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はじめに
かつて、化粧品は女性の特別な美しさのための嗜好品として認識されていた。しか
し時代は移り変わり、今では一部の消費者にとっては日用品として存在し、むしろ必
需品となっている。嗜好品が、こうして時が経つに連れコモディティ化していく中で、
一部の消費者をターゲットにすればよかった当初と比べニーズも幅広くなり、マーケ
ティング戦略を練るのに難しい分野に変化してきた。また、完全な必需品と違い、人
の美意識に訴えかける化粧品というのは、単なるマーケティングの理論だけではなく、
ブランド論も絡む難解な分野であると言える。
日本における化粧品業界の歴史は、既に多くの文献で語られているところであるが、
2012 年現在、特に日本企業に関しては、今後急速な海外展開が必要な状況においこま
れている。しかしその一方で、たとえ頭打ちで減尐傾向が続いているとしても、これ
だけ発展してしまった国内市場を捨てるということは非現実的であり、つまりは国内
市場での売り上げを安定させつつ、海外進出を果たしていく必要性に迫られているの
である。
今回本稿の執筆にあたっては、嗜好品のコモディティ化とそれに伴う、マーケティ
ングとブランド戦略の必要性、また市場そのものが厳しい状態でのビジネス戦略の立
て直しなど、これまでの経営戦略やビジネス戦略の研究成果を示すことを目的とし、
これをテーマとした。
問題解決の手法は、文献やデータ集を扱うだけでなく、実際に化粧品メーカーにヒ
アリングに行き、さらに独自の顧客調査を行うことで、文献など文字化されていない
生の情報をもとに分析することを心がけた。
今後化粧品と同様に、嗜好品からコモディティ化する商品があるとして、その際は
おそらく関連企業は新たなビジネス戦略を検討せざるを得なくなるであろう。その時
に、過去の一つの事例として化粧品があり、化粧品業界で生き残るために、各社が取
っていた戦略や、もしくは取るべきだったのに取らなかった戦略が何であったのか、
本稿を通して理解されることを期待する。特に最後の仮説が、企業の何かしらの参考
になれば幸いである。

2

【目次】
はじめに
第１章：業界構造
１－１ 化粧品 定義
１－２ 市場の特徴とプレイヤー分析
－資生堂
－花王・カネボウ
－コーセー
－ポーラ･オルビスホールディングス
－ファンケル
１－３ 化粧品の分類
１－４ 価格帯別分析とチャネル展開
１－５ 各企業のブランド・チャネル戦略
１－６ 顧客の志向
第２章：企業戦略
２－１ 業界動向
２－２ 化粧品業界における、戦略決定のパターン
－ロート製薬
－P&G
－資生堂
－POLA
２－３ 化粧品業界における「ブランド」
第３章：ケースと提案
FANCL への提案
第４章：おわりに
参考文献
謝辞

3

第１章：業界構造

１－１ 化粧品 定義
化粧品は大きく分けて、皮膚用、仕上げ用、頭髪用、特殊用、香水・オーデコロンの 5
種類に分類される。皮膚用化粧品とは、皮膚に直接塗ることで素肌の機能を維持、改善さ
せるものであり、一般的には化粧水、乳液、クリームといったスキンケア商品のことであ
る。さらに、その上から色をつけたりする、いわゆるメイクアップ商品と呼ばれるものが
仕上げ用化粧品であり、これにはファンデーション、口紅、アイシャドウといったものが
含まれる。シャンプーやリンスといった、日常的に頭髪を清潔に保つためのものを頭髪用
と呼び、日焼け止めや髭そりに使うジェルなど、季節や男女の限定があるものを特殊用と
して区別している。経済産業省資料の、全国化粧品出荷販売金額前年度比較表（2010 年度
版）によると、種類類ごとの市場内訳は次のようになっている。

香水・
オーデコ
ロン,

特殊用,
4.60%

0.30%

仕上用,
21.30%

皮膚用,
44.90%

頭髪用,
28.90%
図【1-1】
これをみて分かるように、市場の約 45％を皮膚用化粧品が占めている。
「化粧品」と聞い
たときに多くのひとがイメージする仕上げ用の規模は、皮膚用の約半分でしかない。

１－２ 市場の特徴とプレイヤー分析
現在の化粧品市場は 2003 年以降 1 兆 4000 億円規模のまま頭打ち、微減の状況が続いて
いる。全体の人口が減っている中で維持ができているという見方もあるが、他のＢｔｏＣ
企業同様、国内市場が飽和し、さらに低価格競争が起きている中で、業績を伸ばしていく
には厳しい市場であると言える。

4

市場規模（出荷額）
単位：億円

16000
14000
12000
特殊用途化粧品

10000

頭髪用化粧品
8000

香水・オーデコロン

6000

仕上用化粧品
皮膚用化粧品

4000

2000

図【1-2】

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

出典：経産省HP

業界の傾向：海外進出
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製造出荷額が横ばい（1兆4000億円前後）の中、輸出入額は増加
経済産業省資料
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図【1-3】
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輸出先、対総額構成比の約80%がアジアの国々。13年には、アジアの化粧品市場が
年間850億ドル超となり、欧米を抜いて世界最大になる見通し。（日経新聞20110209）

図【1-4】

国内市場は頭打ちであるが、その一方で海外輸出・輸入額は年々増加しており、特に輸
出先の 80％がアジアの国々である。2013 年には、アジアの化粧品市場が欧米を抜いて世界
最大になるともいわれており、国内市場が飽和している今、いかに早く、効率よく自社製
品をアジアで展開し、ブランド力をあげていくかというのが課題になっている。
そもそも、化粧品という概念はどのようにして生まれたのだろうか。まず社会的な捉え
方からみると、東京オリンピックなど、様々な人種のひとが多く来日する中で、日本特有
の「美人＝色白」という概念から、
「日焼け」が新しい美しさとして注目されるようになっ
た。その後８０年代になると、男女雇用機会均等法が成立し、女性の社会進出が活発にな
り、自立した女性を表したメイクアップが流行。それと同時に、クレンジングや洗顔など
といった皮膚用化粧品の大切さが注目されるようになった。９０年代～２０００年代以降
には、OL や主婦の間に日焼け＝老化の原因という認識が定着し、ホワイトニングやアンチ
エイジングといったブームが起こっている。
当初、化粧品はぜいたく品、嗜好品との位置づけであった。いまだにこう定義されるこ
とのある化粧品であるが、実際のところ２０１１年現在、化粧品は既にコモディティ化し
ており、年齢や所得に関係のない必需品、日用品として認識されている節がある。また、
昨今では「化粧＝女性のもの」という概念すら崩れており、男性用化粧品市場が年々増加
していることにも注目したい。これらの新しい業界傾向についてはこれから言及していく。
また、この業界の特徴としては、異業種参入が多いというものがある。新規参入と、そ
れと並行して行われた M&A を一覧でまとめると次のようになる。
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新規参入

