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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。 

 

寒い日が続いておりましたが、ようやく春らしく暖かくなってきま

した。 

最近、戦後に植えられたソメイヨシノが寿命を迎えつつあるという

ニュースを耳にしました。 

桜は綺麗で日本らしさを感じられることからとても好きなので、今

春もこれからもたくさんの花を咲かせられるよう、見守っていきたい

と感じました。 

 

さて、このたび弊社のコンシューマーレポートなどをWEB上でご覧

いただけるようになりましたので、ご紹介させていただきたいと思い

ます。 

自由に閲覧ではなく、ご要望いただいてから、こちらからメールの

URLにてお誘いし、接続する形式になります。 

◆Microsoft Teams（オフィス365でなくても対応可能です） 

https://products.office.com/ja-jp/microsoft-

teams/group-chat-software 

画面を共有することにより、WEB上で同じレポートを見ながら自由

に会話もできますので、質問やディスカッションもやりとり可能です。 

 

これまで壁となっていた、 

・弊社の出張とお客さんの時間のタイミングが合わない… 

・購入しないかもしれないのにわざわざ大阪から来てもらうのは気

が引ける… 

・担当者が複数おり、場所が離れているため一緒にレポートを見る

ことができない… 

などのマイナス面を解消することができると考えております。 

 

お手元にパソコンとネット環境があれば対応可能ですので、ご覧に

なりたいコンシューマーレポートなどがございましたら、気軽にお試

しくださいましたら幸いです。 

 

 

それでは、今月号もどうぞお楽しみくださいませ。 

（池） 
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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） 

