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いつも大変お世話になっております。化粧品担当の福原です。 

 

さて、今年も半分が過ぎ去り、後半戦に突入いたしました。 

6月は梅雨ということもあり少しじめじめした雰囲気でしたが、7月

には梅雨も明け、パッと明るい気持ちになれるのではないでしょうか。 

一方、それと同時に夏も本番に差しかかります。皆さま、熱中症な

どには気を付けてお過ごしくださいませ。 

 

そんな7月といえば、七夕がありますよね。皆さまも子供のころなど、

一度は短冊に願い事を書かれた経験があるかと思います。 

そこで今回、七夕について少し調べてみたところ、短冊の色には意

味があるそうなのです。七夕の歌詞にある“五色の短冊 わたしがかい

た～”のように、短冊は赤・青（緑）・黄・白・黒（紫）の5色あるとさ

れており、それぞれ違う意味を持つと言われているそうです。 

（※諸説あるかもしれませんのでご了承くださいませ。） 

  

・赤…「いつもありがとう」など、家族や先祖に対する“感謝” 

・青（緑）…「〇〇できますように」など、“成長”に関すること 

・黄…友情の意味があり、“人間関係”に関すること 

・白…「遅刻しませんように」など、“ルール”に関すること 

・黒（紫）…「合格しますように」など、“学業”に関すること 

 

皆さまの願い事はありましたでしょうか？もし機会がございました

ら、ぜひ願い事に合った短冊の色を選んでみてください☆ 

 