M&A

2011

菊正宗（酒造）
日本盛（酒造）

2010

サントリー（飲料）
第一三共ヘルスケア（製薬）
双日（総合商社）

資生堂→ベアエッセンシャル

2009

ニチレイ（冷凍食品）
アサヒビール（飲料）
コンビ（ベビー用品）
佐藤製薬（製薬）

ファンケル→ノイエス

2008

ゼリア新薬（製薬）

2007

ヤマダ電機（家電量販店）

2006

富士フィルム（写真）
メルシャン（ワイン）
小林製薬（製薬）
エスエス製薬（製薬）

花王→カネボウ化粧品

2005

大塚製薬（製薬）

花王→モルトンブラウン

2004

ロート製薬（製薬）
白鶴酒造（酒造）
ヤクルト（食品）

ロレアル→羽西

2003

月桂冠（酒造）
味の素（食品）

ロレアル→小護士

薬事法改正
（規制緩和）

2001
資生堂→デクレオール

2000

薬事法改正
（製造の全面
委託可能）

参考：各企業HP等

図【1-5】

この図のように、赤い色で示されている製薬企業や、青い色で示されている酒造メーカ
ーなどが代表的である。特に製薬企業は、元来自社の OTC 医薬品などを流している、ドラ
ッグストアやスーパーなどへのチャネルを既にもっており、その点でかなり参入障壁が低
くなっているようだ。しかしこれも、ドラッグストアの伸びがこれまでほどではなくなっ
てしまった今、チャネル力だけでは展開できなくなっている。そこで、各新規参入企業は、
自社がもつ独自の技術力や開発力で機能性化粧品を発売、資生堂のような化粧品会社とし
てのブランド力を持たずとも、機能性・価格の 2 点でおすことで新商品を投入している。
現在、国内化粧品業界において市場をリードしている国内企業は、主に資生堂、花王・
カネボウ、コーセーであると言われている。しかし近年、インターネットを通した通信販
売など、新たなチャネルや顧客接点が増えていく中で、これらの企業以外にも、独自のチ
ャネル展開や強みを生かし成長を続けている企業も多くある。ここでは、大手を含めた数
社を取り上げ、各社の近年の動きと特徴をまとめる。
〈資生堂〉
明治５年に創業、１８９７年（明治３０年）には化粧水の販売を始めている資生堂は、
国内市場を牽引する、国内最大手の化粧品メーカーである。しかし売上、利益ともに２０
０７年をピークに頭打ちとなっており、売上高も 7000 億円弱で推移。ここでも国内市場の
厳しさと成熟度がうかがえる。一方で、積極的な海外進出を進める資生堂は、年々海外市
場売上高を伸ばしてきており、2010 年時点でその差は約 1000 億円と縮まってきている。
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国別売り上げ構成比率をみると、日本 57%、アメリカ 13%、中国・欧州ともに 12%とバラ
ンス良く売り上げている。しかし、今後欧米を抜いて世界一の化粧品市場になるといわれ
ているアジアに、特に力を入れていることは明らかで、例えば他社含む日本企業の化粧品
国外市場輸出先 1 位の台湾において、そのブランド力をいかして優位に立っている。さら
に市場規模の大きい韓国、ASEAN の中心であるタイにおいても大きな影響力を持っている。
次の成長エンジンをロシアと定義づけ、主にスキンケア商品を売り込もうとしており、今
後も海外売上比率を徐々に増していくものと思われる。
しかしながらいくつかの問題にも直面している。それは新商品依存、チャネルごとのブ
ランドポートフォリオ失敗の２つである。
資生堂は 2007 年の時点では、発売後 6 カ月未満の商品が売り上げの 30%を占めるほど新
製品が好調であった。しかしその 3 年後の 2010 年には、そのような新製品の売り上げ率が
10%まで落ちている。これは新規製品への依存という問題だけでなく、それと並行してメガ
ブランドの育成を怠ってしまうという二次的な問題も引き起こした。市場のリーダーらし
く各チャネルに多彩な製品を持つ資生堂は、乱立してしまったそれらのブランドを統合、
選択と集中することにより、マキアージュなどメガブランドの育成に取り組み、一応現時
点では成功したことになっている。
国内市場が飽和、低迷傾向にある今、長年市場のリーダーとして後続企業を引っ張って
きた資生堂であるが、今後も海外売上比率を高める方向に終始しそうである。その場合、
国内ではパイを取っていくというよりはむしろ、技術力と売上キープがメインとなるだろ
う。自社の歴史と伝統に邪魔されることなく、ブランドポートフォリオの整理、メガブラ
ンドの育成継続、主に通信販売を意識したウェブマーケティングなど、新たな方向性を定
めていく必要がありそうだ。
〈花王・カネボウ〉
花王グループでは、
「ビューティケア」「ヒューマンヘルスケア」「ファブリック＆ホーム
ケア」の 3 つの事業分野で、一般消費者に向けたコンシューマープロダクツ事業を展開し
ている。その中でも、化粧品を取り扱う「ビューティケア」事業の売り上げは、2008 年の
6200 億円超えをピークに下り坂で、2011 年には 5200 億円を割り込んだ。
その背景には、
日本の化粧品市場の飽和と、消費者の低価格志向に伴う、全体的な低価格商品への移行が
あると考えられる。特に花王は、全体の売り上げの 73.8％を日本に依存する企業であり、
今伸びているアジアでさえ、11％にとどまっている。これがさらに、花王の国内での業績
悪化を助長させているものと思われる。今後、アジアを含む海外進出を目指すとしている
が、これは国内 2 位の企業としてはかなり遅い方向転換であると言わざるを得ない。それ
は、資生堂の章で、すでに資生堂の海外輸出額が国内売上高に迫るほど高まっていると説
明したとおりである。特に業界一位の資生堂との差別化においては、資生堂が基礎化粧品、
自社は仕上げ用化粧品、という位置づけをとっており、ポジショニングとしては、一位の
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資生堂と真っ向から勝負するというよりも、資生堂が手を出していない（もしくは尐なく
とも比較的手薄である）ホワイトスペースを自社で確実に取っていくことを重視している
ようだ。
また現在、花王は資生堂と同じく、新製品の売り上げが不調であるため、ブランドの再
編を考えている。ブランドの再編に伴う効率的な選択と集中、また出遅れ気味の海外進出
はいずれも、下準備に長い時間を要するといわれている。これらをどれだけ急ピッチに進
められるかがカギとなりそうである。
〈コーセー〉
リーマンショック以来、売上高、営業利益ともに減尐傾向にあるコーセーであるが、同
社の高級ラインであるアルビオンが売り上げ好調であり、さらに若年層の顧客を取り込め
ていることにより、今後の業績の好影響があるものとみられている。しかし一方で、同業
界の 1，2 位メーカーと比べると海外進出の遅れが懸念される。国内市場の横ばい、縮小が
言われている中で、いまだ国外市場売上が乏しいことで、今後大きくなると思われるアジ
ア市場で早期に強みを発揮できない可能性がでてきている。

〈ポーラ・オルビス HD〉
ポーラ・オルビス HD は、1929 年、door to door の訪問販売を皮切りにスタートした
比較的古い企業である。しかし経済発展から女性の在宅率が急激に下がっていく中で、訪
問販売戦略は難しくなり、2000 年以降は自社店舗を構えながらの、両輪戦略をとっている。
2005 年以降は、POLA the BEAUTY と呼ばれる店舗を 530 店舗展開し、そこではエステ
なども行うなど、化粧品の販売にとどまらず、顧客との対話を重視した活動を行っている。
売り上げは 1600 億円超で横ばいが続いている。元来訪問販売をメインとする企業であっ
たが、時代の流れとともに淘汰され、現在では通信販売向けブランドオルビスの業績好調
に助けられているところが大きい。一方で、事業領域は多岐にわたっており、化粧品以外
にも、ファッション、不動産、医薬品を取り扱っている。2009、2010 年度のアニュアルレ
ポートしか発表されていないため、比較や傾向をつかむのはまだ難しいが、尐なくとも業
績ののびがあるのは化粧品のみで全体の売り上げの 85％を占めており、他の多角化事業は
売り上げ好調とは言い難い状況である。
2007 年にロシア進出、2008 年に中国進出を果たしており、訪問販売の限界から、国内で
はチャネルの多角化を進めている。
<ファンケル>
通信販売大手のファンケルは、2005 年以降年々売上高も増加しており、化粧品業界に
おいては売り上げを伸ばしているという意味で非常に稀有な企業と言える。事業は多角化
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しており、メインの化粧品以外にも栄養食品事業なども持っている。売り上げ構成比とし
ては 2010 年度で、化粧品 51％、栄養食品 30％となっており、この２事業で全売り上げの
80％以上を占めている。しかしこの２事業についても、2005～2008 年に化粧品事業が約
10％の比率増加など、若干の動きがみられる。2009 年には、ノイエスを子会社化。35-40
代の女性をメインターゲットとし、ノイエスは比較的低価格、ポニュボーテを高価格、と
分けて売り出している。ファンケルの強みは、創業当初からのこだわりである「無添加」
であり、化粧品の機能性を重視する層がターゲットである。国内ではこれが。敏感肌の顧
客向けにとらえられるが、一方で中国などでは無添加＝高級ブランドとして認識される傾
向にあるため、同じ商品でも、国内と海外でブランド認知にズレが出てきてしまっている
ことを、問題視している。2012 年には、これを解消する目的もあり、リブランディングを
予定。Global premium brand としてブランドを整理していく。
ファンケルの 2005 年以降のチャネル展開の様子をグラフ化すると次のようになるが、こ
れを見て分かる通り、海外売上が伸びている。先に述べたように、無添加＝高級品という
ブランドイメージが受けていることが関係していそうである。今後は、技術力と機能性を
いかして、海外において高級ブランドとして打ち出していく方向性も、考えられるだろう。

