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いつもお世話になっております。化粧品担当の池本です。 

 

最近は、新型コロナウイルスの感染拡大により、近年インバウンド需要

による恩恵を受けてきた日本の化粧品業界にも影響が出ております

ね。それぞれ感染拡大防止のため、タッチアップの自粛や営業時間の

短縮といった対策をとるなど、従来の販売方法とは異なる状況を強いら

れ、もどかしい状況が続いている場合も多いかと思います。 

一方で、EC事業はプラスとなる傾向もあることから、ライブ配信やSNS

を活用したコスメの販売で挽回を目指す企業も増えつつあるかと思い

ます。実際、中国でも売上が激減したブランドもライブコマースで新製

品発表を配信したことで回復させることができたという記事もありまし

た。 

 

化粧品分野においては、在宅ワークの実施や外出の自粛、マスクの着

用などによりメイクをする機会が減少していることから、メイクアップの売

上は落ち込んでいる場合が多いようです。一方、スキンケアは外出しな

くても使用するほか、マスクやトイレットペーパーを買いに来た顧客がつ

いで買いをすることなどから売上が伸びる傾向があるようです。 

こうした様々な状況は、終息後の今後の社会にも少し変化をもたらし

そうです。働き方については、在宅ワークや時差通勤などを取り入れる

企業が増えそうですね。また事業展開については、マスク不足という問

題に対して、シャープなどの企業は異業種ながら参入を果たしていま

す。このほか販売方法についても、あらゆるリスクを想定したチャネル展

開が必要であることを考えさせられた場合も少なくないかと思います。 

 

しかし、消費財は売上が落ちたとしても、一定期間の混乱の後に消費

が以前よりも強くなることもあるので、今厳しい状況が続いていたとして

もV字回復できるよう冷静に対処し、近い将来さらに化粧品業界が活

性化していくことを期待したいです。 

 

まだコロナウイルスが猛威をふるっており、用心が必要な状況が続いて

おりますので、皆様引き続きくれぐれもご自愛くださいませ。 

 

それではどうぞ、今月号もお楽しみくださいませ。（池） 
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今月の「まとめてみました」 
2019年のインバウンド販売個数ランキング 



 

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。 ＜富＞ 

アースシップ、化粧品通販に参入 
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今月の気になる業界ニュース 

