクレンジングを手ごろな価格で買え

る点も、売上好調の要因ひとつとなっています。 

 

ちなみに、パラドゥもカバーマークもピアスグループの化

粧品メーカーで、ミルククレンジングは同じグループのエル

ソルプロダクツが製造しています。 

（2018年とほぼ同様）となっており、このうち最もテック度

の高い“スーパーテック”を約2％含んでいます。この人たちは

ビューティテックアプリの認知や使用も高く、他の人からビ

ューティ商品やサービスに関する相談を多く受けるクチコミ

の発信源ともなる人たちです。 

さらに、BT度が高い人（HH）のうち67％がクチコミは購入

の決め手となると回答しており、BT度が低い人（LL）の2倍以

上の割合となっていることがわかります。 

 

今後はAIやARなどを活用したビューティテックがさらに

増えていくことが期待されますので、次回のBT度調査の結果

にも注目したいですね。 

出典：＠cosmeメンバーにおけるBeauty Tech度調査2019 



 

化粧品年間スケジュールのご案内 

2020年 アンチエイジング化粧品の市場分析調査 
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今年度発刊を予定している資料をご案内いたします。今後の予算策定にご活用ください。 

※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 

2020年2月発刊予定 

2020年 スキンケアのアイテム別市場分析調査 

2020年3月発刊予定 2020年 オーガニック・ナチュラルコスメの市場分析調査 

2020年 化粧品企業のR&D戦略 

2020年 化粧品企業のグローバル戦略調査 2020年5月発刊予定 

2020年 サロン用化粧品の市場分析調査 
2020年6月発刊予定 

2020年 頭髪化粧品の市場分析調査 

2020年 敏感肌コスメの市場分析調査 2020年7月発刊予定 

2020年 通販化粧品の市場分析調査 

時期未定 
2020年 化粧品素材の市場分析調査 

2020年 メイクアップのトレンド分析調査 

2020年 中国の化粧品市場 

2020年 女性の美容に関する意識・実態調査（第2弾） 

消費者調査 

2020年4月頃発刊予定 

2020年 女性の頭皮・髪に関する意識・実態調査 
時期未定 

敏感肌コスメユーザーのニーズ分析調査 

事業所内限定版 ［書籍+PDFセット版］ 
購入した事業所内でのみご利用の場合はこちら 

97,000円（税抜） 通常価格 107,000円（税抜） 

法人パッケージ版 ［書籍+PDFセット版］ 
全事業所でご利用の場合はこちら（子会社・関連会社は除く） 

194,000円（税抜） 通常価格 214,000円（税抜） 



 

TPCインハウスセミナーのご案内 
化粧品・ヘルス・フード領域を取り扱うお客様向けの出張形式の無料セミナーです。 

新入社員の教育や異業種企業における基礎知識の獲得などにご活用いただければ幸いです。 

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 

2020年2月下旬発刊予定！ 
発刊日前日までのご予約でPDF版［通常価格＋10,000円（税抜）］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。 

市場編 

1.調査概要 

2.アンチエイジング化粧品の概要 

3.アンチエイジング化粧品市場の沿革 

4.アンチエイジング化粧品の市場分析 

5.アンチエイジング化粧品のブランド分析 

6.アンチエイジング化粧品の品目分析 

7.アンチエイジング化粧品の販売分析 

8.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 

◆日本ロレアル株式会社 

◆プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 

◆パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株

式会社 

◆ロート製薬株式会社 

◆株式会社ドクターシーラボ 

◆クラシエホームプロダクツ株式会社 

◆コーセーコスメポート株式会社 

◆常盤薬品工業株式会社 サナ事業部 

近刊資料のご案内 
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発刊予定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 

6.販売方法 

7.今後の展開 

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 
女性の美容ニーズ 

NEW! NEW! 

開催日時・場所 

お客様のご要望に応じ
て、ご指定の施設で開催 

人数 

5名以上のグループから
受付可能 

形式 

スライドショーを用いた
無料の出張セミナー 
（※プロジェクターのご用意

をお願いいたします） 

各テーマの詳細・ 
お申込みはこちら！ 

取り扱いテーマ（各60分程度） 



 

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。 

フェース インシスト ラメラ サンプロテクターエッセンス 

池本マーシャ（25）

 

TEL 

「フェースU.B.Pメイクベース」 

サンプルを使ってよかったので、次はこちらを購入したい。 

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 

ブランドが好き。生コラーゲンを使用した時の実感もよくて、タイミング合えばまたライン

使いしたい。 

この商品も家にいるときもスキンケアの最後につけている。ディオールのファンデーション

を使うときと、使い分け。 

次に気になっているアイテム 

カイロプラクティックの先生に、生コラーゲンを勧められて、このブランドを知った。 

その後、別のサロンでも勧められて、クレンジングのほかにこの商品も一緒に購入。 

PCやスマホを使うため、ブルーライトをずっと浴びている感じがあった。肌によくなさそう

と思っていたので、防げるなら防ぎたい。 

発刊予定：2020年2月下旬 

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 

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 

市場調査 

発刊予定：2020年3月16日 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2020年 

発刊予定：2020年3月 

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