アテニアは3月1日付で、取締役営業戦略室室長だった斎藤

智子氏が代表取締役社長に就任しました。生え抜きの社員が

同社代表に就任するのは初めてとなり、同日付で親会社であ

るファンケルの執行役員にも就任しました。これに合わせ、通

販・店舗の連携を強化するなど経営体制を一新し、強固な販売

体制を確立することで成長を加速させていきます。 

アテニア、成長加速へ社長交代 

ナリス化粧品は子会社であるナリスアップコスメティック

スを4月1日に合併しました。同社は1932年の設立後、1988

年にセルフ市場へ進出、2000年にナリスアップコスメティッ

クスを設立。さらなる事業拡大を図るために、今回合併するこ

とに至りました。両社の有する販売促進力やイベント展開力

などを効率的に活用し、ナリスブランドを向上させていきま

す。なお、従来のナリスアップコスメティックスの事業はナリ

ス化粧品リテール事業部として継続し、今後も「ナリスアッ

プ」ブランドとして展開していきます。 

ナリス化粧品、子会社を合併 

スキンケア化粧品の通販事業を展開するJIMOSは、子会社

で、ECで実績を挙げてきたインフィニティービューティーを

吸収合併しました。インフィニティービューティーはこれま

で、楽天市場やアマゾン、ヤフーショッピングなどに出店し、

美容室向けのヘアケア化粧品などを販売。18年12月にJIMOS

が子会社化していました。今回の合併により、JIMOSがカタ

ログ通販で培ってきた顧客とのコミュニケーションの知見

と、インフィニティービューティーのEC出店の経験を掛け合

わせ、相乗効果を狙う構えです。 

JIMOS、化粧品子会社を合併 

ミルボンは、再生皮膚モデルを活用してヘアカラーの刺激

を数値化する技術を開発。また、この刺激を評価する技術をも

とにヘアカラーの刺激を抑制する素材の探索にも取り組み、

植物油の中で『メドウフォームオイル』と『アプリコットオイ

ル』に刺激抑制効果が高いことを発見しました。今回の研究成

果をヘアカラー製品に応用し、多くの女性が安心してヘアカ

ラーを楽しみ続けられるよう提案していきます。 

ミルボン、ヘアカラーの刺激を数値化 

花王は4月より、ソフィーナおよびカネボウ化粧品の店頭に

カウンセリング時に使用する新肌解析機を順次導入します。

新肌解析機は現行機器よりも機能や操作性が向上し、測定・解

析の内容が充実。また、これらにかかる時間が短縮され、解析

結果もより鮮明にわかりやすく表示できるようになりまし

た。さらに、解析データを店頭顧客システムと連動させること

で、選択した過去のデータと比較したアドバイスができ、顧客

の要望やシチュエーションに応じて満足度の高いカウンセリ

ング提案が可能になるとしています。 

花王、新・肌解析機を導入 

ポーラ化成工業は、動画解析やAI技術を用いることで、誰

でも簡便かつ高精度に、皮下組織を含む肌内部の水分量・粘弾

性を分析できる新たな技術を開発しました。同社は皮下組織

の状態を捉えるために表情を作る際の肌表面の動きに着目

し、タブレットで動画を撮影するだけで皮下組織の状態まで

も推定する方法を構築。この成果により、今まで以上に一人ひ

とりの肌状態に合わせたスキンケアアドバイスが可能にな

り、ポーラ・オルビスグループから提供されるカウンセリング

サービスに活用される方針です。 

ポーラ化成、AI技術を肌分析に導入 

資生堂はスキンケアブランド「ナビジョン」の新戦略を発表

しました。「ナビジョンDR」シリーズは引き続き美容皮膚科を

中心とした医療機関・クリニック向けとして展開。一方「ナビ

ジョン」シリーズは、美容医療を体験したいと思っていながら

も、金銭面やリスクを理由にまだ利用できていない生活者に

向けてセルフ市場に導入します。同社は、近年消費者が美容に

求めるレベルやパーソナライズな処方、治療へのニーズが高

い傾向にあると分析。また、多くの女性は美容医療に関心があ

るものの抵抗があるという点に着目し、プロフェッショナル

な効果をより手軽に体感する“プロ美容市場”を創造する構え

です。 

資生堂、「ナビジョン」セルフ市場へ導入 

コーセーは美容室向け化粧品の卸売り事業を強化します。

近年は、美容室向け化粧品の市場規模そのものが横ばいで推

移していますが、同社としての提案も手薄となっており新鮮

さや魅力を打ち出せていないことが課題となっていました。

こうした点を踏まえ、今後5～10年をかけて美容室で販売す

る化粧品を整理・改廃。売り上げの柱となる商品の育成に集中

する考えです。また、知名度のあるコーセー商品を活用し、取

り扱い美容室を拡大するなど、美容室向け化粧品市場での存

在感を高めていきます。 

コーセー、美容室向け卸売りを強化 



 