アースシップは、台湾国内でドクターズスキンケア市場の約30％を占

める「DR.WU（ドクターウー）」の代理店販売を開始しました。同ブラ

ンドは、高機能・低刺激・アルコールフリーなどの特徴を持ち、主力商

品「ヒアルコンプレクスモイスト セラム」が本国発売から16年で1,000

万本の売上を達成するなど、人気を博しています。日本では2,000〜

6,000円台の価格に設定し、まずは公式サイトで展開します。今後、

ドラッグストアや百貨店など、さまざまな販路を視野に入れ拡大する予

定で、初年度売上高1億円を目指すとしています。ちなみに、アースシ

ップは電動モビリティーなどデジタル&ガジェット関連の商品企画販売や

輸出入業などを行っており、今回、化粧品を初めて取り扱うこととなりま

す。 

ニトリ、初の化粧品ブランド展開 

ニトリは自社で初となる化粧品ブランド「GUARDIO（ガーディ

オ）」を立ち上げ、販売を開始しました。同社は、働く女性も利用しや

すい駅周辺に小型店舗『デコホーム』も展開しており、生活雑貨などを

販売しています。同店舗ではアロマ商品が人気を博しており、こちらの

商品に関連したジャンルである化粧品についても、利用者層から高い

需要を見込めるとして、今回、自社ブランドを導入しました。「ガーディ

オ」については、働く女性や専業主婦など忙しい女性からの“きれいにな

りたい”というニーズに対応して、日焼け止めやクレンジング、化粧水をラ

インアップ。また、価格は約2,000円で、パッケージにはインテリアに馴

染むシンプルなデザインを採用しています。 

オルビス、国内空港に免税店限定開設 

オルビスは、期間限定で成田国際空港内の免税店に出店していま

す。免税店への出店は、2019年12月にオープンした韓国免税店に

続き3店舗目となります。同社は、海外事業の成長ドライバーである中

国事業を強化しており、中国からの訪日観光客が立ち寄る空港内免

税店へ出店することで、中国をはじめとしたアジア市場全体でのブラン

ド認知の向上を図っています。今後も国内空港をはじめ、アジア圏を

中心に順次出店を予定しています。 

ちふれ、ベトナムに進出 

ちふれ化粧品は、3月からベトナムに進出します。同社はこれまで、

中国やタイ、台湾、マレーシア、シンガポール、韓国、香港といったアジ

アで展開しています。今回、まずイオンモール3店舗で展開し、スキンケ

アやメイクアップを発売する予定です。また、進出に合わせて、ベトナム

語版のオフィシャルサイトも開設。同サイトでは製品情報だけでなく、容

器の再利用を目的とした詰め替え化粧品についても紹介し、環境問

題への意識が高まるベトナムの消費者にアピールすることを狙っていま

す。 

バルクオム、ヨーロッパに進出 

メンズスキンケアブランド「バルクオム」は、3月からフランスとイギリスに

進出します。同ブランドは、2017年に台湾に進出して以降、中国や

韓国、香港とアジアを中心に展開国を拡大。同時に2019年にはキリ

アン・エムバペ選手をグローバルアンバサダーに起用するなど、ヨーロッパ

進出へ向けて準備を進めてきました。今回展開する主なチャネルは、

百貨店のような高価格帯の店舗で、2021年までにフランスとイギリス

で100店舗の出店を目指すとしています。 

ロート製薬、コラーゲン産生促進の研究結果 

ロート製薬は、エイジングケア成分として注目を集める『ナイアシンアミ

ド』と独自素材『コラプラス』の併用によるコラーゲン産生促進作用を見

いだしたと発表しました。同社はこれまで、細胞老化・活性酸素・紫外

線による“肌のしわやたるみが発生メカニズム”に着目した独自素材の

開発を進め、『コラプラス』の素材研究を進めてきました。今回の研究で

は、エイジングケア成分として、表皮層のターンオーバー促進や、真皮

層のコラーゲン産生促進効果がある『ナイアシンアミド』に着目し、『コラ

プラス』と併用することで、コラーゲン産生を促し、より高いアンチエイジン

グ作用を実現できる可能性を示しました。今後も、さらに皮膚の老化

メカニズムの解明とそれに基づいた独自のアンチエイジング素材の研究

開発を進めていくとしています。 

ロート製薬、スマート工場新設 

ロート製薬は、マザー工場である上野テクノセンターにおいて、人と環

境に配慮した“スマート工場”（＝“人にやさしい工場”・“環境にやさし

い工場”）を増設すると発表しました。具体的には、同工場ではAI・

IoTをフルに活用したデジタルツイン環境で生産性向上を実現するほ

か、再生可能エネルギー（地中熱や最新の省エネ設備の導入）を活

用することで、エネルギー消費量を既存工場の20％削減を目指しま

す。ちなみに、今回の工場新設により、生産能力を現状の5割増強す

るとしています。 



 

