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こんにちは。いつもニュースレターをご愛読いただきまして、あり
がとうございます。化粧品担当の富崎です。
こちらのニュースレターも、先月50号を迎えることができました。
私事ではございますが、初刊からいままで携わることができ、とても
嬉しく思うとともに、「ニュースレター見ています！とても面白いで
す！」など皆様の温かいお言葉に支えられて、ここまで達成できたと
感じています。いつもありがとうございます！次は、“3桁”を目指して
日々、取り組んでいきたいと思います!!
また、先月お届け致しました50号では特集を組みまして、過去10年
分の市場データを掲載し、エクセルデータのお渡しも行っております。
ニュースレターを発送した翌日から、多くのお客様からご連絡を頂き、
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ミルボン、美容室支援で通販へ参入

誠にありがとうございます。引き続き行っておりますのでご興味ある
News

方は、ご一報頂けましたら幸いです。

1 今月の気になる業界ニュース
他

2 今月の気になる新製品

ディセンシア、敏感肌用シワ改善美容液発売

さて、前回のニュースレターやメールでもご紹介させていただいて
おりますが、今年もセミナーを開催することとなりました。お客様の

News

他

3 今月の気になるプロモーション

ロクシタン、LINEメンバーズカードを刷新

他

おかげで、“毎年恒例”となりましたTPCセミナーですが、今回は“働く
女性”にフォーカスして、美容と健康ニーズをお伝えします。

News

大変有難いことに、セミナーの参加募集を開始して、早々に多くの
お客様に受講のご応募を頂き、誠にありがとうございます。
ちなみに、講師につきましては“健康”のテーマをヘルスチーム、“美
容”のテーマを化粧品チームのメンバーが担当します。ヘルス・化粧品

「アルジェラン」
、
「ザ パブリック オーガニック」

News

社時期もほぼ同じです。当セミナーでは皆様に少しでも“気づき”を持

News

って帰っていただけるよう、お互い切磋琢磨しながら、現在準備を進
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めているところでございますので、心待ちにしていただけますと幸い

セミナーにお越し下さる皆様は、当日貴重なお時間を頂きますが、
お会いできることを楽しみにしております。お時間が許す限り、ご挨
拶もできたらと思っております。何卒よろしくお願い申し上げます。