2011年
2010年
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年

0%

20%

通信販売

40%

店舗販売

60%

80%

卸販売

100%
海外
図【1-6】

１－３ 化粧品の分類
化粧品そのものの定義は初めに述べたとおりだが、企業側からみた場合、化粧品は次の 2
つに分けられる。
１）テクノロジー追求型
テクノロジー型とは、美白、アンチエイジングなど、最先端の技術を研究し続け、常に
最先端で勝負していくプロダクト、もしくはその信念をもった企業・ブランドである。例
えば再春館製薬所の基礎化粧品「ドモホルンリンクル」は、しわやしみなど年齢を重ねた
肌の悩みを解決することを訴求便益とした化粧品であり、企業としても、生薬製剤「痛散
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湯」とともに、
「アンチエイジングを応援する」と明確に宣言をしている。再春館製薬所も
その一例だが、テクノロジー追求型の場合、化粧品メーカーとしての歴史やブランド力が
なくても、消費者のニーズに合わせたテクノロジーを訴求できれば良いため、新規参入企
業に多い傾向がある。
２）長期ブランド型
多彩な商品が次々と投入されていく中で、
“選ばれ続けているものは良いものだ”という
消費者の意識に訴えかける製品やそのブランド。必然的に、老舗の化粧品メーカーが所有
する場合が多く、特徴としては、母子二代で同じ商品を使うケースが多いという点があげ
られる。例えば外資系化粧品メーカーの「HELENA RUBINSTEIN（ヘレナルビンスタイ
ン）
」のトリーオブライフという基礎化粧品は、1915 年に初めて発売され、1967 年から日
本でも発売開始した商品であるが、これはいまだにロングセラー商品として売れ続けてい
る。国内企業の例でいうと、例えば POLA の基礎化粧品などは、発売当時最初の顧客とな
った年齢層が、2011 年現在 50 代になっており、その娘が化粧品を選ぶ際に、母から娘へ
の受け継がれる例があるという。企業ブランドの安心感に加え、長く市場存在しているか
らこその安心感・信頼感というのを大切にして、確実に顧客をキャッチしているタイプが
これである。

１－４ 価格帯分析とチャネル展開
2010 年度の化粧品のチャネル別構成比は以下のようになっている。

チャネル別構成比(2010化粧品全体)
その他 ８％
1120億円
百貨店 ６％
840億円
薬局・薬店 ２７％
3780億円
訪問販売 １３％
1820億円

量販店 １６％
2240億円

通信販売 １５％
2100億円
化粧品店 １６％
2240億円

出典：化粧品業界の動向とカラクリが分かる本

図【1-7】

注目すべきは通信販売の 15％という数字である。これは、急激に伸びているチャネルで、
今後は化粧品店、量販店などを抜きチャネルとしては２番目の大きさになるものと見込ま
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れている。先に述べたように、通信販売チャネルでは異業種・新規参入が比較的容易とい
う、企業側のメリットがある。しかし当然のことながら、企業側のメリットだけでこれだ
けの大きさを確保してきたわけではない。
近年の消費者の傾向として、低価格志向というものがある。経済的背景ももちろんある
が、この背景には、低価格でも機能的に優れた商品を提供出来るようになったという企業
側の技術革新もある。そこで、2007 年～2009 年のデータをみると、次のようになっている。

スキンケア化粧品
1ヶ月の平均投資金額
2009年

19.5

53.4

22.3

（2009年）

4.7

5000円以上
2008年

23.5

55.8

15.0 5.6

1000〜5000円
1000円未満
わからない

2007年

23.8

0%

59.3

20%

40%

12.5 4.5

60%

80%

100%

消費者の中価格商品から低価格商品への移行
（女性の暮らしと生活意識データ集参照）

図【1-8】

低価格帯と言われる 1000 円未満の商品に人気が集まり、中価格～高価格帯と呼ばれる
1000 円～5000 円の商品人気は落ちている。また価格帯と関連して、消費者がどのような購
入場所を好み、今後利用していきたいと思っているのかが、次の図で分かる。
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今後購入を増やしたいと思う
化粧品売り場
40
35
30
25
20
15
10
5
0

37.1

今後利用しないと思う
化粧品売り場
65.9

70
60
50

24.1

21.2

40
30

13.4

12.4

7.3
0.7

20

30.5

10

23.4

21

18.5

14.4
4.1

0
全体

全体

デパート

スーパー

デパート

スーパー

ドラッグストア

化粧品専門店

ドラッグストア

化粧品専門店

訪問販売

通信販売

訪問販売

通信販売

コンビ二

コンビ二

訪問販売の低迷が目に見える。ドラッグストアと通販はやはり人気あり。

図【1-9】
デパートやスーパーは今後もある一定量の顧客がつきそうだが、やはり伸びが期待でき
るのはドラッグストアと通信販売のようである。ここで、各価格帯の商品がどのチャネル
で展開されているかを一覧にすると、次のようになる。

各チャネルと製品価格帯の状況
チャ ネル

値段

市場状況

ドラ ッグストア

低価格

↑

化粧品専門店

中価格

↓

通販

中価格

→

百貨店

高価格

↓

※ ドラッグストアの低価格商品は、新製品投入が相次いでいるため、市場規模UP。
※通販中価格帯の安定は、価格に関係なくブ ラ ンドや機能性が要因で安定。

図【1-10】

唯一市場が成長傾向にあるドラッグストアは、人気の低価格帯商品が集中しているチ
ャネルであり、その最たる要因は、各企業・ブランドが次々に新製品を投入しているこ
とで市場規模が伸びていることにある。しかし実際のところ、製品単価は下がっている
ため、このチャネルでの商品展開が必ずしも企業の経営戦略のなかで稼げる要因になっ
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ているとも言えない状況である。また、当然ながら消費者の低価格志向がこのまま進め
ば、熾烈な価格競争に陥ることは必須であり、どこかで、尐なくとも中価格帯など、単
価の高い価格帯にニーズを持ってくることをしない限り、市場そのものも小さくなるし、
企業も稼げない、という悪循環が生まれる可能性がある。いかにして製品価格を保って
いくかということも、課題の一つとなりそうである。
百貨店チャネルは、そもそも母体の百貨店の状況が良くないことも影響して伸びはな
い。また景気の影響もあり、高価格帯商品が売れづらくなっていることも要因の一つで
あると考えられる。しかし一方で、資生堂やＰＯＬＡなど、高価格帯化粧品を取り扱う
企業はいまだに多い。
低価格帯と高価格帯に市場が両極化してきているといわれる中で、やはり中価格帯を
扱う化粧品専門店は市場が下り坂。この価格帯・チャネルでは、各社商品が乱発してお
り、顧客側・企業側双方が商品を差別化するのが難しい状況にある。しかし一方で、同
じ中価格帯にも関わらず通信販売だけは右肩上がりで伸びている。その他のチャネルに
おける売上 TOP10 を見てみると、そのほとんどを国内大手の資生堂、花王、カネボウ、
コーセーの各ブランドが占めている。しかしこの通信販売においては、以上のような大
手は 1 社もランクインしていない（下図参照）。

企業

ブランド

１位

悠香

茶のしずく

２位

DHC

DHC

３位

再春館製薬所

ドモホルリンクル

４位

ポーラ

オルビス

５位

Dr.シーラボ

Dr.シーラボ

６位

新日本製薬

ラフィネ

７位

ファンケル

ファンケル

８位

ガシーレンカー

プロアクティブ

９位

ヴィーナル

ヴィーナル

10 位

アテニア

アテニア
表【1-1】
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またこのチャネルにランクインする企業の特徴として、他業種参入がある。例えば再春
館製薬は、漢方薬を得意としつつも、長年ドモホルンリンクルという製品を出している製
薬会社である。新日本製薬も製薬会社として参入しており、他チャネルと比較して、企業
のもつ技術力をいかしたうえで、比較的参入しやすいだろうということが推測できる。ま
たメディカルコスメの流れを受け、これらの製薬会社のような参入や、Dr.シーラボのよう
に「医学」をおした企業が自社の強みを生かしつつ参入しやすいトレンドがある。ドラッ
グストアや化粧品専門店にそもそもチャネルを持っていない新規参入組は、この通信販売
チャネルから参入するしかないわけであるが、中価格かつ市場も成長しているということ
で、大手がひしめきあう多チャネルと比較すると効率よく稼げる場所であるかもしれない。