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） 

クラシエホームプロダクツは、「肌美精」よりワンランク上

のプレミアムシートマスクシリーズ「３D濃厚プレミアムマス

ク」を新たに発売します。このシリーズは、“油分補給”、“水

分保持”、“シートの密着力”の3点に着目。具体的には、水分の

中でとても小さな粒（マイクロサイズ）になった状態のオイル

（マイクロオイル処方）を採用しているほか、水分保持力がヒ

アルロン酸の2倍とされる『リピジュア(R)』を配合していま

す。また、小鼻や口元、アゴ下も顔の凹凸にピタッと吸い付く

ような密着感のあるシートを採用しています。 

クラシエHP、「肌美精」新シートマ

スク 

花王は、ヘアケアブランド「エッセンシャル」から、ブラン

ド初となる男性用「FREE&EASY（フリーアンドイージー）」

を導入します。今回、スタイリング重視の若年世代の男性（ワ

ックス男子）に向けて、ワックスで束になった髪も1度で泡立

ち、きしまずに洗えるシャンプーと、寝ぐせを抑えスタイリン

グしやすくするコンディショナーをラインアップ。洗髪時と

翌朝のスタイリング時の時短を実現し、“わずらわしさの解

決”を提案していきます。 

花王、「エッセンシャル」初男性用 

石澤研究所は、「紫外線予報」より「冷たいUVスプレー』を

数量限定で発売します。こちらの商品は、シャーベットのよう

に冷たいUVアイテムで、塗った後もひんやり感が続きます。

また、直塗りタイプ片手で簡単に塗ることができるため、手を

よごさずムラなく塗ることができます。 

石澤研究所、「紫外線予報」冷感スプ

レー 

花王は、「ニベア」よりホイップ泡のボディウォッシュ「エ

ンジェルスキン」を発売します。同社によると、ボディウォッ

シュの品質に対するニーズが多様化しており、洗浄機能だけ

でなく、洗い上がりのしっとり感・さっぱり感、泡立ちのよさ、

香りのよさいった洗い上がりの好みや情緒的な価値が重視さ

れていることがわかりました。今回発売するアイテムは、肌の

ざらつきの原因となる、古い角質や毛穴の汚れを取り除くほ

か、ヨーグルト美容成分を配合することで、軽やかなホイップ

泡が肌に潤いを与えるとしています。ちなみに、香りは3タイ

プ（サボン&ブーケ、フラワー&ピーチ、カシス&ハーブ）を

ラインアップします。 

ニベア、ホイップ泡ボディウォッシ

ュ発売 

コーセーは、「ワンバイコーセー」から皮脂の分泌を抑制す

る薬用化粧水「バランシング チューナー」を発売します。こ

ちらの商品は、過剰な皮脂の分泌を抑制する唯一の有効成分

『ライスパワー(R)No.6』を自社で初めて配合。皮脂腺に直接

働きかけることで、潤いを与えながらテカリやベタつきを防

ぎ、澄んだ素肌へと導くことを謳っています。 

コーセー、「ワンバイコーセー」化粧

水発売 

花王は、ヘアスタイリングブランド「リーゼ」を6年ぶりに

刷新します。今回は、”Happy New Me！”というブランドコ

ンセプトのもと、 ヘアスタイルを変えて、 新しい自分に出会

える楽しさを提案します。具体的には、ブランドロゴのほか、

香りやパッケージデザインも一新。用途別（アイロン用、ドラ

イヤー用、ケア&スタイリング、パーマヘア用、まとめ髪用）

にラインアップを再編するほか、アイロンユーザーの増加に

伴い、アイロン用の商品の品揃えも強化します。 

花王、「リーゼ」を刷新 

資生堂は、「dプログラム」から「ホワイトニングクリア」を

発売します。こちらのシリーズは、敏感肌に起こりがちな“赤

み”と、シミ・そばかす、乾燥ななどで顔全体の印象が暗くな

ることに着目し、肌あれ予防と美白を同時に実現。化粧水と乳

液には、ニキビ・肌あれを予防する有効成分『グリチルリチン

酸塩』と、美白有効成分『m-トラネキサム酸』などを配合し、

みずみずしく明るい透明美肌を訴求しています。 

資生堂、「dプログラム」美白発売 

I-neは、「ボタニスト」よりブランド初となるパーソナライ

ズシャンプーを発売します。こちらのシリーズは、毛髪診断士

によって企画・開発された『My BOTANIST 診断システムTM』

で髪質解析を行い、9個の質問によって、髪の悩みやなりたい

質感に合ったシャンプーとトリートメントの組み合わせを提

案する仕組みとなっています。また、人気のダブルフレグラン

スはそのままに、複数の香りの中から好みに合った香りを選

ぶことができます。ちなみに、価格はシャンプー、トリートメ

ントともに税別4,980円となります。 

「ボタニスト」初のパーソナライズ 



 