5 マーケティングセミナーのご案内

10/24（木）大阪、11/1（金）東京で開催決定！

とチームは別ですが、同じ消費財グループに所属しておりまして、入

です。

4 今月の気になるヒット商品

6 今月の「まとめてみました」

News

7 新刊資料のご案内

News

8 TPC社員のお気に入りアイテム

ポール&ジョー、サンスマイル

News

9 TPCレポートのご案内

今後の発刊予定

今月号も、どうぞお楽しみください。
（富）

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。（池）

ノエビア、直営店を開店

ファンケル、独自エコマーク採用

ノエビアHDは、8月に『ノエビア サロン ド スペチアーレ

ファンケルは、環境へ配慮した製品を提供するために、製品

銀座』を開店しました。同店では、希少なブルガリアンローズ

の原料選びから、ユーザーが製品を使用し、捨てるまで、様々

が含まれた最高峰スキンケア「ノエビア スペチアーレ」を体

なエコを取り入れています。そしてこのたび、ユーザーに環境

感出来るだけでなく、各個室にメイクアップブースが備わっ

にやさしい製品を選んでもらえるよう、独自のエコ基準を満

ており、同店限定のサービスも提供。また、店内の壁には商品

たす製品のパッケージなどに『FANCL エコマーク』を順次導

を象徴する美しいバラを施こすなど、ラグジュアリーな世界

入。また、
『HAPPYエコサイト』で環境情報を発信していく方

観が広がり、至福の時間を過ごせるとしています。同店のオー

針です。

プンにより、同社の直営店は計10店舗となっています。

富士フイルム、「アスタリフト」男性用化粧品
に参入

コーセー、シワやたるみに影響与える物質の構
造を解明

富士フイルムは、エイジングケアブランド「アスタリフト」

コーセーは、構成タンパク質の存在状態がシワやたるみに

から男性用スキンケアシリーズ「同メン」を導入します。同社

影響を与えている可能性があることを示唆しました。具体的

は、近年男性のエイジングケアニーズが増大し、多くの男性か

には、真皮弾性線維の三次元解析を行った結果、若齢皮膚では

ら男性用シリーズの展開を希望する声を受けたことで開発を

真皮乳頭部全体に張り巡らされた垂直方向の真皮弾性線維

開始。シリーズ共通成分として、日焼けやシェービングによっ

が、老齢皮膚では減少するとともに、線維の方向性と分布が変

てダメージを受けやすい男性の肌を整える『グリチルリチン

化していることを確認。さらに、若齢者の真皮乳頭層において

酸2K』と『ヒオウギエキス』を配合し、見た目の印象に気を

は、垂直方向に連続的に走る線維状の『フィブリリン-1』と

配る30～50代の男性に向けて、うるおいとハリに満ちた清潔

『エラスチン』が真皮乳頭部全体に広がる様に細かく枝分か

感のある肌に導くことを訴求しています。

れをして存在していることを確認しました。

花王、ファインファイバー膜が肌の水分蒸散を
抑制

アユーララボラトリーズ、初の旗艦店を出店
アユーララボラトリーズは、9月に「アユーラ」初の旗艦店

花王は、自然な積層型極薄膜を肌表面につくる『ファインフ

「AYURA GINZA」を出店しました。2015年に資生堂から買

ァイバー技術』を2018年に発表。そしてこのたび、この技術

収した同ブランドの品質の高さをアピールし、ブランドの競

と水分蒸散制御製剤を併用すると、ファインファイバーの毛

争力を高める狙いです。同店では、1階が全商品を取り扱う物

管力により製剤が隙間を埋め、従来の製剤膜よりも透湿度が

販店、2階がハンド施術で行うエステサロンとなっており、肌

低くなり、肌表面の水分蒸散を制御できることがわかりまし

にストレスをかけずに心身共に癒やされる商品を作るという

た。さらに、その膜を肌に使用することにより、健全な角層形

ブランドの考え方を伝えたいとしています。

成に必要な複数のタンパク質の発現が短期間で増加すること
と、乾燥した肌の見た目が早期に改善することを明らかにし

ピュール、ユニゾン・キャピタルに売却

ました。

ピュールは、6月にユニゾン・キャピタルへ全株式を売却し
ました。ピュールは、天然成分や無添加にこだわったヘアケア

ミルボン、美容室支援で通販へ参入

および化粧品の企画から販売を手掛け、主力ブランドである

美容室向けヘア化粧品を展開するミルボンは、
『ミルボンプ

「利尻ヘアカラー」シリーズは、
『白髪用ヘアカラートリート

ロフェッショナルEC事業』を本格始動します。同EC事業によ

メント』領域において圧倒的なシェアを誇っています。ユニゾ

り、顧客は店頭で購入していた美容室専売品をネットで購入

ンは今後、同ブランドの開発や OEM 事業における新規取引

できるようになり、来店せずとも欲しいタイミングで購入が

先開拓を通じた対象会社の持続的成長をサポートし、国内外

可能になります。同EC事業は、サイト運営・受注・物流業務

における販路拡大を目指すとしています。

をミルボンが受託することから、美容室は負担なくEC販売に
参入できるほか、顧客が美容室から購入する仕組みとなって
いるため、販売管理は美容室側で行い、美容室の売上になるビ
ジネススキームとなっています。