それでは、今月号もどうぞお楽しみくださいませ！ 

（福） 

バルクオム、アメニティ事業を本格化 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。（池） 

花王は、皮脂の中に人のRNA（リボ核酸）が存在することを

発見しました。RNAは、DNAの情報に基づきタンパク質を生

み出すもととなる分子で、日々絶え間なく変化する肌状態を

知るのに有用であるとされています。また同社は、RNAを分

析する独自の解析技術『RNAモニタリング』を世界で初めて

構築。この技術を用いて、アトピー性皮膚炎患者では皮膚のバ

リア機能維持に重要なRNA種の発現が減少し、炎症の亢進に

関わるRNA種の発現が上昇していることも確認しました。 

花王、皮脂中に人のRNAが存在することを発見 

ロート製薬は、加齢により変化する目周りの悩みの中でも

特にまぶたや目の下のたるみに着目して研究を実施しまし

た。同研究で、『アイ葉/茎エキス』及び『キハダ樹皮エキス』

から成るコンプレックスが目周りを支える眼輪筋をはじめと

する筋肉の骨格筋増殖抑制因子『Myostatin』の産生を抑制し、

筋委縮因子『Atrogin-1』の産生を抑制することを発見。また、

それら成分により筋細胞を太く強化する効果を確認しまし

た。 

ロート製薬、目周りのたるみにアプローチする

エキスを発見 

ロフトは4月、美容・健康雑貨領域に特化した新業態『コス

メロフト』をオープン。初年度の売り上げ目標は1～2億円で、

今後5年で50店舗の展開および総年商80億円を目指していま

す。商品はロフトのバイヤーが国内外からセレクトし、構成比

はメイクアップやネイルケア商品などを50％、ヘアケアやフ

ェイスケア、ボディケア用品を38％、ヘルスケア関連を12％

としています。また、店舗ではセルフレジや仕入れの自動発注

システムを導入することで、オペレーションの合理化を図っ

ています。 

ロフト、新業態店舗『コスメロフト』オープン 

メンズスキンケアブランドのバルクオムは、2020年に開業

予定のホテル『メズム東京、オートグラフ コレクション』に

バスアメニティーを導入します。同社は2018年からアメニテ

ィ事業を試験的に開始し、現在、国内のホテルを中心に約70

の施設で展開。2020年以降に宿泊施設の増加が想定されるこ

とから、アメニティ事業を本格化させます。平均客室単価3万

円以上のホテルを中心に、スパや飲食店、美容サロン、ゴルフ

場なども含めて年間70施設増を目標に新規導入を目指し、高

級ブランドとしての認知を図る狙いです。 

バルクオム、アメニティ事業を本格化 

ロレアルは、グループ傘下のモディフェイスの人工知能

（AI）と拡張現実（AR）を活用した『バーチャルメイク』を

Amazonモバイルサイトおよび同ショッピングアプリで導入

しました。同機能では製品の色などを瞬時に分析して読み取

り、投影した利用者の顔に実際にメイクしたような仕上がり

を再現し、色や質感をバーチャルに試すことができます。両社

は2015年に協働してから、日本の顧客が化粧品をより手軽に

購入できるよう様々な施策を推進してきました。同技術は画

期的なオンライン購入体験を提供できるとしています。 

ロレアル、Amazonでバーチャルメイクを導入  

ユニリーバ・ジャパンは、2020年までに、容器の素材を石

油由来から再生樹脂に代替する方針を発表しました。ペット

ボトルの素材となるポリエチレンテレフタレート（PET）樹脂

をほぼ全量、再生品に替えるとしています。具体的には、8月

にヘアケアブランド「LUX」などで詰め替え容器の素材に再生

PETを採用し、10月にはボトル製品の本体に再生PETを最大

95%使用した商品を投入します。また、数%増える見込みの

コストも、今後プラスチックの使用量を減らした新たな容器

を採用するなどして増加分を吸収していく方針です。 

ユニリーバ・ジャパン、全ボトルを再生品に 

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポンは、有楽

町・阪急メンズ東京に『ディオール メンズ ビューティ』をオ

ープン。同カウンターではメンズ向けのスキンケア、メイクア

ップ、フレグランスを取り揃え、ライフスタイルやなりたいイ

メージに合わせたグルーミングを提案します。清潔感のある

洗練された機能的なアイテムとともに、同カウンター限定の

スタイリッシュなギフトも用意。男性から女性へのギフトや、

女性から男性へのギフト選びも提供しています。 

ディオール、メンズビューティカウンターをオ

ープン 

C Channel は、LA発・日本初上陸のビューティーイベント

『Beautycon Tokyo』を開催し、2日間で4,600人が来場。

『Beautycon』はLAで2014年にスタートした、世界最大級の

美容フェスティバルです。今回の日本初開催は“PLANET”をコ

ンセプトとし、“日本を起点とした世界のビューティートレン

ドに触れることができる参加型のイベント”として実施。ウィ

ニー・ハーロウや渡辺直美など8名のセレブリティやモデル達

が登場し、それぞれの視点から“美”について語り、会場を盛り

上げました。 

C Channel、『Beautycon Tokyo』を開催 
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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） 