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） 

TPCメンバーのNatural Beautyへの道 

目だけじゃないのです！！ 

わたしたちが生きるためにな

くてはならない酸素ですが、そ

れを体に取り入れるということ

は、同時に活性酸素も生じると

いうこと。スーパーオキシド・

ヒドロキシルラジカル・一重項

酸素・過酸化水素の 4 種があり、

殺菌作用で感染症を防ぐという

利点もあるのですが、どちらか

というとからだをさびさせる厄

介な存在として知られています

よね。さびること、すなわち酸

化することはリンゴを切って放

っておくと断面が変色するよう

に、見た目の美しさを損なわせ

るのです。細胞・遺伝子を攻撃

しますから美容面にとどまらず

健康面にも影響を及ぼすでしょ

う。 

活性酸素は単純に酸素を取り

込んだ時だけ発生するのかとい

うと、そうではなく様々なシー

ンで生まれてきます。例えばた

ばこを吸うとニコチンなどの有

害物質を攻撃しようと多量の活

性酸素が発生しますし、アルコ

ールを過剰に摂取すれば肝臓で

それを分解するため大量のエネ

ルギーが必要となり、そのエネ

ルギーは栄養素と酸素から生み

出されるため活性酸素も多く発

生してしまうという具合です。

また紫外線も人体にとっての有

害物質とみなされ、それを攻撃

すべく活性酸素が増えますし、

体のために運動するにしても呼

吸量が増えればより多くの酸素

を取り込むこととなりますので

息が上がるような激しいものは

ほどほどにするのがいいかもし

れません。とはいえ、色々と節

制したとしても普通に呼吸をす

るだけで発生してしまうのです

から全く生じさせないというの

はもちろん不可能。となれば、

抗酸化物質をうまく取り入れる

ことが賢明といえるでしょう。 

そこで今回クローズアップす

るのが、『目に良いものは？』と

問われたら多くの人がこれを挙

げるであろうもの、ブルーベリ

ーです。食物繊維が豊富で、抗

酸化作用を持ち若返りのビタミ

ンとも呼ばれるビタミン E も多

く、ポリフェノールの一種であ

るアントシアニンもまた抗酸化

作用が期待できます。そして冷

凍しても栄養価が損なわれない

どころか、むしろアップするの

だとか。 

ムソーのオーガニックブルー

ベリーは、カナダの大自然の中

で有機栽培された濃厚な色合い

のものを旬の時期に収穫し自然

の風味をそこなうことなく、そ

のまま冷凍した逸品です！ 

メンズスキンケアブランド「バルクオム」は全国の有名温泉

街にある10施設とコラボして、1日分のスキンケアが付いた

宿泊プラン『バルクオム アメニティプラン』の販売を開始し

ました。同社は入浴後の乾燥から男性の肌をサポートするた

め、温泉シーズンの2月15日より旅行予約サイト『じゃらん』

にて予約を開始。同宿泊プランは1泊2日分の洗顔料、化粧水、

乳液に、専用泡立てネットがセットになった『ONE DAY KIT』

が付いています。同社は男性のライフスタイルに“スキンケ

ア”という価値を提供し、世界中の男性により充実した瞬間を

感じてもらうための活動を続けていく考えです。 

バルクオム、特別宿泊プランを販売 

アイムは、スキンケアブランド「ライスフォース」のイメー

ジキャラクターである木南晴夏を起用した新TVCMを2月8日

より全国にてオンエア開始しました。新たなブランドメッセ

ージに『肌を育む』を掲げ、独自の『お肌分析サービス』を提

供する『肌を育むスキンケアプログラム』を訴求。具体的には、

同商品を使用する前と30日後の肌を専門スタッフが分析し、

お手入れの成果を確認できることを描いています。同社は

TVCMのほか、YouTubeでの広告配信、ロフトでの期間限定販

売を同時に行い、認知向上・売上拡大を図る構えです。 

アイム、新CMで肌分析を提供価値に 

世田谷自然食品は1月から化粧品ブランド「シーク」の新CM

を開始しました。同CMでは黒木瞳をイメージキャラクターに

起用し、朝と夜で肌に必要なものが異なり、これに対応した朝

用と夜用のオールインワンゲルであることをミュージカル調

のテンポで伝えています。「朝用」は日中の紫外線や乾燥から

守ることを目的に、「夜用」は日中に受けた肌の乾燥などのケ

アを目的に訴求。同社では同ブランドによる新規獲得が好調

に推移しており、同CMを通じてさらにブランド認知を高め、

50代以降の女性の獲得を目指しています。 

世田谷自然食品、化粧品CMを展開 カネボウ化粧品の「フリープラス」は、1月17日から1ヶ月

間にわたり、紀伊國屋書店とのコラボレーションで「『敏感を

愛そう。』な一冊フェア」を開催しました。今回のキャンペー

ンはイラストエッセイスト・コラムニストの犬山紙子と、紀伊

國屋書店の店員が、『敏感を愛そう。』をテーマに本を選出。主

要店舗約70店で特設コーナーを設置したほか、商品購入者に

フリープラスオリジナルのしおりとブックカバーを贈呈しま

した。同社は、SNSの普及により簡単にコミュニケーションが

とれる今、あえてデジタルとは逆の“本を読む”ことは、自分自

身と向き合う大切な時間ではないかと考え、同コラボに至っ

ています。 

カネボウ化粧品、ブックフェアを開催 



 

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） 

今回は、オルビスの「ディフェンセラ」をご紹介します。 

 

同商品は、日本で初めて肌への機能が認められたトクホ（特

定保健用食品）となっており、“サプリメント”としてではな

く、“飲むスキンケア”として提案する新商品。乾燥肌は水分が

逃げやすいという事実に着目し、肌そのもののバリア機能に

内側からアプローチすることで肌のうるおいを逃がしにくく

するスキンケアとして、通販や全国のオルビス・ザ・ショップ

で展開しています。 

 