１－５ 各企業のブランド・チャネル戦略
ここで、国内大手企業の各ブランド・チャネルがどのようになっているかまとめて
みると、次のようなことが分かる。
（色が赤ければ赤いほど、自社製品が多い）

資生堂
高価格

中価格

①クレドポー
ボーテ
②ディシラ
③アユーラ
④キオラ

①ベネフィー
ク
②マキアー
ジュ

①リバイタル
グナス

①エクシール
シュペリエル

②アクアレー
ベル
③マキアー
ジュ

①クレドポー
ボーテ
②アユーラ

①化粧惑星

①マキアー
ジュ
②エクシール
シュペリエル

①
草
木
花
果

①フィティット
②専科

低価格

化粧品店
・薬局店

ドラッグ
ストア

量販店

百貨店

コンビニエン
スストア

訪
問

通
販

図【1-11】
2005 年に掲げた経営改革の三カ年計画において、資生堂は１）顧客接点深耕ブランド
戦略（重点ブランド戦略）と、２）顧客接点拡大ブランド戦略（メガブランド戦略） の
２つを取ることと決めた。１）の重点ブランド戦略に含まれる「クレ・ド・ポーボーテ」
や「ベネフィーク」はそれぞれ、デパート・プレステージと、化粧品専門店のものであ
る。また２）のブランド戦略の対象となったのは、スキンケアでは「エリクシール シ
ューペリエル」と「アクアレーベル」、メーキャップでは「マキアージュ」と「インテク
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グレート」である。その事実を踏まえてみてみると、確かに以前 100 以上あったブラン
ドを現在の 35 まで減らしたうえで、さらに戦略ごとに選択と集中していることがよくわ
かる。特にメガブランド戦略に組み込まれている「エリクシール シューペリエル」や
「マキアージュ」は複数のチャネルで展開したり、また大々的に TVCM や広告を流すな
どなど、他を切ったからこそ、浮いた資金でできるメガブランド戦略を、効率的かつ徹
底的にやっていることが分かる。次にコーセーと花王・カネボウを比べてみると次のよ
うになる。

コーセー
高価格

中価格

①コスメデコ
ルテ
②エクサー
ジュ

①コスメデ
コルテ
②ソニアリ
キエル
③アウィク
④アディクション

①プレディア ①コスメニ
②アルビオ エンス
ン
③アナスイ
④P&J

。①アルビ
オン
②アナスイ
③P&J

①雪肌粋
②潤肌粋

低価格

化粧品店・
薬局店

ドラッグ
ストア

量販店

百貨店

コンビニエン
スストア

訪
問

通
販

図【1-12】

花王・カネボウ
高価格

①トワニー
②リサージ
③インプレス

①コフレドール
②ソフィーナ
③ソフィーナ

中価格

①ドルティア
②インプレス

①エスト
②キッカ

①コフレドー
ル
②ソフィーナ

①RMK
②ルナソル

量販店

百貨店

①
キュ
レル
②オ
リエ
ナ

プリマヴィスタ

④プランシール
スペリア

低価格

化粧品店・
薬局店

ドラッグ
ストア

コンビニ
エンス
ストア

訪
売

通
販

図【1-13】
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いずれも低価格帯にはブランドを持たず、中価格帯以上の商品で、幅広いチャネル展
開を行っている。しかし、前述したように訪問販売以外の中価格帯は伸びが期待できな
いだけでなく、上の 2 社については特に、自社ブランドが多くまだ整理されていないた
め、カニバリゼーションの可能性が高いだけでなく、最大手の資生堂高級ブランドとマ
ーケットがかぶっていたり、また中価格帯のドラッグストアに最も力を入れていたりと、
効率の悪さが目立つ。資生堂の 3 カ年計画は既に終了している。マーケットリーダーが
動いた今、これらの企業も動かずにはいられないはずだが、企業の方針としては、ブラ
ンド整理の必要性を感じながらも、まだ具体的な動きには出られないでいるようである。
ここでも、海外戦略と同様、戦略のフレキシビリティと早さに弱さが目立つ。

１－６ 顧客の志向
以上のようなチャネル、価格帯の商品が展開されている中で、消費者の志向はどうなっ
ているのだろうか。年代別、化粧品への年間支出額は次のようになっている。

化粧品への年間支出状況
70000
60000
50000
40000
円
30000
20000

10000
0
全体

１０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

３０代が一番支出が多く、子育てのせいか４０代がもっともすくない

図【1-14】

ここで興味深いのは、グラフから分かるように、支出額が最も増える 30 代以降、40 代に
なると急激に支出が減るということ、また 50 代になるとそれが、20 代と同じくらいまで戻
っているという点である。ここで、もう尐し細かい年齢区分にしたうえで、化粧品のなか
でも特にスキンケア商品に絞り、どの価格帯の商品を買っているかを調べると、次のよう
になる。
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スキンケア化粧品
1ヶ月の平均投資金額（年齢別）（2009年）
60〜64歳

18.9

57.8

19.5

55〜59歳

27.5

54.1

50〜54歳

27

53.2

45〜49歳

27.3

15.6
14.6

54.6

16.1

40〜44歳

21.3

35〜39歳

21.2

30〜34歳

19.5

60.4

16

25〜29歳

20.7

56.4

20

20〜24歳

51.8
48.8

7.7

15〜19歳 4.4
0%

20%

1000〜5000円

26.3

52.5
43.8

5000円以上

24.8

1000円未満
わからない

33.3
37.1

40%

60%

80%

100%

（女性の暮らしと生活意識データ集参照） 図【1-15】

注目すべき点は２点ある。
１）高価格帯と呼ばれる 5000 円以上の製品を買う層は、25 歳～64 歳まで一定量いる。
２）35 歳～44 歳まで、明らかに 1000 円以下の低価格帯商品に需要が流れている。
１）から分かるのはまず、百貨店などで取り扱われている高級化粧品に対する需要が一
定量存在し続けるということである。おそらく、25 歳以降一度高価格帯の化粧品を使い、
またそれに満足した顧客は、そのまま高価格帯の顧客として存在し続けるのではないだろ
うか。つまり、比較的若い時点で、高価格化粧品に接した顧客は、その後、中価格帯や低
価格帯の商品に流れるということは、まれであるということである。ということはつまり、
今後高価格帯化粧品の需要を伸ばしていくためには、これまで低～中価格帯しか使ってこ
なかった人をターゲットに新規顧客に設定するだけでなく、化粧品を買い出す時点で、そ
の意識の高さを持ってもらう、というのも一つの方法になりうるということである。
２）高価格帯への需要に変化がない中で、中価格帯から低価格帯に需要が流れているこ
とが分かる。ここで浮いた分のお金は、次の図で分かるように、やはり子育て含む、教育
費に流れているものと思われる。
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30
25

食品
住居
光熱、水道
家具、家事用品
服および履物
保険、医療
交通、通信
教育
教養、娯楽

％

20
15
10
5
0

図【1-16】
そう考えると、化粧品の競合は、単にエステやサプリメントだけでなく、教育費や子育
てなど、女性の人生、生活、社会活動全般に及ぶものとしてとらえることができる。
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第２章：企業戦略
第 1 章で述べたような市場で、各企業はそれぞれの技術力の強みやブランド力を生かし
ながら戦略を進めている。ここでは、業界全体で見たときに、各社の戦略がどう変化して
いったか時系列で追いながら、現在業界の戦略がどのような傾向にあるかを分析していく。