2

今月の気になる新製品
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）

9/3

クラシエHP、「a LITTLE a LOT」
立ち上げ

10/7

「ラックス ヘアサプリ」シリーズ
発売

クラシエHPは、新ブランド「ア リトル ア ロット」を同社

ユニリーバ・ジャパンは、
「ラックス」より新シリーズ「ヘ

初のダイレクトマーケティングにて、オンラインストアと常

アサプリ」を発売します。同社によると、髪の成分の約85%

設店で展開します。同ブランドは、“今の肌悩み”と“その時々

はたんぱく質でできており、それらはブラッシング、シャンプ

の気持ちに寄り添う香り”の両面から選べる、ナチュラルスキ

ー、タオルドライといった日常動作の中で、少しずつ失われて

ンケアブランドです。（中心価格帯は3,000円）なお、同社は

いくことに着目。たんぱく質の素となるアミノ酸を、毎日のシ

アパレル事業を中核にライフスタイルに関わる幅広い事業を

ャンプーで補う“サプリ”という新発想から髪にしっかり補給

展開するベイクルーズグループとパートナーシップ契約を結

する「ラックス ヘアサプリ シリーズ」を開発しています。

び、常設店舗を段階的に拡張していく予定です。

10/1

花王・カネボウ化粧品、シワ改善美
容液発売

資生堂、「WASO」“薬味”に着目

花王は「エスト」
「ソフィーナ アルブラン」より、カネボウ

資生堂は、
「WASO」より若年層特有の乾燥やテカリなどの

化粧品は「KANEBO」
「トワニー」
「リサージ」よりシワ改善美

突発的な肌トラブルを薬味のように少し足すことで速攻ケア

容液を発売します。これらのブランドすべて、シワ改善有効成

できるアイテムを発売します。“紅葉おろし”をイメージした

分として『ナイアシンアミド』を採用しています。なお、

目もと美容液は、冷感のあるテクスチャーを、Tゾーン用化粧

「KANEBO」
「エスト」は10,000円以上の超高価格帯で、
「ソ

下地は“わさび”に着想を得てわさびのような香りや色、テク

フィーナ アルブラン」
「リサージ」
「トワニー」は8,000円で、

スチャーを採用しています。

百貨店やDgS、専門店などの各展開チャネルにて発売します。

10/1

サンスター、男性向け「マグマス」
上市

10/16

サンスターは、髪や頭皮の悩みが気になり始めた40代前後

コーセー、
「ルシェリ」日本初シワ改
善化粧水・乳液

コーセーは、
「ルシェリ」よりシワ改善化粧水と乳液を発売

の男性をターゲットにした「マグマス」を導入します。同社は、

します。これらのアイテムは、有効成分『リンクルナイアシン

加齢毛による悩みの研究で、毛髪のキューティクル層におけ

（ナイアシンアミド）
』を配合しているほか、
『ルシェリ』独自

る亜鉛の減少が、髪の変化に影響を与えることを解明。これを

のイオン化カプセル浸透技術を採用し、うるおいと成分を効

踏まえて、同ブランドでは、第一弾として髪を内側から強くす

果的に届け、ハリ・ツヤあふれる肌に導くとしています。

る「亜鉛導入シャンプー」をインターネット通信販売にて先行
新発売します。

10/1

10/19

ディセンシア、敏感肌用シワ改善美
容液発売

花王、「エッセンシャル flat」導入

花王は、新シリーズ「エッセンシャル flat」を発売します。
こちらのシリーズは、くせ・うねり髪の内部にアプローチし、

ディセンシアは、
「アヤナス」よりシワ改善美容液「リンク

独自処方の『ときほぐし成分』が髪内部に浸透することで、ド

ルO／L コンセントレート」を発売します。同商品は、
『D-リ

ライヤーやアイロンの熱を加えることで髪内部を柔らかく

ンクルアミド』を配合し、敏感肌特有の“面ジワ”や線ジワ“の

し、扱いやすく、形づけやすくします。これにより、スタイリ

2種のシワを改善します。また、顔全体へ伸ばしやすいオイル

ングにかかる手間や時間を軽減し、安定した仕上がりととも

リキッド剤型を採用し、敏感肌に対応した処方となっていま

に、“日々の生活や気分にゆとりを提供すること”を謳ってい

す。

ます。
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今月の気になるプロモーション
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）