その売れ行きとしては、2019年1月1日に発売して以降1ヶ

月で販売計画を上回る約8万個、約2.5億円の売上を記録し、

同社の健康食品分野の新商品としては史上最大のヒットとな

っています。 

ヒットの要因としては、①日本初の肌トクホである点、②ス

キンケアとしての新提案、③積極的な情報発信の3点が挙げら

れます。 

①については、肌への効果が認められ製品化したものとし

ては“日本初”であることから、その新規性と、トクホに対する

信頼性により消費者の関心を集めているといえます。 

ディフェンセラ（オルビス） 

②については、顔だけでなく全身の肌への効果を謳ってい

ることから、ひじなどの乾燥しやすい部分や、背中などの自分

では手の届きにくい部分へのケアができるという点が支持を

得ています。また、経口摂取できる点も、日々の生活の中で取

り入れやすいとしてヒットを後押しする要因となっていま

す。 

③については、発売の2ヶ月前から開始していたメディア媒

体によるマスプロモーションのほか、店頭での丁寧なカウン

セリングなど、積極的な情報発信が顧客の購買意欲促進につ

ながったといえます。 

 

これらの要因によって、同商品は発売当初から好調な売れ

行きを記録。2019年の年間売上目標である22億円に向けて成

長を続けています。 

また、同商品は2月に中国での販売を開始したのを皮切り

に、台湾やシンガポールへの進出を計画するなど海外展開も

強化していく方針。今後“肌トクホ”といった新たな提案が、国

内外でどのように浸透していくのか期待の商品です。 

総市場編 市場編 

～ご予約承り中！～ 

2019年 メンズコスメの市場分析調査 

１.調査範囲 

２.参入メーカーと主要ブランド 

３.メンズコスメの市場規模 

４.販売方法および販促活動 

５.今後の展開 

個別企業編 

◆株式会社資生堂 

◆花王株式会社 

◆ニベア花王株式会社 

◆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 

◆株式会社ディーエイチシー 

◆ユニリーバ・ジャパン株式会社 

◆ELGC株式会社 

◆アンファー株式会社 

◆レノア・ジャパン株式会社 

◆大塚製薬株式会社 

◆P&Gジャパン株式会社 

◆小林製薬株式会社 

◆ロクシタンジャポン株式会社 

◆株式会社ポーラ 

◆株式会社ファンケル 

◆日本ロレアル株式会社 

◆株式会社ドクターシーラボ 

◆株式会社カネボウ化粧品 

◆株式会社バルクオム 

分野別市場編 

■フェイス 

■ヘア 

■ボディ 

１.ボディ分野の調査概要 

２.ボディ分野の商品展開状況 

３.ボディ分野の商品分析 

４.ボディケアの市場分析 

５.ボディ市場の今後の展開 

調査項目 

発刊予定日：2019 年 4 月 26 日 

頒価：97,000 円（税抜） 

※発刊日・内容については、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。 



 

今月の気になるデータ 

弊社では今月「メンズコスメ」の最新刊を発刊する予定で

す。そこで今回は、上記調査結果の中からメンズコスメにちな

んだデータをご紹介したいと思います。 

昨今、男性の美容意識が向上してきたといわれ、スキンケア

商品だけでなくメイクアップ商品も徐々に増えてきていま

す。まさに、「今度こそメンズコスメ元年！」になる気配を着

実に感じます。 

しかし、いくら男性の意識が変わったといっても、やはり女

性からの視線も気になるというもの。そこでズバリ、男性が取

り組む「美容」について20～70代の女性に聞いてみました。

その結果が下表です。 
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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しています。（松） 