２－１ 業界の戦略傾向
化粧品業界におけるこれまでの各社戦略の傾向は、大まかに次の３段階に分けられる。
１）企業ブランド重視
化粧品が市場に出回った初期に大々的にキャンペーンを打ち、”化粧品といえば”、
というブランドイメージを確立した企業が何社かある。特に資生堂のように、商品ブ
ランドというよりはむしろ、企業ブランドのイメージが強く、それが商品そのものに
対する安心感につながっている。資生堂の場合は、初期に「資生堂」という名前を背
負った化粧品専門店を持ったり、各種流通チャネルとの強固なつながりを持ったりし
ことが、後々のブランド力、商品拡散力に好影響となり、またこれが国内化粧品業界
のスタンダードになったと言える。
このころの主なチャネルは、上記した通り化粧品販売店や、百貨店であった。なか
にはＰＯＬＡのように、訪問販売という特殊な形で販路を形成したビジネスモデルを
展開する企業もあった。
２）機能性重視
仕上げ用化粧品が次々と流通していく中で、「美白」や「アンチエイジング」とい
った、さまざまな肌の問題解決や、素肌をよりよくする、または今の状態をキープす
るというスキンケアの概念が大きくなってきた。これにより、企業は広告などで補え
る自社や商品ブランドの育成だけでなく、技術的な側面からもレベルアップする必要
性が出てきた。消費者は、自分の肌や美に足りないものを求め、問題を解決するため
に使う、という意識をもって念入りに製品を選択していくようになる。特に高級化粧
品は high involved と言われ購入するまでの選択に時間がかかるといわれている。
（例
えば食器用洗剤などは安価かつ、例え購入後「失敗した」と感じてもさほど心的にシ
ョックを受けない。
）したがって百貨店など高級製品を取り扱う場においては、ＢＣ
（ビューティーカウンセラー、美容部員）と呼ばれる、接客員を配置し、顧客個人、
個人の購買を助け、促すシステムが必要になっていった。
３）低価格志向
メーカーの技術力がアップしていくにつれて、高品質・低価格の商品が提供できる
ようになった。顧客の低価格志向ともマッチし、ドラッグストアやＣＶＳを中心に、
次々と新しい製品が投入された。特に成功事例として取り上げられるのは、ロート製
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薬の肌研究（ハダラボ）で、これはロート製薬の医薬品メーカーとしての技術力をい
かしたうえで、高品質・低価格を実現した商品としてヒットを続けている。しかし当
然のことながら、顧客の低価格志向が強まるにつれ、価格競争は激化し、企業側の収
益率は低下している。
この結果、市場全体は高価格・ハイブランドのものと、低価格・ノーブランドのも
のに二極化が進んでおり、これまで中価格帯（単価 1000～5000 円）の商品展開をし
てきた多くの企業には、大きな痛手となっている。

２－２ 化粧品業界における、戦略決定のパターン
現在の化粧品業界においては、いくつかの戦略決定のパターンがある。ここでは、主に
インタビューに行った企業をもとに分類・分析していく。
・
【ロート製薬】
・・・ポジショニングの極端化・独自のマーケティング
目薬やリップクリームで有名なロート製薬は、化粧水の肌研（ハダラボ）や、男性用
化粧品ＯＸＹの成功で知られている。もともとＯＴＣ医薬品を取り扱っていることから、
ドラッグストアに既にチャネルをもっており、マス商品の展開には強みを持っていた。
ロート製薬の特徴と強みはマーケティング、特に自社製品のポジショニングと広告戦略
にある。従来企業がとりがちな「機能性+ブランド」のような組み合わせのポジショニング
ではなく、機能性や効果に徹底的にこだわることで、ポジショニングマップの枠を飛び出
すような位置に自社製品を位置づけようとしており、そのための広告戦略が練られている。

ロート製薬
高

•

「うるおい」機能を追求した肌研

•

「化粧水」ではなく「ヒアルロン液」とし
て機能を伝える極潤
「激爽」という感覚を追求したＯＸＹ
→ いずれも広告がシンプル

•

感覚

機能

肌研
極潤
低

ＯＸＹ

図【2-1】
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例えば、肌研は「うるおい」
、ＯＸＹは「激爽」というように、広告類は perfect simple
が基本となっており、そのキーワードがトリガーになる顧客をしっかりとつかみ取ってい
く戦略である。よってパッケージも極めてシンプルで、簡潔なものになっている場合が多
い。
また当社の特徴としては、商品発売後、各カスタマーがどのように自社製品を使ってい
るかの調査を念入りに行っているという点がある。例えば先の肌研は、1 週間に１本使いき
ってしまう人もいれば、夏場冷蔵庫で冷やしておいて使う、という人もいる。これらはい
ずれも、ロート製薬がその使い方を普及させたものではなく、顧客が自主的に使い方をカ
スタマイズしていった結果である。このようなデータを集めることによって、顧客のニー
ズを再度つかみ、その後のマーケティングに生かしている。
この既存ユーザーの革新行動への着目というのは、ミツカンのロングセラーブランドで
ある「味ぽん」でも行われたことである。味ぽんは本来、鍋用調味料として発売されてい
たため、夏場は生産ラインが空いてしまい、また冬場になると棚を取るためにまた一から
営業をする必要があるなど、非効率な部分が多かった。しかし調べてみると、国内の一部
の地域で夏場にも需要が落ち込まない場所があった。その理由を調べると、愛媛県や九州
地方では焼き肉、餃子、焼き魚、酢の物などの調味料として、醤油代わりに味ぽんを使っ
ていることが分かったのである。ミツカンはこれを応用して、味ぽんを単なる冬の鍋用調
味料としてではなく、年間商品として売り出すことに成功した。これと同じことを、肌研
は行っているのである。
・
【資生堂】
・・・チャネルごとにことなる商品ブランドを展開。日系他社もそれを追随
・
【Ｐ＆Ｇ】
・・・１つの商品ブランドを多チャネルで同時に展開。外資パターン
この 2 社は、下図で比較しながら考えてみたいと思う。
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P&G（SK-Ⅱ）と資生堂の戦略
資生堂の戦略

P&Gの戦略
•

チャネル

•

•

１つのブランド（SK-Ⅱ）を
全チャネルで展開

チャネルごとに展開する
ブランドが異なる

SK

SK

SK

SK

SK

A

A

B

C

D

E

A

ただしラインナップだけ違う
•
e.g. 百貨店でしか買えない化粧水
ドラッグストアではマスク

B

B

C

C

D

E

D

E

E.g. 百貨店ではクレド・ポー
ドラッグストアではアクアレーベル
→日系メーカーに多いチャネル戦略

図【2-2】
マスブランドを展開させていく場合、
そのやり方には大きく分けて上図の 2 種類がある。
ここでは、化粧水や乳液などを主とする基礎化粧品の分野において、2 社を比較していく。
一つは SK- Ⅱを持つ P&G、もうひとつは、日本の化粧品業界を牽引する資生堂のパター
ンである。
１）P&G の戦略
P&G は現在国内において、基礎化粧品メインの SK-Ⅱ（2011 年には仕上用化粧品
にも参入）と、買収したマックスファクターを持っている。SK-Ⅱは化粧品市場の中
においては高級品に属している商品である。多くの場合、高級化粧品はドラッグスト
アなどでは取り扱われず、百貨店で教育を受けた BC（ビューティーカウンセラー、
美容部員）がカウンセリングや接客を行い、顧客に購入を促していく。しかし実際の
ところ、SK-Ⅱは百貨店だけでなく、ドラッグストアや GMS でも販売されており、
必ずしもチャネルの制約を受けていないことが分かる。図のように、どのチャネルに
も SK-Ⅱがおかれ、テレビ CM をはじめとするマス広告の効果を発揮しやすくなっ
ている。
しかし当然ながら、1 本 1 万円もする化粧水をコンビニの棚に置いておくことはで
きない。そこで P&G では、同じ SK-Ⅱというブランドをすべてのチャネルで展開し
ながらも、例えばコンビニでは SK-Ⅱのフェイスパック、化粧品専門店では化粧水、
高級百貨店では高級ラインの化粧水、というように、同ブランドの別商品を選択して
展開させている。またこうしてチャネルごとに商品展開を変えることにより、異なる
ニーズや顧客に、それぞれ対応した商品を届けることに成功している。
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２）資生堂の戦略
資生堂は現在、スキンケアというくくりの中だけでも全部で 56 のブランドを抱え
ている。その中でフォーカスブランドとされているのは 13 のブランドである。
（資
生堂ホームページより）この数からも推測できるように、資生堂は多数のブランドを、
それぞれ異なるチャネルで展開させていることが多い。その多くは価格帯で決まり、
例えば低～中価格帯のアクアレーベルはドラッグストアで販売され、高価格のクレ・
ド・ポー ボーテは百貨店でのみ取り扱う、といった具合である。
ドラッグストアの場合、すべてセルフなので消費者は数多の類似商品の中から、
CM や広告、または店頭 POP などで受けた印象や購買意欲をもとに、自ら選択し購
入することになる。
この場合、どうしても選択と集中が難しくなり、投入できる資金が分散してしまう
傾向がある。そこで、第 1 章でも述べたように、資生堂はすでに 3 カ年計画として、
ブランドの整理を行っている。しかしこの、多数のブランドを同じ価格・チャネルに
おいても保有するという状況は資生堂以外でも起こっており、特に国内２位以下の花
王やコーセーはほとんど同じような現象がある。このような場合、必然的にカニバリ
ゼーションの可能性が高まり、効率的にブランドを経営できていない。新規参入の異
業種やその他の企業にはあまり見られない傾向であるため、より国内化粧品業界にど
っぷりつかった歴史ある企業の方が、この点では今後意識改革が必要そうである。
資生堂によれば、ブランドの整理にはかなりの年数がかかるという。これをいかに
早めながら、国内ブランドの整理と、海外への展開を同時並行に行えるかが、この戦
略をとっている多くの企業の課題となりそうである。
・
【ＰＯＬＡ】
・・・１to１で徹底的に自前主義
訪問販売という業態で有名な POLA であるが、時代の流れもあり、現在では訪問販売で
の売り上げが取れず、直営店を出すようになっている。しかしそれでも POLA lady と呼ば
れる販売員は健在で、全国 4500 か所の事業所に散らばっている。この販売員は、本社の在
庫を仕入れることなく、顧客のもとに売りに行く。こうすることで、POLA は価格と品質
を維持している。
また、ハイプレステージ商品である POLA は、価格が高いため、どうしても最初の顧客
接点を持ち、そこからユーザーになってもらう過程に障壁がある。これを緩和するために、
カラオケのシダックスと企業コラボを行い、シダックス店頭でハンドマッサージをするな
どイベントを多数開催するなどしており、今後もこういった形で顧客接点を徐々に増やす
予定であるという。
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２－３ 化粧品業界における「ブランド」
化粧品業界のブランドセグメントを、縦軸に価格、横軸に感覚的（ブランド力や、その
製品を使っている自分自身に対する満足感など）と機能性（自分の肌の問題を解決してく
れる、アンチエイジングや美白機能など）を取って分析した。横軸の機能性は、突き詰め
ると美容整形などの医学分野に発展するものである。国内大手メーカーのメジャーな製品
をこのセグメントで分類すると、おおよそ次のようになる。