資生堂、「ナビジョンDR」目もと用

発売 
7

資生堂は、美容クリニックなど医療機関限定取扱いブラン

ド「ナビジョンDR」より「フォーカスアイプログラム」を発

売します。パソコンやスマートフォンの利用が日常化してお

り、 目もとの肌悩みを持つ女性が増加傾向にあるとして、同

社は乾燥してくすみがちな目もとにうるおいを与える商品を

開発。こちらの商品は、乾燥によるくすみにアプローチする目

もと用の美容液と、針状のヒアルロン酸が1枚につき1,800本

ついているシート状美容液をセットになっており、1ヶ月間の

集中目もとケアシステムとなっています。 

「クレ・ド・ポー ボーテ」、しわ改

善美容液を発売 
7/21

資生堂は、「クレ・ド・ポー ボーテ」より「セラムリッサー

リッズS」を発売します。こちらの商品は、高機能「エイジン

グデザイン」シリーズの第3弾として、薬用有効成分『純粋レ

チノール』と先端美容テクノロジーを融合した、しわを改善す

る美容液となっています。 

「skinvill」ホットクレンジングオ

イル誕生 
7

I-neは、「skinvill」よりクレンジングオイルに温感機能が加

えた、新感覚の「ホットクレンジングオイル」を発売します。

こちらのアイテムは、酵素の働きに着目した“ホットアクティ

ブ機能”で肌表面温度を高めながら、メイクや汚れをオフし、

肌本来の力を引き出します。また、すばやくメイクと馴染み、

毛穴の奥に詰まった汚れや頑固な角栓もすっきりクリアにな

ることを謳っています。 

ネーチャーズウェイ、「ドクターブロ

ナー」発売 
7

ネーチャーズウェイは、天然由来成分100％で作ったリキ

ッドソープ「ドクターブロナーオーガニック シュガー ソー

プ」を発売します。こちらの商品は、無農薬有機栽培で育てら

れ、フェアトレードで調達したシュガーを配合。1本で顔や体、

手も洗える高保湿のオーガニックソープとなっています。な

お、本体容器はリサイクルされたプラスチックで丸くカラフ

ルなポンプ式ボトルを採用。香りは、天然エッセンシャルオイ

ルを配合しており、「ティートゥリー」「レモングラスライム」

「ラベンダー」「ペパーミント」に加えて、小さな子供でも使

える無香料の「ベビーマイルド」の全5種類となっています。 

コーセー、「ネイルホリック」から新

シリーズ導入 
7

コーセーは、「ネイルホリック」から“爪へのやさしさ”に特

化した新シリーズ「NAIL HOLIC 24_7」を発売します。ファ

ッションに合わせて、頻繁にデザインを変え、自分なりのネイ

ルを楽しみたい一方で、”ダメージが気になる”、“爪をいたわ

りながら、快適にネイルをしたい”といった声が高まっていま

す。これを踏まえて、同シリーズでは、爪の呼吸を妨げない酸

素透過性処方を採用するなど、負担感のない軽いつけ心地で、

爪の健康を守りながら、つけたての色・ツヤが続くことを謳っ

ています。 

ナンバースリー、「スタイルミー（レ

ディース）」を発売 
7/22

ナンバースリーは、「スタイルミー」からレディースライン

を導入し、ミルクやスプレーといったスタイリング剤を発売

します。こちらのシリーズは、Vegan（ヴィーガン）認証と

PeTA（ペタ）認証を取得しており、防腐剤のパラベンや、ア

レルギー発症リスクのあるグルテンは使用していないことに

加え、ベジタリアン（ヴィーガン）にも配慮しています。なお、

6月にはメンズラインを発売し、植物成分メインの優しい処方

でありながら、高いキープ力や洗い流しやすさなどの高い機

能性をもつハイブリッドなスタイリング剤を展開していま

す。 

ユーグレナ、「B.C.A.D.」リニュー

アル 
7/22

ユーグレナは、「B.C.A.D.」を刷新します。こちらのブラン

ドは、2014年に同社初のスキンケアブランドとして誕生。今

回の刷新では、人々のライフスタイルも少しずつ変化し、より

幅広く高いエイジングケアが化粧品に求められるようになっ

たことを背景に、肌そのものが持っている“自己美肌力”に着

目。具体的には、保湿成分である『加水分解ユーグレナエキス』

や『ユーグレナ・コンプレックス』をより濃密に配合したほか、

新たに自己美肌力をサポートする独自配合のトリプルリバイ

タ成分や、肌をすこやかに保つ乳酸菌『ラ·フローラEC-12』

などを配合しています。 

クラシエHP、「いち髪」インバス

刷新 
7/26

クラシエHPは、「いち髪」のインバスシリーズを刷新します。

今回のリニューアルでは、髪の“きしみ”に着目。同社による

と、洗浄剤によりキューティクルが剥がれているとして、これ

までの成分に新たに『ナデシコエキス』と『米ぬかピュアリピ

ッド』を配合し、『純・和草プレミアムエキス』を再構築。髪

の補修・予防機能を強化することで、キューティクルの剥がれ

を予防してやさしく洗い、使うたびに傷みにくい髪へと導く

としています。 
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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。（池） 

