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いつも大変お世話になっております。ヘルス担当の北川で

す。 

 

早いもので2018年も残りわずかとなりました。 

テレビや雑誌を見ていると、神戸ルミナリエやなばなの里な

どで行われているイルミネーションの特集をよく見かけます。

私もここ数年、この時期になるとイルミネーションを見に行く

のですが今年はどこにしようか迷っています。ここが綺麗だっ

た、ここは良かったなどおススメのスポットがあればぜひ教え

てください。 

 

さて、健康食品業界でみるとこの1年は広告規制の話題が尽

きなかったのではないでしょうか。痩身効果や豊胸強化、太る

ことを謳ったサプリメントを展開する会社など、様々な企業に

対して課徴金の納付が命ぜられたほか、今年5月には消費者庁

が打ち消し表示に対する監視を厳格化することを発表するな

ど、広告規制に関するニュースは枚挙に暇がありません。どこ

までが謳えてどこからは謳えないのか、あるいはどういった表

現なら問題が無くどういった表現なら問題があるのか、2019

年は業界の成長を犠牲にしない形での制度化を期待したいと

思います。 

 

一方で、当ニュースレターの今月の気になるヒット商品でも

紹介しているように数多くの商品が世の中でヒットしていま

す。当コーナーで取り上げたものだけでも、若年層に支持され

ている「すっきりフルーツ青汁」（㈱メディアハーツ）やアスリ

ート・スポーツ愛好者向けの「マグネシウムスポーツローショ

ン」（㈱アスリートネット湘南）、ダイエット訴求の「夜遅いご

はんでも」シリーズ」（㈱新谷酵素）など、様々な訴求でヒット

商品が生まれています。 

そんな当コーナーですが、今月は㈱メディアハーツの

「KUROJIRU」について取り上げておりますのでぜひ楽しくお

読みください。 

 

皆様には本年も大変お世話になりました。 

2019年もどうぞよろしくお願いいたします。 

（北） 

サンスター、オーラルフレイル予防啓発に注力 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ヶ月ほどの間に発表があった、ヘルス業界に関するニュースを簡単にご紹介いたします。 （中） 