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。＜福＞ 

3/1 
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今月の気になる新製品 

カネボウ化粧品は、スキンケアブランド「スイサイ」を洗顔に特化したブ

ランドへと刷新します。新たなラインアップは、2層式のふき取りクレンジ

ングやジェリータイプのクレンジング、パウダータイプの酵素洗顔料、クレイ

配合の洗顔料といった、それぞれタイプの異なるクレンジング・洗顔料を

展開しています。メイクを楽しむ20代向けに洗うことの大切さを訴求

し、高付加価値洗顔ブランドとしての存在感を確立していく方針です。 

カネボウ化粧品、 
「スイサイ」刷新 

3/6 

ロート製薬は、エイジングケアブランド「50の恵」から同社初のシワ改

善化粧品「薬用リンクルクリーム」を発売します。同商品は、薬用有効

成分『ナイアシンアミド』を配合し、額や眉間、目もと、口もとなど気にな

る部位のシワを改善するとともに、シミやそばかすを防ぐ効果も訴求して

います。さらに、同社オリジナル成分『コラプラス』も配合して肌にたっぷり

と潤いを与え、肌を健やかな状態に保つことを謳っています。 

ロート製薬、 
シワ改善クリーム発売 

3/2 

ポーラは、光研究と皮下組織研究を掛け合わせた日中用クリーム

「B.A ライトセレクター」を発売します。同商品は、老化を引き起こすと

されていた太陽光の中にも肌に良い影響を与える『赤色光』があること

に着目し、従来のように光を“拒む”のではなく“選ぶ”といった新発想の

日焼け止めとなっています。こうした新たなアプローチが注目を集め、発

売から3日で約2万個を販売するヒットとなっています。 

ポーラ、 
光を“選ぶ”UV発売 

3/3 

キナリは、白い花の美しさから着想を得て誕生した「草花木果 白花

八草 美白ライン」を発売します。同ラインでは、エアコンや寒暖差、紫

外線など様々なダメージを受けやすい環境に晒されている現代人に向

けて、①光澄み、②シミ抑制、③肌まもる、といった3つのアプローチで

内側から発光するような明るく澄んだ印象の肌へと導くことを訴求。①

については、白い花を咲かせる8種の植物エキスを独自ブレンドした『白

花八草エキス』を、②には、『アルブチン』と『ビタミンC誘導体』といった2

つの美白有効成分を、③には、抗炎症成分『グリチルリチン酸ジカリウ

ム』を配合し、肌へのやさしさと効果面を両立したラインとなっています。 

キナリ、 
「美白ライン」発売 

3/4 

エルメス・インターナショナルは、ブランド初のメイクアップラインを世界

同時発売しました。今回は第一弾として、リップアイテムをラインアップす

る「ルージュ エルメス」を導入。リップスティックは全24色で、仕上がりは

マットとサテンの2パターンを用意し、7,200〜8,000円の価格帯で展

開しています。また、サステナビリティを推進する観点から中身の詰め替

えが可能な容器を採用しており、レフィルは6月頃の発売を予定してい

ます。なお、今後はスキンケアアイテムの発売も計画しているとのことで

す。 

エルメス、 
初のメイクアイテム発売 
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ACROは、「イトリン」から初のベースメイクアイテムを発売。高いスキ

ンケア効果を備えた化粧下地「エッセンシャルEEクリーム」と、肌悩みに

合わせて選べる「フェイスケアパウダー」を展開し、これらを掛け合わせる

ことで、スキンケアの仕上げとして使用する“スキンケアベース”として打ち

出しています。このうち後者は“仕上がり”ではなく“肌悩み”に合わせて

選ぶことが特徴となっており、赤みが気になる肌向けの『桜の花びらパウ

ダー』と、くすみやシミが気になる肌向けの『ビワの種パウダー』、顔色の

悪さが気になる肌向けの『蓮の花パウダー』といった3種類を揃えていま

す。 

ACRO、 
「イトリン」初のベースメイク発売 

3/23 

ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティングは、「LUX」から新シリー

ズ「Beauty iD by LUX（ラックス ビューティーiD）」を発売します。

同シリーズは、ユーザーがなりたい髪の仕上がりに合わせて、優しく洗う

シャンプー（1種）、髪質に合わせて選ぶトリートメント（3種）、質

感に合わせて選ぶエッセンス（3種）を選んで組み合わせるカスタマイ

ズヘアケアとなっています。なお、特設サイトでは7つの質問に答えるだけ

でベストな組み合わせを教えてくれる『Beauty iD診断』を提供してい

ます。 

「LUX」、 
カスタマイズヘアケア発売 

3/28 

花王は、新ヘアケアブランド「イネス」を発売します。同ブランドは、頭

皮コンディションに合わせてシャンプーやトリートメントを選ぶ“スカルプ美

容エキスパートケア”を提唱しています。同社の調査によって、20〜40

代の女性はニオイやカサつきなど様々な頭皮（地肌）悩みを感じてお

り、日々の外的要因によってゆらぎがちな状態であることが判明。そこ

で、日々変化する頭皮コンディションに合わせて選べるよう、2種のシャ

ンプーと2種のトリートメントをラインアップしています。 

花王、 
新ヘアケアブランド「イネス」 



 