ブランドセグメント
“高級品” 意識の高い
消費者のニーズを満たす

高

Dior
クレド・ポー

ドモホルン
リンクル

POLA
SK-Ⅱ

“中価格” 各社ブランドの乱立
ｱｸｱﾚｰﾍﾞﾙ ORBIS で差別化が難しい
感覚的

機能性

医学

美容整形etc

キュレル
肌研

FANCL

雪肌精

低

低価格×機能性 がウリだ
が、価格競争が激しく、
利益になりづらい

図【2-3】

一番右下にプロットされるのが、近年多くの企業が製品を投入している、低価格市場で
ある。ここに属すのは、無添加という機能性を押し出しつつ低価格を貫いている FANCL、
製薬メーカーとしての技術力を有効活用して肌研を投入したロート製薬、コーセーの低価
格ブランドである雪肌精などである。このグループの特徴は、「安いわりに機能性が高い」
という強みを全面に押し出しているという点である。昨今特に、低価格商品のニーズが増
えているといわれるが、安い商品に人気が集まるのは化粧品に限ったことでも、近年急に
志向が変化したわけでもなく、トレンドとはいえない。ドラッグストアの台頭に伴って、
そのチャネルを利用して発展してきた低価格帯であるが、それだけに価格競争も激しく、
企業側の利益は上がりにくいという難点がある。
次に真ん中にあるグループは、主に中価格帯の商品である。具体的には資生堂がメガブ
ランド戦略に組み込んでいるアクアレーベル、花王のキュレルなどが例として挙げられる。
近年は、消費者ニーズが高価格帯と低価格帯の両極に分かれてきているといわれるが、先
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にも述べたとおり、中価格帯は確かに通信販売以外のチャネルでは売上減が続いている。
その理由として一番大きなものに、ブランドの乱立が挙げられる。特に低価格～中価格帯
の製品を取り扱うドラッグストアにおいて顕著であるが、各社が同価格帯の商品を同じチ
ャネル投入したことで、棚に、同じ企業から発売されている異なったブランドの商品がい
くつも並んでいるという状況になっているのである。こうすると、自社製品でのカニバリ
ゼーションが起こるだけでなく、消費者にとっては、選択肢の幅が広がりすぎ、商品の差
別化ができなくなる可能性がある。資生堂のように既にブランドの整理を進めている企業
については今後改善される見込みがあると言えるが、その他のいまだにブランド乱立が続
いている企業に関しては、今後の戦略転換が必要と言えるだろう。また、通信販売を主に
して展開している中価格帯商品にはポーラ・オルビス HD の ORBIS などがあるが、通信販
売という形態そのものの発展に伴い、売上は上昇している。
最後に、セグメントの上方にあるのが、高価格帯のグループである。ここにはブランド
名が強力な Dior やシャネル、資生堂の高級ラインであるクレド･ポー ボーテ、機能性に
長けた POLA や SK-Ⅱなどがある。また尐し図のグループからは外れるが、アンチエイジ
ングという機能性に特価したドモホルンリンクルは、通信販売かつ高価格という、尐し特
殊なポジショニングを取っている。この価格帯の商品を買っているのは主に、良いものに
はお金を惜しまない消費者であり、その根底には、
「良いものにはそれなりの値段がするは
ずだ」という意識がある。特に肌トラブルを抱えているひとや、化粧品によって何かしら
の問題を解決したいと考えているひとは、高価格かつ機能性に長けた商品を、20 代の若い
うちから継続的に買う傾向があるということが、企業へのヒアリングの結果分かっている。
高価格帯商品を取り扱う百貨店の衰退はあるが、依然としてこのチャネルに展開している
ブランドは多く、しばらくは消滅まですることはなさそうであるため、現時点でこのチャ
ネル・価格帯に商品展開している企業やブランドについては、今後も継続的に売り上げの
維持をしていくものと思われる。
各企業・ブランドのポジショニングは以上のようになっていたが、その一方、消費者は
実際にどのような商品を求めているのだろうか。これを知るために消費者アンケート調査
を行った。対象は 27 名の女性で、18 歳から 75 歳、平均 39.9 歳であった。化粧品に対す
る価格、ブランド・機能性の 2 軸に関して、「高級感」
「自分の気になる肌の問題を解決し
てくれる」
「安さ」
「ブランドイメージ」
「機能性」などの項目について、重視する、しない
を５段階で評価してもらった。その結果、以下のことが分かった。
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消費者の志向
高
Dior
クレド・ポー

ドモホルン
リンクル

POLA
SK-Ⅱ

ｱｸｱﾚｰﾍﾞﾙ ORBIS
感覚的

機能性

医学

美容整形etc

キュレル
肌研

FANCL

雪肌精

低

図【2-4】
先ほどの実際の商品展開の図の中で、消費者欲しいと思う商品は、おおよそ上図の赤い
部分であった。これから分かることは、大きく分けて次の３つがある。
１）価格への志向
近年では低価格帯への新製品投入が頻繁に行われていることは、前にも述べたとおり
であるが、その一方で、消費者調査の結果を見てみると、意外と低価格志向が強くな
いことが分かる。もちろん同じ性能の商品であれば低価格の方が好まれるのは当然で
あるが、この結果を見る限り、
「良い商品であれば価格はそれほど重視しない」また逆
に言い換えるならば「価格がある程度高ければ、それだけの価値がある商品であると
認知する」ということが読み取れる。
２）ブランドか機能か
アンケートの結果、ブランドと機能で比べると、機能性重視の人が圧倒的に多いと
いうことが分かった。これは年齢に関係なく、特にアンケートにおける「自分の気に
なる肌の問題を解決してくれる」という項目においては、27 人中 13 人、約 48.2％の
人が非常に重視すると答え、全体の平均得点も 5 段階中 4.1 であった。
またアンケートの結果、年齢が上がれば上がるほど、機能性に加えて商品へのブラ
ンド力を求めだす傾向があり、セグメントの図における一番左上の部分にいけばいく
ほど、顧客の年齢も上がっていくものと思われる。
３）現実とのギャップと、その解決策
以上２つの内容から、現時点での市場のブランドセグメントと、消費者のニーズとのギ
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ャップがあることが分かる。これらの問題点を解決するためには、それぞれ次のような解
決策があると考えられる。


