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いつもお世話になっております。化粧品担当の北口です。
入社以来、主に医薬品を担当しておりましたが、今月から新たに化粧
品チームの一員となりました。

うちに見た目だけでなく、なぜか内面からも活力が湧いてくる感じがし、
これまで不思議に感じていた「なぜ女性は高い(と思っていた)お金を出
してまで化粧品を購入するのか」ということが少しわかった気がしました。

私自身が化粧品に興味を持ち始めたのは、3年ほど前のアメトーークで
“美容ファースト芸人”を取り上げられた放送回を見たことがきっかけでし
た。それまでは『化粧品＝メイクアップ＝女性のもの』という考えがあった
のですが、最近は化粧品を使う男性が増えていることを知り、自分でも
ドラッグストアのメンズコーナーに足を運ぶようになるとともに、スキンケア
製品を中心に気になった商品を買うことも増えました。すると使っている

新チームになってから、これまで行く機会がほとんどなかった百貨店の化
粧品売場にもよく行くようにしているのですが、行くたびに、化粧品は
“世の中の素敵をつくる”ものだと感じるようになっています。そんな“世の
中の素敵をつくる”仕事にお役立ちできるよう、お客様に信頼されるマー
ケッターを目指してまいりますので今後ともよろしくお願いします！
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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。 ＜福＞

ファンケル、新OEM会社を設立

コーセー、女子高生社長と共創

ファンケルは、化粧品・健康食品のOEMを担う新会社として『㈱ファ

コーセーは、2018年からイノベーションプログラム『アクセラレータープ

ンケルラボ』を設立しました。同社は、ファンケルグループの生産技術を

ログラム』を開始。その一環として、高校3年生が代表を務めるスタート

生かしたコンサルティング型のOEM会社としてまずは化粧品ビジネスを

アップ企業㈱サンシャイン デライトと協業し、幼児期からの日焼け止め

一貫してサポートしていき、将来的に健康食品のOEM受注も目指し

使用の習慣化を目指すと発表しました。子供のサンケアについて、日

ていく考えです。なお、同グループですでに化粧品OEMを行うニコスター

本は欧米と比較すると対策が遅れているものの、国内でも保護者によ

ビューテック㈱は海外向け、今回の新会社は国内向けとして受注先を

る子供への紫外線対策ニーズは高いということに着目。子供でも安

棲み分ける方針です。

心・安全に使用できて地球環境にも考慮した日焼け止めを来春頃に
かけて開発するとしています。

ファンケル、肌解析技術の迅速化に成功
サティス製薬、活性型イソフラボン原料を開発

ファンケルは、抗原抗体反応を利用した検査手法の一種であるイム
ノクロマトグラフィー法を応用することで、肌の酸化やシミの抑制効果が

サティス製薬は、山形県米沢市にある小野川温泉の冬限定特産

あるタンパク『アルキナーゼ1』を迅速に測定する方法を開発。肌を解析

品『温泉豆もやし』から、女性ホルモン様作用の期待できる活性型イソ

する独自技術『角層バイオマーカー』の測定時間を90分以上からわず

フラボン化粧品原料を開発しました。イソフラボンには、女性ホルモン様

か5分に短縮することに成功しました。これにより、所要日数・時間の短

作用がある活性型と無い活性型の2種類が存在。従来のイソフラボン

縮だけでなく、専門の技術者や機器の必要がなくなるため、手軽な測

化粧品原料は不活性型でしたが、今回は温泉熱で砂耕栽培されて

定方法として導入を進める方針。まずは新オープンの阪急うめだ本店

根が発達することなどに着目して開発を進め、成功しています。この活

で開始する予定です。

性型イソフラボンは、皮膚に高浸透してシワに効果を発揮することも明
らかとなっており、今後は女性特有の多くの肌悩み改善が期待できる
原料として化粧品に活用していく考えです。

花王、ベースメイク塗膜内部の可視化に成功
花王は、ベースメイク塗膜内部の組成分布を、塗膜を破壊すること
なく可視化する評価手法を開発しました。今回の研究では、試料にレ