エチュードハウスは、日本国内店舗で自分にぴったりの色

が見つかる『パーソナルカラーサービス』を本格スタートしま

した。同サービスは、同社が独自で開発した専用の肌測定器

『カラーファインダー』と『カラードレープ』を使って、一人

ひとりの生まれ持った色を見つけ出し、似合うメイクアップ

の色を診断。全国主要都市店舗にて有料（税別2,000円）で、

パーソナルカラー診断からフルメイクアップまで提供しま

す。 

エチュードハウス、パーソナルカラー診断を開始 

マドゥレスは、男性向けオールインワン美容液「マドゥレ

ス」の魅力をSNS上で発信する男性アンバサダーを募集。ま

た、LGBTであることをSNS上で公言している応募者には、美

容液「マドゥレス」1年分をプレゼントします（先着50名）。

近年、LGBTの人権に注目が高まる中、同社では自らゲイであ

ることを公言する社長の山田祐希氏が開発した同商品を通じ

て、「どんな男性でもカッコよく、ありのままの輝いた自分で

あってもらいたい」という思いを込めて同キャンペーンを実

施しています。 

マドゥレス、LGBT公言のアンバサダー応募者

に美容液1年分を贈呈 

花王は、ヘアスタイリングブランド「リーゼ」のブランドサ

イトにて、AIが診断する本格ヘアシミュレーター『Style 

Change』を4月より公開し、1週間のアクセス数が約6万回と

なりました。同サービスは顔写真をもとに、全600通りのバリ

エーションの中からAIが顔立ちや骨格、髪の長さを分析し、

自分にあったヘアスタイル・ヘアカラーを3パターン提案。い

つもとは違う“新しい自分”を発見できることを訴求していま

す。今後は髪を上げたアップスタイルも加える予定です。 

花王、「リーゼ」AI診断ヘアシミュレーターを

公開 

資生堂ジャパンの男性用化粧品ブランド「uno」は、テレビ

CMだけではターゲット層である10～30代男性にリーチしき

れないことが課題でした。そこで接触態度が良く、視認効果の

高いタクシーの助手席のヘッドレスト裏に設置したサイネー

ジを活用し、30秒の動画広告を配信。その結果、インプレッ

ション数は2週間で80万に到達し、リーチ人数は推定41万人

となりました。また、期間中にタクシーに乗車した人、しなか

った人を対象に認知リフト率を調査したところ、393％と非

常に良好な結果を得ています。 

資生堂ジャパン、「uno」認知度リフト率が4倍に 

バルクオムは、グローバルアンバサダーにフランス代表の

サッカー選手であるエムバペを起用しました。エムバペ選手

の“世界一”を目指し挑戦をし続ける姿は、バルクオムが目指

す“世界No.1のメンズスキンケアブランドになる”というビジ

ョンと共通するものでもあります。今後同社は、メンズスキン

ケアの普及に向けてエムバペ選手と様々なプロジェクトを展

開し、アジアだけではなくヨーロッパやアメリカ圏でのブラ

ンド認知向上を目指すとともに、グローバルな事業展開を進

めていきます。 

バルクオム、エムバペがグローバルアンバサダ

ーに就任 

マンダムの「ギャツビー」は、水木プロダクションとコラボ

した漫画コンテンツ第二弾『一反もめんが転生したらボディ

ペーパーだったんだが』をTwitterにて公開。同コンテンツで

は『ゲゲゲの鬼太郎』の名脇役『一反もめん』がボディペーパ

ーに転生し、登場人物の汗・ニオイの不満を解決してくれま

す。木綿からボディペーパーに変わり、汗・ニオイとの戦いが

始まる『転生篇』、柔道部員から子犬を守る『バトル篇』、元の

姿に戻るべく仲間に別れを告げる『別れ篇』の3部作で、ボデ

ィペーパーの魅力を伝えています。 

マンダム、「ギャツビー」水木プロダクション

とコラボ 

ネイチャーラボのヘアケアブランド「ダイアンボヌール」

は、プレイフルでオーガニックな空間を提供すべく、『ボヌー

ルカフェ 第2弾』をロイヤルガーデンカフェ青山にオープン

しました。同カフェでは、店内にブランドの鮮やかな世界観が

広がり、大人の女性も楽しめる贅沢で幸せな空間を演出。ま

た、グラースローズ、オレンジフラワー、ブルージャスミンを

イメージしたオーガニックな食材を使用し、内側からも外側