Libeiroは、わがままダイエットサプリ「シュガリミット」

が発売から4ヶ月で累計販売数35,000袋を突破したと発表し

ました。 

これまでは、糖質を制限することで体重を減少させる「糖質

制限」がダイエットの主流でしたが、「糖質制限」だけを行っ

ていると、肝心の脂肪ではなくリスクである筋肉が減少して

しまうリスクが明らかになっています。その中で、同商品は摂

った糖質を上手く活用してダイエットをサポートする「糖質

活用」ができる商品となっており、拡販が進んでいます。 

Libeiro、「シュガリミット」がヒット 

雪印ビーンスタークは、子供を二人以上出産した経験を持

つ女性 計500人（22歳～45歳）を対象に、サプリメントな

どの栄養摂取状況に関する調査を行いました。 

まず、妊娠前や妊娠時にサプリメントを摂取したか？とい

う設問においては、約半数（50.6％）の女性のみが「摂取し

た」と回答しました。また、サプリメントを摂取したことのあ

る女性253人に「妊娠前、妊娠中、つわり時と、どのようなサ

プリメントを摂取したか？」と聞いたところ、妊娠前では4割、

妊娠中では9割以上が葉酸と回答しました。そのほかに、鉄分、

カルシウムなど、妊娠期に特に不足しがちな栄養素をサプリ

メントで補っている様子がうかがえました。また、全てのサプ

リメントに関して、妊娠前、妊娠中、つわり時と比較すると妊

娠中の摂取が一番多い半面、つわり時は摂取が大幅に減って

おり、つわりの影響から栄養素の摂取が減少する様子がわか

りました。 

雪印ビーンスター、妊娠前／時の栄養摂取状況

調査 

Tima JapanとToyoida Familiaは、「アルコール代謝に関す

る特許」を世界各国で取得している二日酔い対策サプリメン

ト「SUPALIV（スパリブ）」をアメリカで発売し、同国のサプ

リメント市場に参入することになりました。この「SUPALIV」

の製造・販売を手掛けるTima JapanとToyoida Familiaは、

日本企業の北米展開を支援するトライオリティジャパンとの

間で販売契約ならびに優先販売権付与に関する覚書を締結し

ました。今後、ニューヨーク、ダラス、ロサンゼルス、ホノル

ルなど日本人駐在員や日系人が多く滞在しているエリアから

試験的に販売を開始し、3年以内に全米への展開を目指してい

ます。 

Tima Japan他、二日酔い対策で米市場へ参入 

シックスセンスラボは、女性の美しさ、健やかさを目的にし

たサプリメントシリーズ「女プリメント（じょぷりめんと）」

を発売しました。同ブランドは、「そばに、いる。女性の素敵

な一生に、寄り添い、支える」がコンセプトとなっており、男

性が経験することがない「生理、妊娠、出産、閉経」という女

性特有の大きな体の変化に伴って、必要となる栄養素をサプ

リメントで補うことを目的にしています。また、育児や家事、

仕事など様々な場面で、最大のパフォーマンスが求められる

現代の女性を、サプリメントを通じて応援したいという想い

が込められています。 

シックスセンスラボ、「女プリメント」発売 

サンスターは、健康寿命の延伸に寄与すべく、オーラルフレ

イル予防に取り組んでおり、取り組みの第一弾として、お口の

動きのチェックやトレーニングができる無料iPhoneアプリ

「毎日パタカラ」と、オーラルフレイル予防の啓発アニメーシ

ョン、啓発冊子を12月14日（金）より公開しました。 

iPhoneアプリ「毎日パタカラ」は、通話用マイクに向かっ

て「パ・タ・カ」音を一定時間に連続で何回発音できるかによ

って、唇や舌の動きの状態を確認できるというものになりま

す。啓発冊子「Mouth & Body Topics 食べられるお口で健康

寿命の延伸を目指す～オーラルフレイル予防最前線～」は、オ

ーラルフレイルとは何か、どう対処すればこれを防いで元気

に長生きできるのかの最新情報を、オーラルフレイル研究の

第一人者である医科・歯科の先生方に伺いまとめたものにな

ります。 

サンスター、オーラルフレイル予防啓発に注力 



 

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いたします。 （今） 

DHCが発売した「デトクレンズ」は、強力な吸着作用を持

つ『ヤシガラ活性炭』を主原料としたサプリメントです。毎日

の生活でため込みがちなガスや臭い、AGEsなどの不要な成分

を吸着・体外に排出し腸内環境を整え、それにより代謝改善や

老化防止、肥満予防などの効果をもたらします。ほかにも、食

事の脂にアプローチするα-シクロデキストリンや乳酸菌＋酵

母を配合し、体も心も軽やかな毎日を応援します。 

DHC、炭の力に着目したサプリメ

ント 

健康食品素材などの提供を行う林原は、初の消費者向け製

品シリーズ「スマート生活応援サプリ」の第一弾として「ファ

イバリクサ顆粒」を上市。同社の独自素材であるイソマルトデ

キストリンを配合した顆粒タイプの食物繊維であり、様々な

飲料や食品に混ぜることが可能です。同社は、消費者向け製品

の発売を通じて自社素材の認知度を高め、主力であるメーカ

ー向け製品の売上を拡大させていきたい考えです。 

林原、「スマート生活応援サプリ」 

ユーグレナが発売した「SPURT（スパート）」は、“持続力”