マッシュビューティーラボ、容器の再利用開始

ーザー光を照射した際に発生する特殊な光を検出し、試料内部の組

マッシュビューティーラボは、リサイクル業界のパイオニアであるテラサイ

成分布を可視化する『ラマン分光法』を採用。この方法によって、ベー

クルジャパン合同会社と協働し、2020年春から使用済みコスメティック

スメイク塗膜内部の組成分布だけでなく、皮脂の挙動も把握できるよ

容器のリサイクルプログラム『リサイクル キッチン』を開始すると発表しま

うになっています。今後は同手法を活用することで、肌をきれいに見せ

した。同プログラムでは、使用後の製品容器を全国のコスメキッチンや

るだけでなく崩れにくさや使い心地の良さ、外部刺激からの防御など、

セルヴォークなど約90店舗で回収。ごみとしてではなく資源として回収

ベースメイクの多様化するニーズに対応していく考えです。

することで、よりサステナブルな取り組みを推進していくとともに、プラステ
ィックごみの再利用によって焼却量を減らし、気候変動問題にも対応
していく考えです。

資生堂、神経と肌弾力の関連性を発見
資生堂は、神経が肌の弾力に関与していることを発見。さらに、肌
の深部にある神経線維を3次元で可視化する技術を確立しており、こ

アイスタイル、PRに特化した新会社を設立

れによって肌に存在する神経線維が加齢とともに減少して弾力が失わ

ア イ ス タ イ ル は 、 Beauty ＆ Health に 特 化 し た 新 会 社 『 ㈱

れていることを明らかにしました。さらに、感覚神経細胞から放出される

Dot&Space』を設立し、本格的な事業展開を開始。同社が20年間

成分が、弾力に関わる繊維芽細胞『コラーゲン』の生成を促すことや、

築き上げた知見や経験を活かして外部プレーヤーと社内グループアセッ

シソ科植物由来成分『フィトコネクト』が神経細胞を活性化する効果

トのハブとなり、新しいソリューションの提供を目指していく方針です。具

があることも解明。今後のスキンケア製品での応用を目指しています。

体 的 に は 、 1 月 10 日 に オ ー プ ン し た ＠ コ スメ の 新 セ レ ク ト シ ョ ッ プ

『@cosme TOKYO』に併設された公開型スタジオを利用して美容情
報を発信するほか、同店舗3階スペースでのビューティーイベントのプロ
デュースなどに注力していく構えです。
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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。＜池＞

明色化粧品、
新ブランド「リペア&バランス」

2/8

花王、
「ソフィーナiP」UV美容液上市

明色化粧品は、「リペア&バランス」から導入液･化粧水･パウダー･ク

花王は、「ソフィーナiP」から、UV美容液「UV レジスト」を発売しま

リーム･化粧下地を発売します。同社は独自調査から、8割以上の女

す。同商品は、ソフィーナ最高クラスの紫外線カット効果を実現してい

性が内的・外的ストレスにより肌状態が左右する“ゆらぎ肌”を実感し

るほか、厳選した植物エキスによる保湿効果で乾燥などから肌を守り、

ていることが判明。同ブランドは、パラベン・アルコール・合成着色料など

一日中潤いに満ちた透明感溢れる肌へ導くとしています。またテクスチ

を含まない処方でありながら、天然由来成分が肌の水分と油分のバラ

ャーは、なめらかな仕上がりの「リッチクリーム」と、さらっとした仕上がりの

ンスを整えてバリア機能を高め、ストレスに負けない肌を育むとしていま

「スムースミルク」の2種類を用意し、肌に負担感なく毎日心地よく使え

す。また、良い肌状態が続くウェルビーイング発想で心のコンディションも

る感触にこだわって開発しています。

整えるとしています。

2/7

2/14

ミルボン、「オージュア」新ライン

日本ロレアル、
「ランコム」化粧水発売

日本ロレアルは、ランコムから「クラリフィック デュアル エッセンス ロー

ミルボンは、「オージュア」から髪に美しさを与えるスカルプケアシリーズ

ション」を発売します。同商品は、人体に欠かせず肌の生まれ変わりを

「フォルティス」を発売します。同社は、頭皮の細菌の一つである『エンテ

促すたんぱく質である“酵素”に着目。配合の『ブナの芽エキス』が酵素

ロコッカス』が地肌の細菌を老化させ、髪のツヤやハリコシ、・ボリューム

の働きをサポートすることで、くすみや毛穴など現代女性の肌悩みにマ

の低下などのエイジングを引き起こすことを発見し、同細菌を“老化菌”