からも綺麗になりたい女性たちの気持ちが高まるコンセプト

となっています。 

ネイチャーラボ、「ダイアンボヌール」のカフ

ェが期間限定オープン 

資生堂ジャパンは、総合美容サイト『ワタシプラス』内にお

いて、スマートフォンで夏の最新メイクを試せるメイクシミ

ュレーター『Today's Makeup Maker』を公開しました。同サ

ービスは、スマートフォンのブラウザ上で動作するため、アプ

リのインストールをしなくても、手軽に無料で利用可能とな

っています。同社は新しいメイクにトライする女性を応援し、

メイク選びを楽しく便利にすることを訴求しています。 

資生堂、夏の最新メイクを試せるメイクシミュ

レーターを公開 
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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） 

今月の気になるデータ 

今月も「2019年 女性の美容に関する意識・実態調査」

（2019年5月30日発刊）より気になるデータをご紹介しま

す。 

 

毎年「美容」に関するさまざまなキーワードが生まれて定着

する一方で、消えていくものも少なくありません。下グラフ

は、最近コスメ雑誌などでよく使われる主要なキーワードの

認知度を示したものです。 

これをみると、「幹細胞」「糖化」「光老化」といったアンチ

エイジングを語るに欠かせないキーワードの認知度はいずれ

も5割に満たず、さらに内容まで把握している人に限ってみる

と、2割に満たないという低い結果になっています。同様に、

「フェアトレード」「コスモス認証」「エシカルコスメ」といっ

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） 

2割以下 
た自然派コスメ市場に関連したキーワードについても、内容

まで把握しているのはごく一部となっています。さらに、近年

原料メーカーで引き合いが増えている「アンチポリューショ

ン」についても、消費者の認知度は1割強にとどまっています。 

こうしたキーワードを使った商品コンセプトをお考えの方

は、まず上記の点を踏まえたうえで顧客コミュニケーション

を検討しておく必要があるのではないでしょうか。 

今回は、2018年2月に誕生したコスメブランド「WHOMEE

（フーミ―）」をご紹介します。 

 

同ブランドは、ベースメイクやポイントメイクを中心に、ス

キンケアやメイクブラシなどの小物まで幅広く展開するコス

メブランドです。色っぽさとかわいさを兼ね備えたメイク方

法“イガリメイク”の生みの親であるイガリシノブさん（ヘア&

メイクアップアーティスト）がプロデュースするブランドと

いうことで、発売前から話題を集めていました。 

 

発売後は、同アーティストのプロデュースでありながらも

1,300～2,800円といった安価であることや、バラエティショ

ップで手軽に購入できることが寄与して幅広い層のユーザー

を獲得。“イガリメイク”の従来のファンが10～40代と広域で

あることも裾野拡大に寄与しています。 

また、前記の要因に加えて、誰が使ってもテクニックレスで

フーミ―（Clue） 

簡単にメイクができるアイテムにこだわって展開しているこ

とから、普段あまりメイクをしない女性の獲得にもつながっ

ています。 

 

なかでも、2018年9月に発売したカラーアイライナー「マ

ルチライナー」は、通称“色っぽ仕込みライナー”と呼ばれ、

SNSを中心に『涙袋にのせるとかわいくなれる』と話題にな

り、発売後1週間で1年分が売り切れるほどのヒット商品とな

りました。同商品においても、ぼかし用のスポンジを付けるこ

とで誰でもメイクしやすい仕様を訴求し、継続的な購入につ

なげています。 

 

このように同ブランドは、人気アーティストのプロデュー

スであること、価格・チャネルの両面から手軽に購入できるこ

と、誰でも簡単にできるメイクであることの3点が支持を集

め、ヒット商品となっています。 



 

今月の「まとめてみました」 

今回は、片手で使えるワンハンドコスメについてまとめて

みました。（福） 

 