大島椿、アマゾンNo.1獲得で企画品

花王、髪のくせやお手入れ方法がわかるメソッ
ドを提供

大島椿は、8月に椿油配合の「大島椿ヘアエッセンス」が

花王は、10月に髪のくせ・うねりを扱いやすくする「エッ

Amazonにおいてヘアオイル部門新着ランキング1位を獲得

センシャル flat」を発売します。また、くせ髪分析とお手入れ

したことを記念し、
『Amazon新着ランキングNo.1』のPOPを

方法を提供するLINE公式アカウント『flat ヘアサロン』が開

貼付した商品の出荷を開始しました。 同商品は、べたつきに

設されます。同アカウントでは、“flatパーソナルメソッド”を

くく、なめらかな使用感が特長となっており、椿油愛用者だけ

提供し、髪の長さや状態を選択すると8,296通りのくせパター

でなく、使ったことのない人にもアピールできるアイテムと

ンの中から、自分の髪のくせや、分析結果からそのお手入れ方

して注目を集めています。

法がわかるとしています。

コーセー、
「INFINITY」エイジレスな生き方
を訴求

ロクシタン、LINEメンバーズカードを刷新
ロクシタンは、8月にLINE上で利用できるメンバーズカー

コーセーは、最高峰カウンセリングブランド「INFINITY」

ドを刷新しました。同社は昨年11月からLINE上でメンバーズ

において、ブランドミューズである夏木マリ氏、中村アン氏を

カードを発行し、現在は会員カード所有者のうち25％超が利

起用した新CMを9月より全国で放映しています。今回のコン

用。今回の刷新に伴い、メンバーズカード画面ではパーソナラ

セプトは『アンチエイジングから、エイジレスな生き方へ』。

イズした情報を、スタンプ機能では店舗への誘導やデジタル

年を重ねることをネガティブに捉えず、“ポジティブエイジン

ならではの演出を、プレゼント機能では顧客情報に合わせて

グの時代”として、エイジレスに生きる人の美しさを、同ブラ

カスタマイズしたクーポンを提供し、店頭での買い物体験の

ンドが目指すことを発信していきます。今後、商品やプロモー

向上を図っています。

ションを通じて、年齢にとらわれない自由な美しさを提案し
ていく構えです。

Natural Beauty
守られている感、ハンパないです
暑さは鳴りを潜め体感的にも
過ごしやすい時期になってきま
したので、日差しの弱さから紫
外線対策は手薄になるという方
もいらっしゃるかもしれません
ね。確かに、紫外線のピークは
5 月～8 月ですが、それ以外の
時期でも光老化にかかわりの深
い UV-A はピーク時の 2/1 以上
と、気を抜けない量で降り注い
でいます。この時期ともなると
既に日傘をさしている方もあま
り見かけないかもしれませんが
10 月くらいまではさしておい
た方が、他者の目を気にしない
なら 1 年中さすのが理想と言え
そうです。とは言え、野外フェ

スや草むしりなど日傘をさすこ
と自体が不可能なシーンもあり
ます。帽子をかぶったりはでき
るわけですが、夏場は真上から
降り注いでいた日差しも秋には
太陽の位置が低くなるため斜め
から差し込み顔に当たりやすい
状態ですので何かもう少し対策
を講じたいところ。
そこでおすすめしたいのがマ
スクで、近年の日本では 1 年中
マスクをしている方もそう珍し
くないことですし気軽に取り入
れられるのではないでしょう
か。マスクは顔を隠す目的で使
用している方もいるくらい広範
囲を覆えますし、エイジングサ