44.7％、43.7％、35.9％ 

これを見ると、「保湿」「ヘアトリートメント」「日焼け止め」

「眉や髭を整える」「ヘアカラー」については、「いいと思う」

と答えた人が全体で70％を超えており、市民権を得ていると

いえそうです。一方、「肌色補正」「眉・アイライン」「カラー

メイク」については3割に満たず、抵抗感を持つ女性がまだま

だ多そうです。しかし20代の女性に限ってみると、全体より

10ポイント以上高くなっており、いい意味で世代間ギャップ

を感じます。今後、こうした女性の存在が男性のメイクアップ

需要を下支えするかもしれません。 

弊社では2019年4月より、「美容」をテーマに年に一度の定点調査を行うことにしました。意外にも、化粧品業界でこうした定点調査は少なく、これまで

も多くのお客様からご要望をいただいておりました。 

その記念すべき第1弾が、いよいよ今月発刊となります。そこで今号より当面の間、当調査結果の中からデータの一部をご紹介していきたいと思います。 

当データはまだ1年分の蓄積しかありませんが、5年後、10年後には必ず貴重なデータとなります。いつの日か、「平成から令和にかけて女性の美容に関

する意識と実態はこう変わった」、そんなふうに、みなさまのマーケティング活動の基礎データとして活用いただけたら幸いでございます。 

 いいと思う（％） 
どちらかというと 

いいと思う（％） 

20～70代の 

合計（％） 

 20代のみ 

合計（％） 

顔の保湿のためのスキンケアをする 40.0 38.2 78.2 

 

90.3 

ヘアトリートメントをする 38.3 38.0 76.3 

 

87.3 

顔に日焼け止めを塗る 36.9 38.5 75.4 

 

87 

眉や髭を整える 43.0 30.4 73.4 

 

92.3 

ヘアカラーをする 36.4 30.4 66.8 

 

74.8 

肌の色補正をする 14.4 14.1 28.5 

 

44.7 

眉やアイラインを描く 13.8 13.4 27.2 

 

43.7 

カラーメイクをする 10.0 10.0 20.0 

 

35.9 

 
次回は、近年急速に増えている、いわゆる美容アプリの認知度やDLの状況についてご紹介したいと思います。お楽しみに。 

基礎調査 2019年から毎年発刊する時系列調査 

女性の美容に関する意識・実態調査 
女性の「美容」に対する価値観や実態は？女性は何に悩み、どうなりたいと思っている？ 

特に、「肌」について深堀する 
調査対象・サンプル数 

スキンケア及びメイクを週に1日以上している 

20～70代女性600サンプル 

レポート発刊予定日 

2019年4月26日 

頒価 

360,000円+税 



 

今月の「まとめてみました」 

今回は、ストレスに着目した化粧品についてまとめてみま

した。 

 

女性の肌に影響を与えるストレスについては従来、紫外線

や乾燥などの外的ストレスに着目したケアが多くみられてい

ました。 

一方で、近年では働く女性が増えたことにより、精神的疲労

やイラつき、睡眠不足などによる内的ストレスが肌に与える

影響についても研究が進められ、ストレスケアの重要性が謳

われるようになりました。 
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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） 

ストレスケアコスメ 

また、こうした心的ストレスは、肌だけでなく体のニオイに

も影響を及ぼすことも解明されています。かつて“加齢臭”と

いう言葉を生み出した資生堂では、今回新たにストレスと体

臭のメカニズムを解明し、“ストレス臭”といったキーワード

を打ち出すことでケアの浸透に拍車をかけています。 

 

こうしたアイテムの登場により、『心的なストレスも化粧品

でケアができる』といった認識が普及することで、今後ますま

すニーズの高まる分野であると期待できます。 

 