に焦点を当てたスポーツ用ゼリー飲料です。アスリートが最

後の1秒まで力を発揮できるよう公認スポーツ栄養士やトッ

プアスリートと配合に関する調整を重ね、豊富な栄養素を含

むユーグレナを中心に、エネルギーとなる糖質や集中力をサ

ポートするGABA、ビタミンやミネラルなどの栄養素をバラン

スよく配合しています。 

ユーグレナ、同社初めてのスポーツ

関連商品を上市 

花王は、「ヘルシア」シリーズより新しく機能性表示食品の

販売を開始しました。手軽に摂取できるスティックタイプを

投入することで、利用者の拡大を目指します。商品は「内臓脂

肪が気になる方」に向けた茶カテキンを関与成分とする「ヘル

シア 茶カテキンの力 緑茶風味」と、「血圧が高めの方」に向

けたクロロゲン酸を関与成分とする「ヘルシア クロロゲン酸

の力 コーヒー風味」と「同 黒豆茶風味」の3種類を展開して

います。 

花王、「ヘルシア」より機能性表示 

日本中央製薬が発売した「メモリーキープEX」は、記憶力

の向上を謳ったサプリメントの中でも、特に「覚える」機能の

サポートに焦点を当てた商品です。脳内血流を促進する効能

を持つシルクペプチドを主配合したほか、長時間の座学によ

る体内血液循環の不良を解消するショウガエキスや、受験勉

強に伴う栄養の偏りを補うビタミンなどを配合し、受験生の

「覚えられない脳」を「覚える脳」へサポート。 

世界初、「覚える」機能の受験生用サ

プリ 

キューサイが発売した「シオナガス」は、摂りすぎた塩分を

流す効果を持つサプリメントです。食事で摂取した塩分を吸

着し便と一緒に流す働きを持つ、海藻類に含まれる成分であ

るアルギン酸塩を主原料とし、塩分が気になる食事のおとも

に飲むだけで手軽な塩分ケアが可能。世界的に見ても塩分摂

取量が高い日本人に、塩分を控えるのではなく“流す”という

新しい塩分ケアの提案を行っています。 

キューサイ、新発想の塩分吸着サ

プリ 

「えがおの高麗人参」は、和漢の王様とも言われる健康素材

のひとつである高麗人参を使用した、年齢に負けない元気な

毎日を応援するサプリメント。高麗人参を皮ごと蒸して乾燥

させた「紅参」に多く含まれるジンセノサイドが健康不安をま

とめてケアします。さらに、乳酸菌で発酵させることで体内へ

の吸収速度を3倍以上にまで速めた「発酵紅高麗人参エキス粉

末」を配合し、効能をより高めています。 

えがお「えがおの高麗人参」 

大正製薬は、生活習慣病予防をサポートする健康食品を展

開する「Livita」シリーズに、新たに粒タイプの機能性表示食

品を4品目追加。食後の血糖値、高めの血圧、中性脂肪・コレ

ステロール、体脂肪といった4つの悩みそれぞれに対応した商

品を展開します。これまでのラインナップは粉末タイプのみ

でしたが、今回手軽に摂取できる粒タイプが投入されたこと

で、顧客の幅広いライフスタイルに対応しています。 

大正製薬、「Livita」に機能性表示 



 

今月の気になるキーワード 

今回は、そろそろブームになるのでは？と言われている「昆

虫食」について簡単に説明させて頂きます。 

 

現在76億人の世界の人口は、医療技術の発達による発展途

上国の子供の死亡率の低下や高齢化の進行などで2050年に

は100億人に迫る勢いで急増しています。このように人口が

増加すると、現在の食糧生産状況では全員に十分な食料が行

き届かず、食糧不足に陥ることが危惧されています。 

 

そんな食料不足を救う手段として国連食糧農業機関（FAO）

が推奨しているのが、昆虫食なのです。日本でも長野県などの

一部地域では古くからイナゴや蜂の幼虫が食されているな

ど、昆虫食はすでに世界各地で重要なたんぱく源となってい

ます（写真）。最近では、日本でもそのおいしさに積極的に食

べる人が増えてきていると言われており、昆虫食を提供する

飲食店なども増えてきているそうです。 

 

また、昆虫食をビジネスに生かそうと考える人も出てきて

おり、昆虫食ベンチャー㈱BugMoは、“コオロギ”由来のプロ

テインバー「BugMo Cricket Bar」を、自社オンラインサイト

およびジムやフィットネススタジオで販売開始しています。 

同社の説明によると、コオロギには、①畜産において使用さ
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最近よく耳にする”あのフレーズ”をひとつ取り上げ、簡単にご紹介します。 

昆虫食 

れることが一般的な抗生剤やホルモン剤の不安も一切ない、

人にも自然にも優しい安心安全なタンパク質源、②ほかの幾

らかのタンパク質源と異なり、筋合成に必要な必須アミノ酸9

種・BCAAを豊富にバランスよく含有している、③小さな体に

ギュッと詰め込んだ豊富な亜鉛、鉄分、カルシウム、マグネシ

ウム、ビタミンB12、オメガ3などを含有している、④単位タ

ンパク質量あたり、昆虫は牛に比べ、1/2000の水、1/10のエ

サしか必要とせず、より環境に優しい、資源を消費しないエコ

なタンパク質、などの特徴があるそうです。 

 