インの出やすい口周りをダイレ
クトに守れるのはうれしいです
ね。もちろん UV カットができ
るもの、もっと言えば紫外線以
外にも近赤外線など含め 100％
防げるのが 1 番。
今回ご紹介するのは芦屋ロサ
ブランの 100％完全遮光フェイ
スマスクで、ビジュアルもプリ
ーツタイプの一般的なマスクと
大差なくお色もアイボリーをチ
ョイスすれば普通の白いマスク
と変わりなく使用できるかと思
います。何色を選んでも 100％
遮光は変わりませんし、メイク
や汗がマスクに直接つかないよ
うにするための当て布と、マス
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ク本体の内側は綿 100％で保湿
素材使用のスキンケア加工がな
されているのもいいですね。手
洗いが可能で繰り返し洗っても
破れない限りは遮光性が落ちな
いとのことで安心感がありま
す。

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ご紹介しています。（福）

アルジェラン（マツモトキヨシ）
ザ パブリック オーガニック（カラーズ）
今回は、国産オーガニックブランドの「アルジェラン」と「ザ

室用ディフューザーは、日本人の5人に1人が悩んでいると言

パブリック オーガニック」をご紹介します。

われている“睡眠”に着目したことで化粧品ユーザー以外の獲
得にもつながり、ブランドの認知拡大を加速させています。

「アルジェラン」は、2012年に発売したマツモトキヨシの

さらに、2019年3月には2つの幸せホルモンに着目し、精油

プライベートブランド。同ブランド初のカラーコスメ「カラー

の力で“幸福感を向上させる”ことを訴求したダメージヘア用

リップスティック」は、当初は限定品として発売したものの、

のシャンプーとトリートメントを発売。精油の効果によって

コスモスオーガニック認証を取得していることも寄与して発

肌への直接的なアプローチだけでなく、ライフスタイルや心

売前からSNSなどで話題となり、発売と同時に完売する程の

理面といった多角的なアプローチで現代女性のニーズを獲得

ヒット商品となりました。こうした反響を受けて2019年9月

しています。

には定番化し、売上を牽引しています。
さらに、ラベンダー精油とイランイラン精油で調香した「ア

このようにヒットを遂げた両ブランドですが、実はどちら

ロマ モイストヘアオイル」は、
『MAQUIA』のベストコスメを

もカラーズ㈱が開発したブランドなのです。同社は、主力の上

受賞。ドラッグストアのプライベートブランドがベストコス

記2ブランドで使用している精油の取扱量が日本トップクラ

メを受賞することは今までになかったことから、その先駆け

スを誇るなど、精油を使った商品開発の代表的なメーカーと

として業界内でも注目を集めるブランドとなっています。

して人気を博しており、売上高は毎年2桁増で成長していま
す。また、数年前からは自社農園の運営にも取り組んでおり、

また、
「ザ パブリック オーガニック」は2016年発売の本格

今後は原料作りから手掛けることを目指すなどさらなる拡大

オーガニックブランド。なかでも、2018年12月に発売した寝

TPC×MDBマーケティングセミナー

が期待されています。

受講料無料！

概要･ご予約は弊社WEBサイトへ

～拡大する需要と市場攻略のポイント～
13:00～16:00

働く女性の美容と健康セミナー

働く女性の健康ニーズと市場の攻略ポイント
講師：TPCマーケティングリサーチ株式会社 今奥 絵梨花

「ストレス」で読み解く働く女性の美容ニーズ
講師：TPCマーケティングリサーチ株式会社 福原 裕子

2019

大阪

10/24

〒550-0013 大阪市西区新町2-4-2
なにわ筋SIAビル3Ｆ

情報収集セミナー

2019

東京

デジタル時代の情報収集法
-情報収集の｢いろは｣と女性の健康/美容関連情報収集のポイント講師：株式会社日本能率協会総合研究所 長井 良平
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（木）