中価格帯のブランド整理
現在各社のブランドが乱立していて、消費者も企業側も差別化できていない中価格
帯については、やはり各社が差別化を図るためにブランドの整理を行うことが有効で
あると考えられる。例えば、花王・カネボウは現時点で中価格帯にソフィ―ナ、プラ
ンシールスーペリア、ルナソル、キュレル、オリエナなど複数のブランドを所有して
いる。訴求メッセージや機能性が類似しているブランドを統合するなど、自社内の食
い合いをなくし、効率よく選択と集中していくことが、一つの解決策となりそうであ
る。



「安さ」の弊害
化粧品は、昔はぜいたく品、嗜好品と思われていたものの、最近ではむしろ日用必需
品として認識されるほどにコモディティ化している。こういった消費財は、一見する
と安ければそれだけいい、と考えられそうであるが、化粧品においては安さの弊害と
いうのが生じている。それは例えばアンケートで明らかになったように、消費者は「高
いもの＝（質の）良いもの」という認識を尐なからず持っている。そういった認識を
もつ消費者にとって、この「安さ」というのはそれだけ安心感や、効能が低いという
風にうつるのであって、決してプラスだけの効果をもたらさないのである。
これを解決するための一つの方法として、単純に価格を上げるということがある。も
しも消費者がそれだけの金額を支払ってでも購入したいと思える程度の機能性を備
えている商品なのであれば、値下げの努力をするよりも、いっそ高級感や満足感を重
視した商品ラインの展開を行うのも対策の一つである。

もちろん、今回私たちが独自に行ったこの顧客調査は、母数もかなり限られており、単
純にこのデータを用いて消費者のニーズを定義することは不可能である。しかし一方で、
年間売上 100 億円の国内化粧品スキンケアブランド上位 12 社を抽出し、その顧客数を単純
計算すると、高価格帯：中価格帯：低価格帯の比率はおおよそ１７：４５：３８となった。
つまり、単純に最も顧客数が多いのは中価格帯で、次に低価格帯、高価格帯、と続く。
ここで高価格帯のボリュームが最も尐ないことには何の驚きもないが、注目すべきは、
中価格帯と低価格帯のボリュームの差が、人数にして約 520 万人以上いることである。近
年、技術革新とトレンドから低価格商品の人気が強まっていることは先にも述べたとおり
であるが、実際の顧客数でみると、まだ意外と中価格帯を購入しているひとがいるという
ことが分かる。
これを今回の顧客調査と比べると、確かに中価格～高価格の間にニーズがあるという結
果が出ており、ある程度の一致があると言えるだろう。
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第３章：ケースと提案
これまでの述べてきた、化粧品業界全体の内容を踏まえたうえで、国内の化粧品メ
ーカーであるファンケルに対する問題提起とその解決方法を考える。
＜現状＞
現在、ファンケルは基礎化粧品分野において、2000 円代までの低価格帯に商品を展開し
ている。ファンケルが自社製品の強み・特徴としているのは「無添加」である。無添加と
いうことは、肌に悪い成分などが入っていないということであり、そういった成分を気に
して化粧品を選ぶ消費者や、敏感肌の消費者に人気がある。これは下図のポジショニング
マップの横軸でいえば、機能性・問題解決の方向に入る。

ブランドセグメンテーション
高
Dior
クレド・ポー

ドモホルン
リンクル

POLA
SK-Ⅱ

ｱｸｱﾚｰﾍﾞﾙ ORBIS
感覚的

機能性

医学

美容整形etc

キュレル
肌研

FANCL

雪肌精

低

図【3-1】
しかし、この「無添加」
「低価格」という点にもそれぞれ問題点があると考えられる。
まず、
「無添加ブランド」ということにこだわっているファンケルであるが、ヒアリング
調査の結果、顧客の多くが「無添加」に「物足りない」
「効果が薄い」といったマイナスイ
メージを抱いていることが分かった。ファンケルが「無添加」という機能性をブランドの
ひとつとして売り出そうとしていることがそもそもの間違いということもあるが、このブ
ランドとして機能しないという問題を助長させているのが、その価格である。
化粧品の場合、低価格の商品＝あまり良くない商品というイメージがつくことがある。
これは先に述べた無添加に対するイメージと似ている。低価格で無添加というと、「効果が
薄いから安い、あまりよくない商品」というレッテルを貼られてしまいがちなのである。
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しかし一方で、中国におけるファンケルのブランド力は非常に強く、無添加＝高級品と
いうイメージで取り扱われている。ヒアリングの結果、現在ファンケルではこの乖離を問
題点として認識し、このブランドイメージのずれをなくすために re-branding を検討してい
るという。この re-branding という戦略については、かなり疑問が残る。現時点で、国内で
は「低価格×無添加」が良くないブランドイメージを作り出している一方で、中国では同
じ商品が「無添加＝高級品＝ブランド物」として取り扱われている。売り上げを増加させ
るためには色々な方法があるだろうが、単純に考えれば化粧品のような消耗品の場合、そ
れは、使う頻度を上げる・リピーターを増やす・単価を上げる（価格が高くても買っても
らえるようにする）などがあるだろう。こう考えたときに、FANCL が本来取るべき戦略は、
下図のようにあるべきではないかと考えた。

FANCLの取るべきポジショニング
高

強みをいかしながら、
ブランド力高められる

FANCL
neo
ブランド力
不足
感情
ブランド

機能
問題解決

FANCL
非現実的

低

高価格ラインを出し、無添加ブランドを確立

図【3-3】
現時点での FANCL のポジションは右下にある。進む方向は３か所あるが、まず「感覚・
ブランド力×低価格」は商品展開そのものが難しいことと、価格が低いことによるブラン
ド力低下という問題があるため、可能性はなし。次に「感情・ブランド力×高価格」のゾ
ーンであるが、ここには既に海外有名ブランド（Dior やシャネルなど）が存在し、FANCL
の場合、自社の「無添加」という 1 点を押すだけでは到底太刀打ちできないだろうという
ことが予測できる。つまり現時点ではブランド力不足により、進出は不可能。そこで、最
後に可能性があるのが「機能・問題解決×高価格」のポジションである。ここであれば、
自社の唯一の強みである「無添加」をそのままいかすこともできる。この業界の消費者は、
自分の肌などの問題を解決するためにはお金を惜しまない、という層が一定量いるといわ
れている。こういった消費者は、機能性を重視しつつ、高価格の商品を購入している。こ
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れまでの無添加という強みに高級感をプラスすることにより、この層の顧客に認知され、
それによって無添加、または FANCL という会社そのもののブランド価値向上につながる
のではないかと考える。このポジショニングを取ると、まず単価が上がり、化粧品に対す
る意識の高い客層と接点を持つことができる。それらの組み合わせにより最終的にブラン
ドイメージが上がれば、将来的にはブランド力そのものを強化して、
「感情・ブランド力×
高価格」のゾーンに、FANCL の名を使った新たなラインを展開させることも、可能である。
ブランド戦略という視点では以上のようになるが、その根拠には次の２つの理由がある。
１）

化粧品業界全体でみたときの、消費者動向
ここまで化粧品のなかでも主に、スキンケア商品と呼ばれる皮膚用化粧品について

述べてきたが、化粧品業界全体での消費者動向の変化に着目すると、ある一つの流れ
があることが分かる。

化粧品全体の傾向
特殊用,
4.60%

香水・
オーデコロ

＜業界動向＞

ン, 0.30%

仕上用,
21.30%

頭髪用,
28.90%

皮膚用,
44.90%

ブランド力で選ばれる贅沢品の「仕上用」
↓
“素肌をケアする必要性”
＝消費者のリテラシーUP
＝「機能性」重視
↓
「皮膚用」にも、お金を費やすようになる
※仕上用はほぼイノベーションなし
一方で、皮膚用は技術革新が続く
→ 皮膚用化粧品の方が価格が上がっていく
のは、自然な流れ
経済産業省化学統計データ参照