ワンハンドコスメは、①手やポーチ、服などを汚さない、②

手軽、簡単、時短である、③障害のある方や怪我をした方でも

使用できるユニバーサルデザインとなっているといった点が

支持され、人気が高まっているアイテムです。 

特に①については、スマートフォンが普及し、直接画面を触

って操作する機会が増えたことで、手が汚れないということ

は化粧品に限らず重視されるポイントとなっています。 

また②についても、時短ニーズの強い働く女性のほか、子育

てママにとっても空いた片手で家事をしながら使用できると

6 

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） 

ワンハンドコスメ 

いった点が好評を得ています。 

 

ワンハンドコスメの特長としては、持ちやすさを重視した

スティックタイプや、片手でも操作しやすいスライド式が多

くなっています。 

さらに、手に持ちやすいように比較的コンパクトなサイズ

になっていることから、持ち歩き用のコスメとして常備する

女性も多くなっています。 

 

こうしたポイントが現代女性のニーズにマッチしているこ

とから、ワンハンドコスメは今後注目すべき商材だといえる

のではないでしょうか。  

＜ワンハンドコスメアイテム例＞ 

企業名 

/ブランド名 
商品名 特徴 

花王 

/ビオレ 
素肌つるるんクレンジングウォーター 

片手で押すだけのプッシュ式クレンジングです。コットンに染み込

ませて使用するので手を汚さずしっかり拭き取ります。 

ナオスジャパン 

/ビオデルマ 
クレンジング 

逆さポンプ式の容器で、コットンを持って片手でプッシュするだけ

で簡単にクレンジング剤が染み込むアイテムです。 

ランクアップ 

/マナラ 
BB リキッドバー 

バー下部のダイヤルを回すと中身が出てきてそのまま顔に塗布

することができる BB クリームです。また、なめらかなテクスチャー

のためバータイプでも塗りやすくなっています。 

CSA JAPAN 

/16Brand 
365 ファンデーション 

韓国発の化粧品ブランド。同アイテムはパフ一体型の容器で、

ボタンを押すとファンデーションがパフに浸透するためそのまま片

手で顔になじませるだけで塗布できます。 

花王 

/AUBE 
ぽんぽんチーク 

パフ一体型のチークなので、片手で使用可能。さらに、チークナ

ビがついていることで定位置に入れることができます。 

コーセー 

/ヴィセ 
クレヨンアイカラー 

クレヨンタイプのアイカラーで、アイシャドウとしてもアイラインとして

も使用可能。『シリコーンオイル』を配合することで、片手でもな

めらかに描くことができるようになっています。 

コーセー 

/ファシオ 
パーフェクトウィンクアイズ 

片手で簡単に開けることができるスライド式のパッケージを採

用。さらに、指 1本で 2色のカラーをサッと塗ることができ、簡

単にグラデーションが完成します。 

日本ロレアル 

/メイベリンニューヨーク 
トーンオントーンシャドウ 

2色の濃淡カラーが 1 つになったスティックタイプのアイシャドウ。

片手でひと塗りするだけでグラデーションが完成。 

伊勢半 

/キス 
スライドルージュ 

ボタンをスライドさせる設計で、片手で簡単に使用できる口紅と

なっています。また、ボタンと一緒にキャップもスライドされるため、

なくしたり落とす心配がありません。 

日本メナード化粧品 

/ジュピエル 
ワンタッチリップスティック 

サイドのボタンにより、ワンタッチ操作でキャップが開き口紅が飛

び出すため、片手で簡単に操作できます。 

無印良品 ポンプヘッド・コットン専用 

無印良品のポンプヘッドは複数種類あり、同社の化粧品に付

け替えて使用することができます。なかでもコットン専用タイプは

上からコットンを当てて 1 プッシュするだけで中身が出てくるワン

ハンドアイテムとなっています。 



 