（金）

11/1

〒101-0047 東京都千代田区内神田3丁
目6-2 アーバンネット神田ビル2F

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。（福）

M&A
今回は、化粧品メーカーのM&Aについてまとめてみました。

いずれも現代の化粧品事業においては重要な戦略であり、
さらなる事業拡大のためにM&Aは今後さらに活発化が予想さ

近年、化粧品業界では展開ブランドの拡充や研究開発力の

れるのではないでしょうか。

強化、販路の拡大などを目的とした買収が活発化しています
が、最近では業界内だけでなく異業種とのM&Aが積極的に行
われるようになるなど、その内容や目的は多様化しています。
特に最近の傾向としては、①デジタルサービスの強化、②海
外での販売基盤の獲得、③OEM企業における供給力強化、な
どを目的としたM&Aが増えているように思います。
＜主な化粧品企業のＭ&Ａ事例＞

買収する側

買収される側

目的・方向性

GIARAN

商品やサービス、情報提供のパーソナル化。

（AI 関連のベンチャー企業）
資生堂

『セカンド・スキン』技術
（米オリボ・ラボラトリーズの技術）

花王
ロレアル
マンダム

ジョンソン・エンド・ジョンソン

タカラベルモント

銀座ステファニー

小林製薬
ユーグレナ
サティス製薬
ヤーマン

オリベヘアケア
（サロン向けスーパープレミアムブランドの展開）

モディフェイス
（AR 開発ベンチャー/カナダ）
ACGI

『セカンド・スキン』と呼ばれる人工皮膚形成技術の特許と
関連事業を買収するとともにオリボ社の研究者も取り込み、
同技術を応用したスキンケアの製品化を目指している。
サロン事業においてスーパープレミアムブランドを獲得すること
による事業ポートフォリオの拡充と顧客基盤の拡大。
デジタルサービスを強化。スマートフォンなどでの肌診断や化
粧体験のほか、店内販売での差別化につなげる。
“女性向け”と“アジア事業”の強化。

（若年層向けメイクアップの企画・販売/マレーシアなど）

J&J は幅広い価格帯での製品ラインアップの拡充と国内通
販事業の改善を図る。また、ドクターシーラボは、J&J の販
売網を活かした海外での販路拡大を目指す。

ドクターシーラボ
Ngu A Chau
（サロン向けヘアケアメーカー/ベトナム）
エイボン・プロダクツ
（化粧品の訪問販売）
トゥルー・ネイチャー
（化粧品の製造・販売）
MEJ
（化粧品ブランド「エイジスト」の開発・販売）

ガイア・エヌピーの化粧品製造工場
ディーフィット
（「まかないこすめ」などの企画・販売）
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NAC の主力ブランド「カナック」に日本の知見を融合すること
でブランド力を強化し、ASEAN 諸国でのシェア拡大につな
げる。
銀座ステファニーは、エイボン・プロダクツが持つカタログ定期ユ
ーザーの取り込みを図る。
小林製薬のマーケティング力、販売力、研究開発力と、トゥ
ルー・ネイチャーのブランド力を融合することによる、スキンケア
分野での新たな価値の提案。
MEJ の主要客層である 30～40 代開拓の加速と、ネット
経由での販売ノウハウの獲得。
サティス製薬は、同買収によって国内 4 工場体制となり、生
産能力が 1.5 倍に拡大し、供給不足の回避につなげる。
今後のインバウンド需要拡大を見据え、“Made in
Japan”ブランドとして強化し、双方のブランドを日本初のグ
ローバルブランドへ育成する。

新刊資料のご案内
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。

2019年

東南アジアの化粧品市場

紫外線ケア意識の向上により拡大する美白ケア・日焼け止め市場
2018年度の東南アジア6ヶ国（タイ・インドネシア・マレーシア・ベトナム・シンガポール・ミャ
ンマー）の化粧品市場は、前年度比5.4％増の8,820億円となった。同地域では、可処分所得の増
加やおしゃれ意識の拡大等により化粧品のニーズが高まっており、市場は10年間で1.9倍以上に拡
大している。当資料では、東南アジア6ヶ国の化粧品市場の参入動向、展開ブランド、売上高等を
分析するとともに、参入企業の展開状況や今後の展望についてもレポートしている。
総市場編