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。＜北＞ 

「スイサイ」、ブランドアンバサダーを起用 
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今月の気になるプロモーション 

カネボウ化粧品は、“Reboot me,now.~明日の私を変えてみせ

る~”を新ブランドメッセージに、洗顔ブランドへと刷新した「スイサイ」につ

いて、“勝負洗顔”プロモーションを開始。具体的には、ガンバレルーヤ

やダンサーの仲万美、新イメージキャラクターの紺野彩夏を勝負女子と

してアンバサダーに起用しています。またyoutubeで“勝負洗顔”をテー

マにしたショートムービーの配信や、診断コンテンツが楽しめる特設web

サイトを公開しています。 

「AXE」、新イメージキャラクター起用 

ユニリーバが展開する男性化粧品ブランド「AXE」は、ブランドの新イ

メージキャラクターとして女優の清野菜名を起用しました。起用に合わ

せて、清野菜名のデザインを施したパッケージにリニューアルしており、そ

れぞれ異なる香りのイメージを、イメージキャラクターの表情、ファッショ

ン、ヘアスタイルで表現しています。また3月9日からは、女性目線で香

りの重要性を訴求する新TVCM『AXE 香りは第0印象篇』の放映を

開始。同社は、清野菜名の魅力が“自分らしい魅力”を推進している

「AXE」のブランドコンセプト『Find Your Magic』を象徴していると考

え、起用に至ったとしています。 
「コフレドール」、『粉塾』を開催 

「コフレドール」は、クラシカ表参道の別邸KEYAKIで、“粉”にフォー

カスした勉強会『粉塾－主役級の化粧下地が誕生！下地作りの概

念を覆す“粉”使い－』を開催しました。少しコアでマニアックな“粉”勉

強会として、ブランド誕生10周年を迎えた2018年から開催している

『粉塾』ですが、今回のイベントでは、ファンデーションの仕上げを左右す

る化粧下地に焦点を当て、新商品「スキンイリュージョンプライマーUV」

においての下地作りの概念を覆す“粉”使いや開発秘話、第1回目か

ら登壇しているヘア＆メイクアップアーティストの長井かおり氏による、新

商品を用いた“垢抜け”メイクのデモンストレーションも実施されていま

す。 

カネボウ化粧品、 
「KANEBO」体験型イベント開催 

「KANEBO」は、「N-ルージュ」の発売にあわせて、原宿のjingで2

月7日から3日間、『HOPE MIRROR STUDIO』をテーマとしたポッ

プアップイベントを開催。メインコンテンツのミラー診断では、「N-ルージ

ュ」全20色の中から、自分にぴったりのカラーが見つかるデジタルカラー

診断が体験できるほか、診断カラーが試せるタッチアップスペースも設け

られました。また、来場者のうちSNSへ投稿した人に、糸引き洗顔料の

ミニボトルを会場限定のノベルティプレゼントとして配布しています。 

レブロン、デジタルによる販促施策を強化 

レブロンは、唇のpHによって色が変わるリップ「キスグロウバーム」につ

いて、ツイッターやインスタグラム、TikTokなどのデジタルによる販売施

策を行っています。このうち、TikTokでは人気モデルの古川優香、宮

瀬いと、南部桃伽の3人がお手本動画として出演しているほか、Kiss

ポーズで唇の色が変化するハッシュタグチャレンジ『#KissFlower』も実

施しています。 

「ダヴ」、新ムービーを公開 

ユニリーバの「Dove」は、3月9日から新たなコミュニケーションムービ

ーをYoutube公式チャンネルで公開しています。このムービーでは、髪

をコンプレックスとする女性に、自身のポートレートを見てもらい、“自分

らしい髪こそ美しいと気付けるように”というメッセージが込められていま

す。またムービー公開に合わせて、3月22日まで東京・渋谷と大阪・な

んばで、大規模な広告キャンペーンを実施。ムービーに登場するリアル

な女性たちの生き生きとしたビジュアルを通して、「Dove」のメッセージを