そのほかに、食用コオロギ製品などを輸入、販売している会

社である「昆虫食のentomo」は、昆虫食の研究を行っている

東大阪大の准教授とともに、昆虫食の試食会を開催するなど

浸透に向けた活動を行っており、「まずは昆虫食に関するルー

ルなどを話し合う業界団体の設立を目指し、将来的には日本

国内に食用昆虫の養殖工場を建設したいと考えている」と意

気込んでいます。 

 

このように、少しずつ注目を集めている昆虫食ですが、多く

の消費者が感じている昆虫自体の見た目の抵抗感をどのよう

に解決していくのかが、昆虫食の拡大に向けたカギとなりそ

うです。 



 

今月の「まとめてみました」 

今回は、「記憶・認知」関連の2018年の機能性表示食品の届

出状況についてまとめてみました。 

 

2017年の届出件数79件に比べ、2018年は23件と少なくな

りましたが、今年はサントリーウエルネスやアサヒグループ

食品など主要サプリメントメーカーのバージョンアップや新
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このコーナーでは、健康食品関連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いたします。 （森） 

「記憶・認知」関連商品 

しい効果追加が特徴と言えます。例えば、ターゲットを「高齢

者」「中高年」に絞る、効果は「脳の血流改善」や「前向きな

気分」、さらに「短期記憶」「数に関する」など単なる『記憶』

に留まらず細やかな訴求になっています。また、異色商品とし

ては、井原水産の「健康イクラ」が挙げられます。 

＜主な展開ブランド・商品＞ 

商品・サービス 特徴 

「シュワーベギンコ 

イチョウ葉エキスエキス a」 

（アサヒグループ食品） 

・関与成分＝イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン 

・訴求効果＝健康な高齢者の加齢によって低下する脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（言葉・物のイ

メージ・位置情報を思い出す力）を維持する。 

・前回届出＝記憶力（言葉・物のイメージ・位置情報を思い出す力）を維持する。 

「サントリーオメガエイド」 

（サントリーウエルネス） 

・関与成分＝DHA、EPA、ARA 

・訴求効果＝健康な高年齢者において、認知機能の一部である注意機能（重要な物事に素早く気づけることや、複数

の物事に注意を払えること）の維持に役立ち、また、前向きな気分（気分がさえわたること、生き生きすること、積極的な

気分でいること、活気がわいてくることなど）を維持する。 

・前回届出＝健康な高年齢者において、認知機能の一部である注意機能（重要な物事に素早く気づけることや、複数

の物事に注意を払えること）の維持に役立つ。 

「ごま豆乳仕立ての 

みんなの味方 DHA」 

（日本水産） 

・関与成分＝EPA、DHA 

・中高年の方の加齢に伴い低下する、認知機能の一部である記憶力を維持する 

・前回届出＝認知機能の一部である記憶力、判断力を維持する。 

「えがお DHA＆EPA」  

（えがお） 

・関与成分＝DHA、EPA 

・年齢とともに低下する認知機能の一部である判断力（情報を適切に判断する力）や記憶（数字を覚える力）を維持

する機能。血中中性脂肪を低下させる機能。 

「健脳ヘルプ」 

（小林製薬） 

・関与成分＝クルクミン 

・年齢とともに低下する認知機能の一部である記憶力（日常生活で生じる行動や判断を記憶し、思い出す力）や注意

力（注意を持続させて、一つの行動を続ける力）を維持する機能 

「記憶プロ」 

（ダイドードリンコ） 

・関与成分＝イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクト、GABA 

・加齢によって低下した脳の血流を改善し、認知機能の一部である記憶力（日常生活で見聞きした言葉や図形などを覚

え、思い出す力）を維持する。事務的作業による一時的な心理的ストレスを緩和する。 

「健康イクラ」 

（井原水産） 

・関与成分＝DHA、EPA 

・血中中性脂肪を低下させる機能。認知機能の一部である短期記憶（短時間で情報を保持し、同時に処理する能

力）をサポートする機能。 



 

今月の気になるデータ 

12月に入り一気に冬らしい冷え込みとなりましたが、皆さ

んは体調など崩されていませんでしょうか。今回は本格的な

寒さを迎える中、多くの女性が悩みを抱える「冷え性」につい

てのデータをご紹介したいと思います。 

 