ルチにアプローチし、透明感のある肌に導く効果を訴求しています。

と命名。同シリーズは老化菌の増殖を抑制する『BT-クリア・エレメンツ』
と、老化した細胞の増殖を抑える『CT-ケア・エレメンツ』を配合していま
す。

2/20
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コーセー、
「Awake」ノンケミカルUV発売

プレミアアンチエイジング、
「デュオ」洗顔料発売

プレミアアンチエイジングは、泡立たないクリーム状洗顔料「デュオ ザ
ホワイトクレイクレンズ」を発売します。同商品は、乾燥やターンオーバー
の乱れから生じる肌のにごりやくすみに着目。配合のベントナイトやカオ

コーセーは、NY生まれのヴィーガンブランド「Awake」から日焼け止

リンといった4種のクレイ成分とマンナンボールが、毛穴奥の皮脂汚れや

め乳液「UV アンブレラ サンプロテクションミルク」を発売します。同商

メラニンを含んだ蓄積角質を一掃し、“肌のにごり”をオフすることを謳っ

品は、ノンケミカル処方（紫外線吸収剤フリー）で肌に透明感を与え

ています。また、パックをしたかのような潤い感も特徴となっています。

ながら、高い紫外線防止効果を訴求。UVカットパウダーに肌なじみの
よいエモリエントオイルを組み合わせることで、きしみ感や白浮きのない
付け心地を実現しています。これにより、肌を潤しながら、肌表面をさら
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さらに仕上げるほか、乾燥や大気中の微粒子からも肌を守ることを謳っ
ています。

2/8

PFJ、
「アベンヌ」日仏共同開発第3弾

ピエールファーブルジャポンは、「アベンヌ」から「アーバンプロテクション
UV フェイス＆ボディ」を発売します。同商品は、日焼け止めとしては初

花王、
「ビオレUV」スプレータイプ追加

となる日仏共同開発で、日本の日焼け止めユーザーの高いニーズに合
わせて開発されています。アベンヌ温泉水を配合しているほか、さらっと
みずみずしいミルクローションタイプで、日本人の高い肌感性に応える感

花王は、「ビオレUVアスリズム」から「スキンプロテクトスプレー」を発売

触を実現しています。

します。同社は独自調査から、スプレータイプの日焼け止めは“塗りにく

い部分に使える”“簡便でよい”といったニーズが高い一方で、“ムラなく
塗れているか不安”といった声もあることが判明。そこで、同商品は肌に
密着し、キメまでムラなく均一にカバーできることを提案しています。ま
た、気温40℃・湿度75％の高温多湿環境でも、汗や摩擦に強く、濡
れた肌にもそのまま使えるとしています。
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今月の気になるプロモーション
資生堂、「dプログラム」に広瀬すずを起用

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＞

ファンケル、新業態店舗オープン

資生堂ジャパンは、敏感肌向けブランド「dプログラム」の新ミューズに

ファンケルは、阪急うめだ本店に新業態店舗『FANCL BEAUTY

広瀬すずを起用しました。同ブランドでは“ときどき敏感肌”に対して、

SALON』をオープンしました。同店舗は、“パーソナルコミュニケーション”