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） 

発刊日：2019年5月30日 
頒価：360,000円（税抜） 

コンシューマーレポートNo.283 
2019年女性の美容に関する意識・実態調査 

平成から令和へ、女性の美容意識・実態はどう変化するのか？ 

今回、スキンケア及びメイクアップを週に1回以上行う女性を対象に、美容に関する意識・実態に

ついて調査を実施。調査の結果、肌に自信がない人は、30代が約7割で最も高かった。また、肌の

悩みとしては、20代は「乾燥」、30代～50代は「シミ・そばかす」、60代・70代は「たるみ」とな

った。こうした中、特に20代は、美容に関する情報源として「SNS」や「アプリ」の利用率が高

いほか、インナービューティーの摂取率が4割以上となるなど、他の年代と比べて大きな特徴がみ

られた。 

調査方法 

WEBによる全国アンケート調査 

調査内容 

◆美容に関する情報源 

◆肌悩みの意識 

◆スキンケア、メイクアップの使用実態 

◆髪・頭皮のケア実態 

◆インナービューティーの利用実態 

◆化粧品以外の取り組み など 

調査対象 

スキンケアおよびメイクアップを週に1回以上行う

20～70代の女性618人 

（20～70代女性10,000名から抽出） 

発刊日：2019年6月27日 
頒価：97,000円（税抜） 

2019年 ドクターコスメの市場分析調査 

美容医療からマス市場への展開により再注目されるドクターコスメ市場 

2018年度のドクターコスメ市場は、前年度比9.2％増の950億円となった。これは、市場を牽引す

るドクターシーラボのほか、主要企業が好調に推移したことが背景にある。これら企業は共通し

て、皮膚科学研究や治療の知見・技術に基づいた機能性の高い商品を投入し、肌トラブルやエイジ

ングに悩む顧客や美容意識の高い顧客の獲得に注力している。当資料では、ドクターコスメ市場を

主要企業別・ブランド別・チャネル別・商品分野別などで分析している。 

市場編 

1.調査範囲 

2.主要企業の参入・開発動向 

3.ドクターコスメの市場分析 

4.ドクターコスメのブランド分析 

5.ドクターコスメの品目分析 

6.ドクターコスメの販売方法分析 

7.今後の展開 

個別企業編 

◆株式会社ドクターシーラボ 

◆ロート製薬株式会社 

◆株式会社資生堂 

◆株式会社ピエールファーブルジャポン 

◆常盤薬品工業株式会社 

◆アクセーヌ株式会社 

◆株式会社ドクターフィルコスメティクス 

◆株式会社ビービーラボラトリーズ 

◆株式会社アンズコーポレーション 

◆日本ロレアル株式会社 他 



 

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。 

インテンシブ スキン セラム ファンデーション（ボビイブラウン） 

富崎 敦子（30） 

所属:Beauty 

TEL 

コフレのブラシセットを買いに店舗へ

行った。ブラシの使い方の説明をしてもら

った時に、このファンデーションをつけて

もらい、ブラシで数滴（ほんの少量）だけ

で簡単につけられ、すぐ完成するので惹か

れた。 

また、カラーバリエーションも豊富で、

より自分に合った肌色のファンデーショ

ンを選んでくれたので。 

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 

ブラシで簡単につけられ、時間がかから

ない。気になっている毛穴と赤みがカバー

できるところ。 

おしろいをつけた後でも適度なツヤが

残る。 

ちなみに、ファンデーションと、化粧下

地、スキンケアの最後のアイテムはブラン

ドを揃えた方が崩れにくいと聞いたので、

いまは3つともボビイブラウンを使ってい

る。 

次に気になっているアイテム 

アルビオンから今度新しく発売される

「フローラドリップ」。確か、水ではなく発

酵液（間違っていたらすみません）がメイ

ンの化粧液らしく、人それぞれの悩みにア

プローチするというので、自分はどんな変

化が感じられるのか気になる。 

発刊予定：2019年8月5日 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2019年 通販化粧品の市場分析調査 

発刊予定：2019年8月20日 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2019年 化粧品企業のR&D戦略 

市場調査 

発刊予定：2019年8月21日 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2019年 東南アジアの化粧品市場 

発刊予定：2019年10月4日 

予約販売価格：97,000円（税抜） 
2019年 美白スキンケアの市場分析調査 