多くの方々へ伝えています。 

「エージーデオ24」、共感型プロモーションを開始 

「エージーデオ24」シリーズから、ストレス臭と加齢臭の両方をケアで

きる新商品が1月下旬に発売されたことに伴って、資生堂は2月中旬

からTVCMやウェブ広告の展開を開始しました。このうちTVCMでは、オ

フィスで働く中でふとニオイが気になるシーンを描くことで共感を想起さ

せ、ニオイケアを行うと明るく働くことができるというポジティブなメッセージ

を謳っています。また、プロモーションに合わせて、店頭では剤型ごとの

使用目的をわかりやすく伝える活動も行っています。 



 

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。＜池＞ 

ラ ロッシュ ポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ/同ローズ 
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今月の気になるヒット商品 

今回は、「ラ ロッシュ ポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ

/同ローズ」をご紹介します。 

 

「ラ ロッシュ ポゼ」は、世界最大の化粧品企業ロレアルが展開して

いる敏感肌コスメブランドです。 

2018年に発売した「UVイデア XL プロテクショントーンアップ」は、

外的要因から肌を保護し、敏感肌でも使えるとして、発売前からSNS

を中心に注目され発売直後に店頭で在庫がなくなるなど人気となって

います。その後も20〜30代女性を中心に“くすみや色ムラなど気にな

る肌悩みを自然にカバーし、上品な透明感のあるツヤ肌”を演出するこ

とから年間を通じて支持を集め、同ブランドNo.1のヒット商品となってい

ます。さらに発売2年目となる2019年には、スキンケア効果を含め好

評を博し、SNSや口コミを中心に人気が拡大したことで、前年度比

3.6倍の売上を記録しています。 

 

今回、2020年3月2日には新色としてピンクのトーンアップUV「同ロ

ーズ」を発売します。同商品も多くのプレスから注目を集め、発売前か

らSNSやメディアで話題となり、同年2月3日開始の先行予約でも当

初予測の2.6倍を記録しています。また、既存のトーンアップUVはくす

みをカバーし明るさをプラスしたいときの使用を訴求しているのに対し、

同商品は透明感と血色感をプラスしたいときの使用を提案していること

から、使い分けの楽しさも謳っています。このほか、同商品は皮膚科医

との協働による研究を重ね、黄み寄りの肌が多い日本人にも自然にな

じむピンクベージュのテクスチャーを採用しています。 

 

販促としては、自身も敏感肌というモデルの高橋愛を起用したスペ

シャルムービーや、美容メディアMAQUIAとのコラボムービーの公開を予

定しています。また、2月21日〜4月20日には公式ブランドサイトにて

抽選で2万名に2種のトーンアップUVサンプルが当たるキャンペーンを実

施。既存のトーンアップUVと、新作のピンクのトーンアップUVの2色の

仕上がりの違いを試せることを訴求しています。さらに、指定のハッシュタ

グをつけてインスタグラムで投稿すると毎月10名にピンクのトーンアップ

UV現品が当たるキャンペーンも実施しています。 

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。＜福＞ 

35％ 

今月の気になるデータ 

今回は、CAROLが35〜50歳の花粉症に悩む女性を対象に実施

した『花粉とメイクに関する意識調査』（2019年3月実施）の中から

気になるデータをご紹介します。同社の調査によると、『花粉症の症状

について教えてください（複数回答可）』といった質問に対して肌荒れ

と回答した女性は35.0%で、鼻水やくしゃみ、目の痒みといった代表

的な悩みに続く4番目に多いことが分かりました。 

 