“肌を守る”だけでなく“肌を育む”といった前向きでユーザーに寄り添った

をコンセプトとして美容と健康の高い専門知識を持ったスタッフからゆっく

メッセージを発信。こうしたコンセプトや、ライフステージの変化が大きい

りと落ち着いたカウンセリングを提供する店舗となっており、パーソナライ

ターゲット層に近い存在として、20代の女優であり同ブランドの愛用者

ズ製品を中心に展開。店頭には商品を陳列せず、カウンセリングによっ

である広瀬すずの起用に至っています。ブランドサイトで化粧水と乳液

て各顧客にとって最適な商品を提供するといった他の直営店とは異な

のWeb動画を公開するほか、2月14日からは日中用保護美容液・

るスタンスとなっています。今後、同業態店舗は百貨店を中心に展開

化粧下地「アレルバリアエッセンスBB」のTVCMとして、『花粉の季節に

していく予定です。

アレルバリア』篇と『ときどき敏感肌から、なりたい肌へ。』篇の2種類を放
映予定です。

マッシュビューティーラボ、海外初出店
マッシュビューティーラボが運営するナチュラルオーガニックのメイクアップ

コーセーCP、アジア圏のイメージキャラ抜擢

に特化したセレクトショップ『メイクアップキッチン』が香港K11 Art Mall

コーセーコスメポートの「サンカット」は、アジア圏10ヶ国・地域でのイメ

に出店しました。国内では仙台、東京、名古屋、大阪といった主要都

ージキャラクターに中国人男性タレントの蔡徐坤（ツァイ・シュクン）を

市に計6店舗展開していますが、海外は今回の香港が第1号店となり

起用することを発表しました。同社が海外のタレントを複数の国・地域

ます。同店舗では、メイクアップ専門スタッフがしっかりとカウンセリングし

にわたって起用することは今回が初めてで、同ブランドのグローバル化推

てブランドにとらわれないアイテムの提案を行っているほか、ウェアラブル

進を図って2月3日から広告宣伝を開始する予定です。同タレントは

美顔器『メディリフト』など話題の美容機器も試すことができます。

中国の大手SNS『ウェイボー』で2,700万人がフォローする人気タレン
トであることから、今回の契約を機にアジア圏を中心とした海外での認
知度向上が期待できます。

Natural Beauty

やわらかくいきましょう♪
日本では毎日お風呂に入る、まいにち髪や体
を洗浄するという人が大多数を占めると思いま
す。これは世界的に見ても珍しいことのようで、
洗髪は3日に1度くらいが普通だという国もあるよ
うですね。日本と違って海外の水は硬度が高く
肌や髪にミネラル分が残り負担をかけやすいとい
うのも理由の1つでしょう。日本人はきれい好きと
して知られていますし、お風呂に入らずして床に
つくのに抵抗がある方も少なくないのでは。
ただ、今の季節は肌や髪が乾燥しやすいです
し洗って皮脂が奪われ過ぎることがトラブルに繋
がることもないと言い切れません。そうならないよ
うお湯だけで洗うことや、泡立たないクリーム状の
アイテムで洗うのも美容のためには良さそうです。
とは言え、仮に乾燥してもかまわない、泡で洗わ
ないと気が済まないという方も一定数いらっしゃる
でしょう。泡を立たせるためには洗浄成分として
界面活性剤が必要となりますので、何を選ぶか
も自分なりに気を配りたいところ。シャンプーでい

うと高級アルコール系がありますが、洗浄力・脱
脂力が強くヘアサロンでおすすめされることはない
であろうものです。価格はお安めですし、ハードに
スタイリングする方や皮脂量が多い方には合うか
もしれませんね。逆にアミノ酸系は洗浄力が弱め
なのでそういった方には不向きでしょうし価格も
高めで、洗浄成分が残留しやすいという面もあり
ます。サロン系のシャンプーといえばこれが配合さ
れており、低刺激なので敏感肌や乾燥肌の方、
カラーやパーマをされている方にはいいでしょう。
石けんはヘアカラーが退色しやすく、石けんカスが
残りゴワつきを感じることもあるのが玉にきず。で
すが、カラーを濃いめで入れて対処する、ゴワつ
きに関していえば髪なら酸リンスをし、顔や体なら
たっぷり泡立ててしっかり流すことで気になること
はないと思われます。アルカリであることを条件に
洗浄機能を発揮するため、すすいでアルカリ性で
なくなれば洗浄成分が残ることがないのはかなり
魅力ですし、推したくなるのは石けんですね。
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バスタイム、さらに快適に石けんを使いこなす
ためにはシャワーヘッドを変えてみるのもひとつの
手。イオナックの『イオナック』は軟水機能で石け
んカスのできにくい泡立ちのいい水になります。そ
れだけでなく塩素処理の機能と活水機能も備え
ており、フィルターは一般的な浄水シャワーと比べ
ると3～6倍長持ちするといいますのでコスト面で
も優秀ですよ。