江崎グリコが実施した調査（20～60代女性500人対象）に

よると、冷え性を自覚する女性は約7割にあたる66.6％で、そ

のうち約9割が「手先・足先など末端が冷える」（95.8％）、「肌・

皮膚表面が冷たくなる」（89.5％）などのトラブルに悩まされ

ていることがわかりました。 

一方で、冷え性を自覚する女性のうち3人に1人は、「効果的

な対応策がわからない」という理由から何もしないまま放置

しており、十分なケアがなされていない状況となっています。

また、冷え性を自覚する女性の75.1％が「動くのが億劫」、
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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いたします。 （福） 

66.6％ 
65.8％が「仕事や家事に集中できない」、60.7％が「生活が楽

しめない」と、生活の質の低下につながる症状を訴えており、

いずれも冷え性を自覚しない女性よりも高スコアとなってい

ます。 

これらのことから、江崎グリコは『冷え性は体の冷えだけで

なく、心の冷えも招く』と分析し、冷え対策の重要性を説いて

います。 

 

日本では成人女性の半数以上が冷えの問題を抱えており、

近年では男性の中にも冷え性を自覚している人が増えている

と言われています。これは、生活環境や食生活の変化などが要

因として考えられますが、地球温暖化による影響で、季節の変

わり目における寒暖差の大きさも冷えの自覚を促す要因の一

つと言えるかもしれません。冷え性を自覚する人が増える中、

血流改善による冷え対策や体を温める温活は、今後ますます

重要度を増すこととなりそうです。 

今月の気になるヒット商品 

今回取り上げるのは、㈱メディアハーツの「KUROJIRU ～

Black Cleanse～」です。同商品は、『チャコール（炭）クレン

ズ』に着目したダイエットドリンクで、2018年4月の発売か

ら半年間で2,500万包を出荷する大ヒット商品となっていま

す。 

 

これまでにも『チャコールクレンズ』を謳った商品は多く展

開されていましたが、これらの商品は無味無臭でコーヒーや

スープなどの料理に混ぜて摂取するものが中心でした。そこ

で、同商品は水だけで手軽に飲めるチャコールクレンズとし

て、黒糖玄米風味に仕上げています。また、配合成分も吸着力

が強い3種類の炭成分だけでなく、250種もの植物発酵エキス

も配合し、“美しく美味しくすっきり”を謳った商品となって

おり、30代女性を中心として『次世代のチャコールクレンズ』

として人気を獲得。わずか半年で2,500万包もの売上に繋げて

います。 

 

最近のヘルスケア市場でヒットしている商品を、ひとつご紹介いたします。 （北） 

㈱メディアハーツ「KUROJIRU」 

また、飲用シーンも『1日1食を置き換える』といったもの

から『食前に飲むことで食事量を減らす』、『おやつ替わりとし

て』、『朝食のヨーグルトに振りかける』など様々なシーンで利

用されており、手軽に炭成分を摂取できることが評価されて

います。 

 

同社は以前に紹介した「すっきりフルーツ青汁」（2018年1

月号）も販売しており、こちらも若年層を中心に支持されてい

ます。「KUROJIRU」や「すっきりフルーツ青汁」をはじめ同

社の商品は若年層をターゲットとしたものを多く展開してお

り 、「 す っ き り フ ル ー ツ 青 汁 」 で 獲 得 し た 消 費 者 へ

「KUROJIRU」を紹介するなど顧客層のクロスセル化にも注

力していることも、同商品のヒットの要因として挙げられる

でしょう。 



 