企業名 ブランド名 特徴 

DECENCIA 
ディセンシア 

（サエル） 

decenciaは、2017年 3月に美白ケアシリーズ「サエル」をリニューアルし、新たに“精神的なストレス”に

着目したシリーズとして展開しています。同シリーズでは、精神的なストレスの影響で活性酵素が発生す

ることにより肌内部で炎症が起き、シミを加速させていたという事実を解明。その対策として、同社オリジナ

ル複合成分『ストレスバリアコンプレックスCL』を配合しています。同成分は、肌本来の力をサポートして

肌をなめらかにする『ジンセン X』と、保湿力・肌の還元に優れて健康的で美しい角層へ導く『パルマリ

ン』、透明感をサポートする『ムラサキシキブエキス』の 3種を複合化しすることで、ストレスによるダメージを

内側からケアする効果を謳っています。 

メディプラス メディプラス 

「メディプラス」は、2017年 11月に“ストレス性乾燥肌”をターゲットにブランドをリニューアル。ストレスを

強く感じている人ほど肌の乾燥を感じているということに着目し、肌の内外からトータル提案するブランドと

なっています。同ブランドでは、水分蒸発量を抑えて肌を乾燥させない独自の『湿潤美容』処方を全アイ

テムに採用。さらに、特徴成分として従来の『コラーゲン』や『ヒアルロン酸』に加え、肌をほぐして保湿・整

肌成分の浸透をサポートする『アクアオイル』や、ヒト型セラミドと植物エキスの複合成分『浸巡エッセン

ス』、高分子ゲルのうるおい膜で水分蒸散をいで肌を守る『モイストラップ分子』を共通配合しています。 

資生堂 エージーデオ 24 

資生堂では、同社の調査により 90%以上の男女が日常生活でストレスを感じることがあると回答したこ

とを受け、2019年 2月に「エージーデオ 24」から緊張・ストレス由来のニオイ“ストレス臭”に着目した新

デオドラントスプレーを発売しました。同商品は、ストレスによるニオイを包み込んで嫌なニオイを目立たなく

する『ST ハーモナージュ香料』を配合。従来訴求していた汗臭だけでなく、ストレスにもアプローチすること

で、ストレスの多い現代社会に合った新しいニオイケアを提案しています。 

ポーラ Red B.A 

ポーラのグループ会社であるポーラ化成工業では、ストレスホルモン『コルチゾール』が表皮細胞に作用して

肌のうるおい成分を減少させるといったメカニズムを解明。さらに、『コルチゾール』の影響を解消する成分と

して、オリジナルエキス『シュードアルテロモナス発酵液 T』を開発しました。そして、ポーラの「Red B.A」で

は、同成分を全商品に配合することで、外的なストレスだけでなく心的なストレスや疲れによる肌へのダメ

ージもケアすることを訴求しています。 

コーセー コスメデコルテ AQ 

「コスメデコルテ AQ」では、肌と心の“統合美容”という考えのもと、心のメカニズムに着目したアイテムを展

開。美容成分としては、心のメカニズムに着目した肌の感度を磨くための根幹となる成分『ホワイトムクナ

エキス』で肌本来の美しさを甦らせるとともに、『月下美人』の優美な香りによるリラックス効果も訴求。これ

らの成分により、ストレスによる肌のくすみをケアし、肌に輝きを与える効果を謳っています。 

クラランス 
クラランス 

（M アクティヴ） 

クラランスでは、活動的に過ごす現代女性をサポートする「M アクティヴ」シリーズを発売。同シリーズでは、

ストレス対策を謳った日中用「同デイクリーム」と、睡眠不足対策を謳った夜用「同ナイトクリーム」をライン

アップしています。このうち「デイクリーム」では、保湿成分『ワイルドティーゼル』で肌へうるおいを与えるととも

に、ストレスホルモンの分泌による影響から肌を守るための植物成分『ミロタムヌス』を配合することで、どん

な生活環境でもベストな肌を保つことを謳っています。 



 

TPCレポートのご案内 
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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。 

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 

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4月26日 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2019年 メンズコスメの市場分析調査 

発刊予定：2019年6月11日 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2019年 ドクターコスメの市場分析調査 

市場調査 

発刊予定：2019年4月26日 

予約販売価格：360,000円（税抜） 
女性の美容に関する意識・実態調査 

消費者調査 

発刊日：2019年2月18日 

頒価：97,000円（税抜） 

2019 年 化粧品 OEM 企業の事業戦略調査 

Made in Japan需要が拡大、今後は研究開発力・提案力・省人化が鍵 

2017年度の日本国内の化粧品OEM市場は、前年度比8.3％増の3,176億円となった。同市場は、イ

ンバウンド需要による外国人観光客の消費が依然として活発であることや、アウトバウンドが追

い風となっていることから、この5年間で約1.4倍に伸長している。当資料は、化粧品OEM市場に

ついて、主要各社の研究開発、生産、品質管理、営業体制などの取り組み状況を分析するととも

に、海外市場への対応などについてもレポートしている。 

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

TPC ビブリオテック 

9:00-17:00（土日祝除く） 

総市場編 

1.市場概要 

2.市場沿革 

3.化粧品の市場規模推移 

4.化粧品OEMの市場規模推移 

5.主要企業の組織体制 

6.主要企業の特色一覧 

7.主要企業の取り組み状況 

8.主要企業の海外展開状況 

9.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.企業沿革 

3.組織体制 

4.OEM事業の取り組み状況 

5.売上高 

6.主要取引先 

7.海外展開 

8.今後の展開 