国別編

1.調査概要

発刊日：2019年10月3日
頒価：97,000円（税抜）

◆タイ

1）調査目的

◆インドネシア

2）調査対象国

◆マレーシア

3）調査方法

◆ベトナム

4）調査対象企業
5）調査対象商品

1.化粧品市場の概況

2.主な参入企業

2.化粧品市場の沿革

1）現地企業

3.主要企業の主な参入状況

2）欧米系企業

4.化粧品の市場規模

3）日系企業

5.ブランド展開

4）韓国・中国系企業

6.販売方法

3.化粧品市場規模分析

7.今後の展開

1）国別市場規模
2）チャネル別売上高
◆シンガポール

3）企業別売上高
4）ブランド別売上高
5）分野別売上高

1.化粧品市場の概況

6）種類別売上高

2.化粧品市場の沿革

7）主な訴求別売上高

3.主要企業の主な参入状況

4.商品トレンド

4.化粧品の市場規模

1）スキンケア
2）メイクアップ
◆ミャンマー

3）ヘアケア
5.今後の展開

1.化粧品市場の概況
2.化粧品市場の沿革

調査期間

3.主要企業の主な参入状況

2019年6月～2019年9月

4.化粧品の市場規模
5.今後の展開

TPCビブリオテック
http://www.tpc-osaka.com/

9:00-17:00（土日祝除く）
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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。

モイスチュアライジングファンデーションプライマー（ポール&ジョー）
購入したきっかけ
以前は、べたつくのが嫌でサラサラ系の化粧下地を使用していた。最近は、乾燥と血色感
が気になり、保湿力が高くトーンアップもできるものを求めて、調べたらこの商品にたどり
着いた。

お気に入りのポイント
乾燥や汗で崩れにくい。カバー力もあるので、肌荒れや赤みにも◎。普段はラロッシュポ
ゼを、休みの日や予定があるときにこのポール&ジョーを使用して使い分けしていた。ポー
ル&ジョーの方が肌の調子がいいので、いまは毎日使用している。

今奥 絵梨花

次に気になっているアイテム
「ナビジョンHAフィルパッチ」美容医療のマイクロニードル技術が応用されていて、技
術の進化に驚いている。DgSで安く展開する商品が出たら、使ってみたい。アルビオンの「フ
ローラドリップ」も、人によって効果実感が異なることに興味あり。

チューシーリップ（サンスマイル）
購入したきっかけ
もともと唇が荒れやすく、リップ用のパックを探していて、5-6年前から気になっていた
アイテム。最近は乾燥とくすみ、ハリのなさが気になり、唇のケアアイテムをネット調べて
いて、この商品の評価高かったので、バラエティで1枚入りを購入した。お風呂上りの乾燥
がましだったので、これから冬に向けて大容量をゲット。

お気に入りのポイント
簡単。貼っているだけ。寝る前にリップをつけると布団についてしまうのが嫌だったが、
この商品は使用した後、べたつかずに潤っているので◎

福原 裕子

次に気になっているアイテム
エチュードハウスの「オールフィニッシュリップティントリムーバー」。唇専用のクレン
ジング。TVで唇の汚れなどは普通のクレンジングでは意外と落ちないと知ったので、専用の
ものを使用してみたい。

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。

市場調査

2019年 美白スキンケアの市場分析調査

発刊予定：2019年11月6日
予約販売価格：97,000円（税抜）

2019年 スキンケアのアイテム別市場分析調査

発刊予定：2019年12月
予約販売価格：97,000円（税抜）

2020年 化粧品企業のR&D戦略

発刊予定：2019年12月
予約販売価格：97,000円（税抜）
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