 具体的に、肌荒れが気になるパーツについては、頬が31.8%、目

の周りが28.7%、鼻が24.8%、額が6.6%などという結果になりまし

た。ティッシュやマスクによる摩擦が懸念される鼻よりも目の周りが多く挙

げられています。 

 さらに、メイクとの関連については、『花粉の時期はメイクが崩れや

すいと思いますか？』という質問に対し、91.4%もの女性がYESと回

答。そして、最も崩れやすくなるポイントとしては、ベースメイクの59.5%

に次いで、アイメイクが31.4%、リップメイクが5.8％などとなっており、メ

イク崩れに関しても目もとの悩みが多く挙がる結果となりました。目の周

りは涙や痒みによってこすることで乾燥や肌荒れにつながりやすいと同

時に、顔の中でも皮膚が薄い部分であり、こうした刺激がシワやたるみ

の原因につながることが考えられています。このようなシワやたるみなどの

肌トラブルの予防としても、花粉対策は重要であるといえるのではない

でしょうか。 

 

近年はアンチポリューションや光老化など、様々な外的要因と肌トラ

ブルのメカニズムが解明され注目を集めていることから、花粉による肌荒

れケアについても今後さらにニーズが高まってくることが予想されます。 



 

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＞ 

2019年のインバウンド販売個数ランキング 
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今月の「まとめてみました」 

今回は、True Dataが発表した2019年のインバウンド販売個数ランキング（対象は全国のドラッグストア）を基に、化粧品だけをまとめてみまし

た。これによると、TOP30のなかに化粧品が12個もランクインしています。 

 

企業・ブランド別にみると、花王の「キュレル 潤浸保湿クリーム」を筆頭に、3商品が上位に挙がっています（単月では多いときで6商品がランクインす

ることもあります）。「キュレル」は日本の敏感肌コスメ市場でトップシェアを誇っていますが、海外においてもアジアを中心にこの10年で売上が1.7倍に

拡大するほど高い人気を博しています。好調の理由としては、日本での売上No.1実績をアピールしたマーケティング活動のほか、どんな肌状態でも使え

るという点でお土産としても好評を博していることが挙げられます。 

 

次に種類別にみると、12商品のうち6商品がマスク・パックとなっています。マスク・パックがインバウンドの需要を獲得したのは2014年から2015年頃

にかけてのことだと思います。好調の理由としては、立体形状（3D）や美容液をたっぷり配合した粘度の高いテクスチャーといった商品特長のほか、ひ

と目で「日本」とわかるキャラクターや高いデザイン性を用いたパッケージ、お土産として配りやすい個包装などが評価されているのだと思います。 

 

 

と、ここまで好調な化粧品についてみてきましたが、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大によりインバウンド需要の大幅な減少が懸念されています。

その最も影響を受けている商材のひとつが化粧品といっても過言ではないでしょう。今後の動向を注視したいと思います。 

 

＜2019 年のインバウンド販売個数ランキング＞ 

順位 企業名 ブランド・商品名 種類 

1 位 花王 キュレル 潤浸保湿クリーム クリーム 

2 位 DHC 薬用リップクリーム リップクリーム 

4 位 資生堂 アネッサ パーフェクト UV スキンケアミルク UV 乳液 

6 位 資生堂 専科 パーフェクトホイップ n 洗顔料 

8 位 石澤研究所 毛穴撫子 お米のスキンケア お米のマスク マスク・パック 

14 位 pdc ワフードメイド 酒粕パック マスク・パック 

16 位 花王 キュレル 泡洗顔料 洗顔料 

19 位 ウテナ プレミアムプレサ ゴールデンジュレマスク ヒアルロン酸 マスク・パック 

20 位 花王 キュレル 乳液 乳液 

22 位 クラシエ HP 肌美精 超浸透 3D マスク エイジングケア保湿 マスク・パック 

23 位 バンダイ オスカル＆ロザリー ラ モリエール密着マスク マスク・パック 

27 位 ウテナ プレミアムプレサ ゴールデンジュレマスク ヒアルロン酸 マスク・パック 



 