図【3-4】

図【3-4】は、2010 年度時点での化粧品の出荷額内訳である。資生堂のような老舗
企業がはじめに出していた商品は、いわゆる仕上げ用化粧品と呼ばれるものであった。
ブランド力を大きく打ち出した、「贅沢品」である。しかし、その後業界の流れは仕
上げ用の「上から塗ってきれいに見せる」ことから、「素肌そのものをケアする必要
性」を重視した皮膚用へと移り変わっていく。この背景には、化粧品による肌のダメ
ージがある、さらにそれをケアすることがアンチエイジングやさらなる美に繋がる、
といった消費者のリテラシーの上昇が関係していると思われる。リテラシーのアップ
した消費者は、仕上げ用から皮膚用化粧品の重視に変わっていったのである。つまり、
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化粧品を使う段階においては皮膚用化粧品で素肌をケアして、さらにプラスαで仕上
げ用化粧品を使うのが通例ではあるが、消費者の志向の流れとしては、仕上用化粧品
の機能をより高めるために、よりハイレベルな皮膚用化粧品を使い出した、というの
が本当なのである。
ここで重要なのは、皮膚用化粧品分野で技術革新や成分レベルでのイノベーション
が続くのに対し、仕上げ用化粧品ではそれが近年ほとんど起こっていないということ
である。仕上げ用化粧品分野のヒット商品を調べると、例えばより使いやすいように
色を配置したパレットなど、イノベーションというよりはむしろ、売り方、表への出
し方の問題に終始している。これを考えると、時代は仕上げ用から皮膚用化粧品に移
ってきており、そう考えると仕上げ用化粧品よりも、皮膚用化粧品により高く支払え
ることは自然なことに思えるのである。素肌の良さをより良くするための（しばしば
高価格である）美容整形が流行し、そのこと自体が受け入れられるようになったこと
からも、ここを理解することができる。
２）

各価格帯とそのボリューム・利益率
第２章の終わりで述べたとおり、各価格帯のボリュームは高価格帯：中価格帯：低

価格帯の比率はおおよそ１７：４５：３８である。さらに、追加してここで以下の２
点を考慮したい。
―

利益率
化粧品事業は、その利益率がいいことでよく知られているが、各価格帯による利

益率の差もおそらくあるだろうと推測される。現在 FANCL が商品展開している低価
格帯は、全体の 38％を占めており、確かにボリュームのあるセグメントである。各
ブランドの利益率がデータとして入手できなかったため、あくまでも推計であるが、
次のように数値をおいて試算をしてみた。
低価格商品（価格：1000 円、利益率 80％、顧客ボリューム：全体の 38％）
高価格商品（価格：8000 円、利益率 40％、顧客ボリューム：全体の 17％）
※この数値の根拠
１）想定ブランド：低価格は肌研、高価格は SK-Ⅱ。それに伴う価格設定
２）利益率：化粧品企業が大体 60％の利益率と言われているので、本来なら高
価格商品単体でももっと高いと推定されるが、高価格な分かかる BC（美容部員）や
広告費なども含め、低めに設定した。
３）顧客ボリューム：富士経済の化粧品チャネル・トレンドデータ 2010 と、各
ブランドの価格より算出
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低価格商品利益（単品）
：1000*0.8=800
高価格商品利益（単品）
：8000*0.4=3200
チャネルのボリュームが、低価格商品 38％、高価格商品 17％なのでおよそ、2.2 倍。
リピーターを考慮せず、購入者も、単純に低価格の方が 2.2 倍いるとして、
800*2.2=1760（低価格利益）<3200（高価格利益）
これより、例え利益率と顧客ボリュームが半分しかなかったとしても、価格帯がこれ
だけ違えば、利益はおよそ、1.8 倍良いということが分かる。
―

将来性
国内市場に限って言えば、今後高齢化社会が進む中で、高級ラインの商品展開が

ない企業は痛手になるのではないかと考えた。なぜなら、このまま業界全体の低価格
商品ブームに乗ったままでは、尐子化の影響もあり、「安い×ボリュームが尐ない」
という状況にもなりうるからである。そのリスクヘッジの手段の一つとして、高級ラ
インを所有しておくことは、尐数の高所得者層を安定的に捕まえるということができ
る可能性を増す。
次に、具体的な商品展開の手法について述べていく。
新ラインのポジショニングは、図【3-3】のようになる。新ラインということで、海外老
舗ブランドのようにブランド力重視で売っていくには難しいため、今ある「無添加」とい
う機能性をいかしつつ、さらに価格帯を上げることで、それだけの機能がある、という認
識をもってもらう。
またこの高価格×高機能のポジショニングを取っていくにあたっては、以下のことに注
意してマーケティングを進めていく。


自社の強み：
現時点での強みである「無添加」は継続して自社の強みとして押し出していく。現在
では「効果が薄い」
「成分が尐ない」というマイナスイメージがあったが、ヒアリング
の結果、ファンケルの顧客には「敏感肌」に悩んでいるひとが多いということであっ
た。そこで、敏感肌などの悩みを持ち、「余計な成分が入っていないこと」「肌に本当
に優しいこと」を重視する顧客をターゲットにすることで、強みである「無添加」を
正しく認知してもらうことにつなげる。



ターゲティング：
自社の強みで述べたとおり、ターゲットとなる顧客は肌トラブルを解決したいという
願いを持っている人たちである。アンケートの結果、基礎化粧品に「自分の肌の悩み
を解決する」機能性を求めた人が多かったことからも、判断できるだろう。
また、「敏感肌」などの機能性を求める顧客という以外には、ターゲットは、主に 45
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歳以上の女性とする。その理由は、第１章の図【1-15】で分かるように、女性の化粧
品に関する支出は 44 歳までいったん下がる。子育てなど含む教育費に費やしていたお
金が、再び自分に向きだす 45 歳以上の女性をターゲットにすることで、よりスムーズ
に高価格商品を受け入れてもらえるからである。


チャネル展開：
チャネル展開の可能性は、現在の FANCL が強みを持つ通信販売をいかす方法と、高
級感を押し出すために百貨店に進出する方法の２つが考えられる。
１）通信販売の場合
既にある強みを生かすという意味で、効率の良いチャネル展開である。既存のフ
ァンケルの顧客の中で、新たな高価格帯にブランドスイッチする顧客が狙えることも
大きい。その際は、特にカニバリゼーションとはいえない。なぜなら、既存のファン
ケルよりも価格が高いため、結果的には利益を損なっておらず、会社全体で見たとき
にはプラスに働いているからである。
２）百貨店進出の場合
百貨店に進出する一番のメリットは、高級感を打ち出せるという点にある。また
これは、単に高級であることを示すだけではなく、それだけの機能性の価値があると
いうことも示し、引いてはこの新しいラインが目指す「無添加」という機能性の強み
を増すことにもつながるのである。
またここで強調しておきたいのは、新ラインのポジショニングは、高価格帯の中ではホ

ワイトスペースだということである。類似する戦略を取っている企業としては、再春館製
薬のドモホルンリンクルがある。これは、アンチエイジングの機能性を前面に押し出し、
さらに通信販売というチャネルを使っているブランドである。名前からも分かるように、
発売元は製薬会社なので、そのロート製薬の事例と同様、自社で蓄積された技術力や、製
薬会社としてのブランドもある。一見すると、すでに知名度の高いドモホルンリンクルが
大きな競合になりそうであるが、実際のところ、ドモホルンリンクルがおしているのは「ア
ンチエイジング」
、今回新しい FANCL ブランドは「敏感肌」
「無添加」を訴求メッセージ
としているため、同じ「高価格×機能性」のポジショニングであったとしても、必ずしも
真っ向からの競合関係にはならない。むしろ、高い機能性を求める消費者のアンメットニ
ーズに答えることができる。
顧客のインサイト・潜在ニーズをつかみながら、こうした明確なポジショニングを新し
く取ることで、FANCL は自社の強みを存分に生かしつつ、他企業との差別化をはかること
ができると考える。
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第４章：おわりに
成熟し、市場規模ももう伸びなくなってしまったこれからの化粧品業界は一体どうなっ
ていくのだろうか。おそらくはこのまま国内市場規模は減尐傾向が続き、散々もてはやさ
れたテクノロジーの追求もいずれは限界を迎えることであろう。その時市場に残るのは、
圧倒的にブランディングに成功した、もしくは明確なポジショニングを固め貫いた数社だ
けでなはいかと予測する。
本稿を執筆するにあたり、業界、市場、プレイヤーの分析を行い、そこに共通する成功
要因、もしくは失敗の原因を考えた場合、やはりどの企業においても、自社のポジショニ
ングを明確に打ち出していく、という共通点が見えた。そしてこれはおそらく、B to C 企
業や、ブランド戦略を行っている企業には、共通して言えることではないだろうか。
日本の消費者の目線は世界一厳しいといわれている。そのような厳しい市場で打ち勝っ
てきた国内化粧品メーカーに関しては、日本で蓄積された数多くの技術力や緻密さを維持
しつつ、世界中の消費者に、より良い商品を提供していってほしいと願っている。
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