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。 

2018 年 
健康食品の通販事業戦略調査 

機能性表示食品が市場を牽引 

2017年度の通販健康食品市場は、前年度比3.6％増の5,040億円となった。同市場は、この10年間

で約1.4倍に拡大した。その背景には、高齢化の進展に伴う健康ニーズの高まりと、機能性表示食品

の拡大がある。この結果、機能性表示食品に注力する企業が売上を大きく伸ばしている。当資料では、

通販健康食品の市場動向を調査するとともに、健康食品を展開する企業の商品展開、販売・販促状況、

今後の戦略について分析している。 

発刊日：2018 年 10 月 18 日 / 頒価：97,000 円（税抜） 

市場編 

1.調査概要 

1）調査目的 

2）調査対象媒体 

3）調査対象商品 

4）調査対象企業 

5）調査方法 

6）調査期間 

7）その他の留意点 

2.通販市場の概況 

3.通販健康食品市場の概況 

1）通販健康食品市場への参入経緯 

2）最近の主な動向 

4.通販健康食品の市場分析 

1）通販健康食品の市場規模 

2）通販健康食品の企業別販売高 

3）通販健康食品のブランド別販売高 

4）通販健康食品の分野別販売高 

5）通販健康食品の訴求別販売高 

5.通販健康食品の顧客分析 

6.通販健康食品の商品分析 

1）主要企業の商品展開状況 

2）主要企業の分野別展開状況 

3）主要企業の訴求別展開状況 

4）主要企業の価格帯別展開状況 

5）主要企業のブランド特長 

6）主要企業の新商品発売状況 

7.通販健康食品の販売方法分析 

1）主な通販媒体 

2）受注・発送業務 

3）販売促進策 

8.今後の展開 

1）通販健康食品の今後の市場性 

2）主要企業の今後の展開 

個別企業編 

◆味の素株式会社 

◆株式会社えがお 

◆オルビス株式会社 

◆キューサイ株式会社 

◆小林製薬株式会社 

◆サントリーウエルネス株式会社 

◆株式会社世田谷自然食品 

◆株式会社ディーエイチシー 

◆株式会社ドクターシーラボ 

◆株式会社ファンケル 

◆森下仁丹株式会社 

◆株式会社山田養蜂場 

◆ライオン株式会社 

◆株式会社エバーライフ 

◆株式会社健康家族 

◆大正製薬株式会社 

◆株式会社富士フイルムヘルスケアラボラトリー 

◆株式会社わかさ生活 

◆その他の注目企業 

・株式会社やずや 

・万田発酵株式会社 

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

TPC ビブリオテック 

9:00-17:00（土日祝除く） 

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 

1）総販売高 

2）通販チャネルの販売構成 

3）通販健康食品の販売構成 

6.販売方法 

1）主な通販媒体 

2）主な顧客サービス 

7.受注・発送のフロー 

8.今後の展開 



 

化粧品・健康食品の通販攻略セミナー 
～広告規制が厳しくなるなか、効果的な訴求方法とは？～ 

8 

今後の発刊予定 
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：2019年2月 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2019年 サプリメントの市場分析調査 

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 

市場調査 

外部講師：合同会社マジワン 代表 永瀬 晃大朗 様 

発刊予定：2019年1月 

予約販売価格：360,000円（税抜） 

睡眠サポート食品（機能性表示食品）利用者の 
ペルソナ分析とニーズ分析 

消費者調査 

フリーダイヤル 
営業時間：9:00～17:00（土日祝除く） 

0120-30-6531 

FAX 
営業時間：9:00～17:00（土日祝除く） 

06-6538-6531 

メール 

webmarke@ 

tpc-osaka.com 

受講料：3,000円／1人 予約制 

●景品表示が厳しい今だから知りたい 売れる広告表示テクニック 

東京 2019/4/11 (木) 

〒101-0047 東京都千代田区内神田三丁目6番2号 アーバンネット神田ビル3F 

※1 テーマのみのご参加は承っておりま

せんので、予めご了承ください。 

お申込・ご質問などお気軽にお問い合わせくださいませ 

景品表示法・薬機法など、通信販売を行う上での関連する法律が整う中で、広告表示にはテクニックが必要にな

ってきました。その鍵となるのがコンセプトを強化し、コンテンツをつなぐアイコンと言えます。本セミナーで

は、健康食品や化粧品における事例を紹介しながら分かりやすく解説致します。 

2008 年に株式会社ファインドスターに入社、2014 年よりクリエイティブ局の局長に就任。以降、グループ会社の立ち上げに

参画し、2017 年より独立。販売に総合的にかかわる企画立案や、商品のコンセプト提案から企画を担当。主に新規顧客獲得に

おける制作に関しては、オフラインとデジタル、新規+CRM を幅広く手がけることができます。 

●「No.1」表示の効果と活用法 
近年、多くの企業が広告等で「No.1」を謳っています。「No.1」を謳うことはマーケティング上、競争優位に働

きます。しかし、単に「No.1」を謳えばいいという訳ではありません。本セミナーでは、化粧品企業の「No.1」

の活用事例を紹介しながら、持続的な成長を実現するためのポイントについてお話します。 

講師：マーケティングリサーチ事業部 部長 松本 

発刊予定：2019年2月 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2019年 東アジアの健康食品市場 