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。 

パーツケア、オールインワン、敏感肌が増加！ 

現在のトレンドを徹底分析 
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新刊資料のご案内 
0120-30-6531 

2020年 アンチエイジング化粧品の市場分析調査 

発刊日：2020年3月9日 ／ 頒価：97,000円（税抜） 

2018年度のアンチエイジング化粧品市場は、前年度比5.5％増の3,820億円となった。要因としては、近年市場

を牽引しているシワ改善化粧品の売上が引き続き拡大したことが挙げられる。また、シワ改善化粧品の普及に伴うパ

ーツケアアイテムの増加や、敏感肌やオールインワン市場におけるアンチエイジング訴求商品のシェア拡大も寄与して

いる。当資料では、アンチエイジング化粧品市場を主要企業、展開ブランド、種類（剤型）、価格帯等から分析し

ている。 

総市場編 

1.調査概要 

1）調査目的 

2）調査対象商品 

3）調査対象企業 

4）価格帯の定義 

5）調査方法 

2.アンチエイジング化粧品の概要 

1）肌老化（エイジング）の主な要因と症状 

2）主要なアンチエイジング成分とアプローチ 

3.アンチエイジング化粧品の沿革 

4.アンチエイジング化粧品の市場分析 

1）全体 

2）マーケットポジション 

3）企業別シェア 

4）ブランド別シェア 

5）種類別販売構成 

6）訴求別販売構成 

7）トレンド動向：注目市場の販売構成 

8）成分別販売構成 

9）価格帯別販売構成 

5.アンチエイジング化粧品のブランド分析 

1）ポジショニング 

2）ブランド特長 

3）主要ブランドの新製品発売状況 

6.アンチエイジング化粧品の品目分析 

1）企業別展開状況 

2）種類別展開状況 

3）価格帯別展開状況 

7.アンチエイジング化粧品の販売分析 

8.今後の展開 

1）今後の市場性 

2）主要企業の今後の展開 

個別企業編 

◆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 

個別企業編調査項目 ※一部異なる 

1.ブランド概要 

2.開発経緯 

3.品目分析 

4.ブランド分析 

5.販売高 

1）ブランド別販売高 

2）種類別販売高 

3）価格帯別販売高 

6.販売方法 

7.今後の展開 



 

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 

SHOP 

TEL 0120-30-6531 
［営業時間］ 9:00～17:00（土日祝除く） 

06-6538-5358 

Corp http://tpc-cop.co.jp/ 

発行元 

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。 

TPCレポートのご案内 

2020年 

4月末 

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］予約販売価格：390,000円（税抜） 

2020年 

4月末 

2020年女性の美容に関する意識・
実態調査 

［消費者調査レポート］予約販売価格：390,000円（税抜） 

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］予約販売価格：390,000円（税抜） 

2020年 

4月以降 

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） 

 

2020年 

5月以降 

2020年 化粧品企業の 
グローバル戦略調査 

［市場調査レポート］予約販売価格：97,000円（税抜） 

2020年 

6月 

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） 

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。 

今後の研究開発のキーワードは『クリーン&グリーン・ビューティ』 

新刊資料のご案内 

0120-30-6531 

2020年 化粧品企業のR&D戦略 

発刊日：2020年3月9日 ／ 頒価：97,000円（税抜） 

2018年度の化粧品市場は、前年度比2.0％増の2兆4,556億円となった。同市場では、安心安全志向や消費

者間での環境保護に対する意識が高まっている。すなわち、各社は研究開発の段階から環境保護への取り組みを

意識する必要があり、『クリーン&グリーン・ビューティ』が今後の研究開発のキーワードであるといえる。当資料では、主

要化粧品企業のR&D戦略を、組織体制、R&D費・人員、注力テーマ、特許、産学官との提携状況等から分析し

ている。 

個別企業編（対象企業） 

◆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◆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◆株式会社ちふれ化粧品 