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。＜富＞

HOMEIウィークリージェル
今回は、「HOMEIウィークリージェル」をご紹介します。

一方、こちらの商品はマニキュアの容器を採用し、1本3役となってい
ることから、簡単に使うことができます。また、オフするときも、リムーバー

「HOMEI」は、化粧品OEMメーカーの北尾化粧品部が展開してい

などは必要なく、そのまま剥がせることから、仕事の関係でネイルができ

る自社ブランドです。こちらのブランドから2017年に発売した「ウィークリ

ない女性も、休日だけ手軽に楽しめる、あるいは、ネイルをしていけない

ージェル」は、はがせるジェルネイルとして、発売から累計200万本の出

急な事情などにも対応できる点も支持を得ている大きなポイントです。

荷個数を達成しています。
上でお話した内容のほか、ネイルは興味あるけど、ジェルネイルは爪
ジェルネイルは、一般的に、小さなコンテナに入っていてブラシを使っ

が痛む、維持するのが面倒といった点でジェルネイルを行ったことがない

て爪に塗ることが多く、ベースやカラー、トップのコンテナがそれぞれ必要

人や、手持ちのUVライトは使えることから現在セルフでジェルネイルを行

になってきます。またオフするときは、アセトンやマシーンなどを使用するな

っているユーザーのスイッチも期待できそうです。

ど少し煩わしいこともあります。

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。＜池＞

約6割
今回は花王 生活者研究センターが2019年11月に発表した“グレ

利便性の高い白髪染め商品などが増加する一方で、グレイヘアとい

イヘア”に関する調査から気になるデータを一部ご紹介したいと思いま

う選択も注目されている今、それぞれ自分にあったポジティブな年齢の

す。

重ね方を見つけていく女性が増えていきそうです。

同社は、白髪染めをしている40～70代女性に『白髪染めに関する
調査』を行いました。すると、「グレイヘアを素敵だと思うか」との質問に
「思う」「どちらかと言うと思う」と回答した人は、全体で約6割となりまし
た。また、「白髪染めはいつまで続ける予定か」との質問に対しては、全
体で約6割が「いつかやめるつもり」と回答しました。
さらに、その後に実施した『WEB美容日誌調査』では、「グレイヘア
をしてみたいが、逆に髪やファッションに気を付けなければならないから、
もう少し先になる」（61歳）、「グレイヘアは自然体で良いが、芸能人
などのきれいな人でないと難しいのではないか」（60歳）などの声があ
りました。グレイヘアに関心を示しながらも、自分ごととなると取り入れる

ことは難しいと感じている様子が窺えました。
このほか、『グレイヘアの女性調査』では、グレイヘアの女性たちは染
めなくなったからこそ、ヘアケアやヘアスタイルに気を配ったり、血色を良く
見せるチークや口紅を塗ったり、鮮やかな色の洋服を着たりと、より身だ
しなみに工夫や努力をし、グレイヘアを活かすおしゃれを前向きに実践
していることがわかりました。
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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。＜松＞

広告に異性を起用したブランド
最近、洗剤や柔軟剤などのCMで男性タレントをよく見かけるようになったと思いませんか？
以前のCMでは、お母さんと子どもが天気のいい外で一緒に洗濯といったシーンをよくみかけましたが、最近はそういったCMはめっきり減りました。その
背景のひとつとしては、共働き世帯の急増やシングル男性／女性の増加が挙げられます。最近の「アタックZERO」のCMでは、独身風の「洗濯男子」
がとても印象的に描かれています。
もうひとつの背景としては、ジェンダー意識の変化が挙げられます。かつて、あるインスタントラーメンのCMで「わたし作る人、ボク食べる人」を描いたとこ
ろ、固定的な性別役割分担を強調しているとして大きな批判を浴びました。今でいうジェンダー炎上です。最近のCMはこうしたジェンダーの問題にも敏
感であることが求められています。
化粧品業界においては、ターゲットが「女性」と固定化されているものが多いため、起用タレントも共感を得やすい同世代の女性がほとんどですが、女
性を年齢や容姿で判断するような描き方をすれば、ジェンダー炎上と無縁ではありません。
一方で、あえて本来のターゲットではない異性のタレントを起用するケースもあります。以前のメンズコスメブランドのなかには、あえて女性タレントを起
用することで、女性から男性に化粧品を勧めてもらい習慣化を図ろうという狙いがありました。
また、最近のCMで秀逸なものとして、プレミアアンチエイジングの「DUO」が挙げられます。KinKi Kidsという男性タレントの起用に加え、洗練されたビ
ューティイメージとは真逆の昭和歌謡を採用することで、大きな注目を集めました。こちらは逆張りマーケティングが成功した事例といえるでしょう。

下表は、狙いはさまざまですが、本来のターゲットではない、異性のタレントを起用したブランドです。

＜広告に異性を起用したブランド＞ ※終了したものも含む

ブランド名

「DUO」
（プレミアアンチエイジング）
「薬用ビューネ」
（日本メナード化粧品）
「ジュレーム」
（コーセーコスメポート）
「エッセンシャル」
（花王）
「エッセンシャル flat」
（花王）

起用タレント

ブランド名

「ディアボーテ」

KinKi Kids

（クラシエホームプロダクツ）
「ミノン」

竹内涼真

（第一三共ヘルスケア）
「ニベア」

松本潤 他

（ニベア花王）
「アネッサ」

出川哲朗

（資生堂）
「ワフードメイド」

櫻井翔

（pdc）
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起用タレント

高橋一生

坂口健太郎

岡田将生

武田真治 他

Matt

近刊資料のご案内

弊社の調査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、
お気軽にお問合せください。

0120-30-6531

2020年3月9日発刊予定
2020年 アンチエイジング化粧品の市場分析調査
※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。

事業所内限定版 ［書籍+PDFセット版］

法人パッケージ版 ［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

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）

97,000円（税抜）

194,000円（税抜）

通常価格：107,000円（税抜）

通常価格：214,000円（税抜）

市場編

個別企業編

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

◆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
◆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

2020年3月9日発刊予定
2020年 化粧品企業のR&D戦略
※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。

事業所内限定版［書籍+PDFセット版］

法人パッケージ版［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

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）

97,000円（税抜）

194,000円（税抜）

通常価格：107,000円（税抜）

通常価格：214,000円（税抜）

集計・分析編
１.市場概要
２.化粧品の市場規模推移
３.主要企業のR&D体制
４.主要企業の戦力分析
５.主要企業の研究開発動向
６.主要企業の特許分析
７.今後の方向性

個別企業編
◆株式会社資生堂
◆花王株式会社
◆株式会社コーセー
◆ポーラ化成工業株式会社
◆株式会社ノエビア
◆日本メナード化粧品株式会社
◆株式会社ファンケル
◆日本ロレアル株式会社
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◆株式会社マンダム
◆ロート製薬株式会社
◆ライオン株式会社
◆株式会社ミルボン
◆株式会社ナリス化粧品
◆株式会社アリミノ
◆ホーユー株式会社
◆クラシエホームプロダクツ株式会社

◆富士フイルム株式会社
◆化粧品原料メーカー

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。

肌極 つるすべ素肌洗顔料 洗顔パウダー（コーセー）
北口貴一（35） Beauty
購入したきっかけ
洗顔料を探していて、卸のお店で見つけた。“酵素”のワードが目について、酵素は体にいいイメージだった
ので良さげかなと思った。パウダーも使用したことないので、購入に至った。

お気に入りのポイント
初めて使ってみたら衝撃！今までに感じたことのない、ハリが出てすべすべに。
月2回のペースで使用していて、もう1年くらいになる。ざらざらがなくなってしっとりする。
仕事に気持ちを入れたいときに使用している。
なんといっても、初めて使ったときの驚きが忘れられなく、周りにも勧めた！

次に気になっているアイテム
SHIROのミスト。店頭のテスターで使用して香りがとてもよかった。少し値がするので…
化粧品ではないが、北海道と自由が丘にあるSHIROカフェに行きたい！ヴィーガンパン
ケーキなども気になる。

TPCレポートのご案内

2020年
3月9日

2020年 アンチエイジング化粧品の
市場分析調査

［市場調査レポート］予約販売価格：97,000円（税抜）

2020年
3月以降

2020年 スキンケアのアイテム別
市場分析調査

［市場調査レポート］予約販売価格：97,000円（税抜）

2020年
4月22日

2020年 化粧品企業の
グローバル戦略調査

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合せください！
※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。

2020年
3月9日

［市場調査レポート］予約販売価格：97,000円（税抜）

2020年
4月7日

2020年女性の美容に関する意識・
実態調査

2020年
4月末

2020年インナービューティの
実態とニーズ

［消費者調査レポート］頒価：390,000円（税抜）

2020年
4月末

［消費者調査レポート］頒価：390,000円（税抜）

発行元

2020年 オーガニック・ナチュラル
コスメの市場分析調査

［市場調査レポート］予約販売価格：97,000円（税抜）

［市場調査レポート］予約販売価格：97,000円（税抜）

2020年
4月末

2020年 化粧品企業のR&D戦略

2020年 女性の髪・頭皮に関する
意識・実態調査

［消費者調査レポート］頒価：390,000円（税抜）

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

0120-30-6531
［営業時間］ 9:00～17:00（土日祝除く）

TEL
Corp

06-6538-5358
http://tpc-cop.co.jp/

SHOP

