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チャネル別売上高

通信販売
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海外
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卸販売他
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店舗販売
27.1%

2021年度

売上高
ファンケル化粧品 

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

※ 2021年度から「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用。 
2015～2020年度の売上高は、同基準を適用した場合の試算値。

価値創造の源泉

お客様の気持ちに寄り添い

毎日の笑顔をサポートするために

お客様起点、未来起点で事業を推進します

ファンケル入社後、お客様からのお問合せ窓口やファンケル銀座スクエアの店舗運営を
経験。直営店舗や通信販売の販売企画などを経て、化粧品事業のマーケティング担当部長
やアテニアの取締役を歴任。2022年1月から化粧品事業本部本部長に就任。

プロフィール

執行役員　化粧品事業本部長  堂下 亮

ファンケル化粧品

2021年度の振り返りと成果
ファンケルグループは、化粧品の「ブランドの多角

化」を推進しています。時代の変遷とともに、お客様の
ニーズや肌悩み、嗜好性が多様化しているため、誰に
とっても受け入れられるブランドは個性が薄まり、こ
れからの時代は、もっと個性のある、この領域ではど
こにも負けないといった特徴的なブランドが求められ
るようになります。私たちは、このような環境変化に
対応すべく「ブランドの多角化」を通じて、ブランドの
個性を磨き、ファンを拡大したいと考えています。

2021年度は主力製品の「エンリッチプラス」や「マイ
ルドクレンジング オイル」をリニューアルし、新たな
お客様を獲得することができました。「マイルドクレ
ンジング オイル」はコロナ禍でマスク生活を余儀なく

ではなく、未来を起点に考えていく必要があります。
例えば、紫外線やストレス等の増加により、肌に不

調を感じる人が増えています。肌荒れや肌不調になる
と、肌のバリア機能が低下し、よりダメージを受けや
すくなり、エイジング悩みの加速につながります。
ファンケルの「無添加化粧品」は肌が本来持っている機
能を高め、バリア機能を整えることで、ダメージを受
けにくい健やかな素肌に導きます。このようなファン
ケルならではの価値をD2Cチャネルを通じて、製品と
サービスを統合的に提供していくことで、他のブラン
ドとは違う個性を発揮していきたいと考えています。

最後に
2030年度までに、環境対策のための4R※に基づくサ

ステナブルな容器包装に100%置き換えることを目標
としています。当社では、「正義感を持って世の中の
『不』を解消しよう」という創業理念の通り、地球環境の
問題がクローズアップされる現代において、それに取
り組むことが当然だという企業風土があります。
その風土は、真剣にお客様に向き合う姿勢につなが

り、信頼を生み出し、当社の今に至っています。今後
もその姿勢を貫き、短期的・表面的ではなく、お客様
にとって本質的に良いことを叶える提案をしていき
ます。
化粧品は「美」を追求するだけではなく、気持ちを前

向きにし、心を和ませるなど、使う人の気持ちに寄り
添う「情緒的な消耗品」だと考えています。肌は、お客
様と常に一緒にある存在です。多くの人がさまざまな
不安を抱えている時代だからこそ、肌に寄り添い、お
客様が毎日を少しでも笑顔で過ごしていけるようサ
ポートしたいという信念を持ちながら、お客様起点、
未来起点で事業を推進していきます。
※ 4R：Reduce, Reuse, Recycle, Renewable

ファンケルグループ化粧品のブランドの多角化
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高価格帯 高機能

中価格帯

シンプル・
品質重視

年代悩み・
ライフスタイル

中・低価格帯 多様なニーズ OEM・PBなど

される中、毛穴ケア
に対するニーズが高
まっていることに着
目し、毛穴の角栓を
落とす機能を強化し
ました。機能強化に
あたっては、キリン
ホールディングス株式会社と共同開発した熟成ホップ
エキスを配合し、お客様に新しい価値提案を行うこと
ができ、理想的なシナジーを発揮しました。
さらに、2021年10月には20代後半から30代の美容

意識が高い層をターゲットに、ファンケル初のプレス
テージブランド「BRANCHIC（ブランシック）」を日本で
発売し、2022年6月には中国市場にも展開を開始しま

泥ジェル洗顔 FDR アクネケア

した。同製品は、肌の感
覚を呼び覚まし、肌本来
の機能を活性化させるこ
とで、普段お使いのスキ
ンケアの効果まで高める
ことを目指しており、洗
顔と美容液の2品を発売しました。まだ、発展途上です
が、徹底的にお客様に寄り添って、育成していきます。

マイルドクレンジング オイル

BRANCHIC

お客様起点と未来起点に基づく中期戦略
ファンケル化粧品は、「お客様起点」と「未来起点」

という2つのスローガンを掲げています。個性のある
特徴的な尖ったブランドであり続けるためには、お客
様を深く理解し、ファンケルでしか実現できないこと
を提案していくことが重要です。そこで強みとして発
揮するのが、電話窓口、EC、直営店舗といったお客様
と直接コミュニケーションができるD2Cチャネルを
有していることです。お客様とのコミュニケーション
を通じて、お悩みやニーズ、インサイトをより深く理
解することで、「お客様起点」の提案の質を高めてい
きます。
次に「未来起点」ですが、変化の激しい時代の今、過

去には価値のあったことが、未来にも必ずしも価値が
あるわけではありません。現在の延長線上で考えるの
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価値創造の源泉

健康食品（サプリメント）の日常化を実現し

人々の健康寿命の延伸と

医療費の削減に貢献します

2021年度の振り返りと成果
第3期中期経営計画では、「既存サプリメント事業の

強化」、「パーソナル対応」、「食品剤型の展開によるト
ライアル機会の創出（BtoBビジネス）」の3つの柱を打
ち出しました。
その初年度となる2021年度は、

「既存サプリメント事業」では「内脂
サポート」のリニューアル、「免疫サ
ポート」のラインアップ拡充、次期
スター製品候補の「睡眠&疲労感ケ
ア」を発売するなど、製品面の強化
を図りました。また、「パーソナル

対応」では2020年に
開始した「パーソナ
ルワン」が順調に売
上を伸ばしました。
「BtoBビジネス」で
は、協業先が増えて
おり、2018年の2社
から現在は12社まで拡大しました。
このように製品・サービスの展開は順調ですが、今

後、販売面においては、製品ごとにターゲット、販売
チャネル、情報開発などを細かく分けて、効果的にア
プローチする必要があると考えています。

斬新な発想で製品開発に取り組んでいるファンケルに着目し、大手化粧品メーカーから
2005年に入社。その後、化粧品事業部で化粧品開発、2013年から海外事業本部にてファ
ンケルの海外事業基盤の構築に尽力。2015年に健康食品事業の本部長に就任。

プロフィール

上席執行役員　健康食品事業本部長  若山 和正

社会背景・
解決すべき課題

売上・収益の
最大化

高齢者健康ニーズ

長く健康に働くニーズ

女性特有ニーズ

栄養対策ニーズ

免疫対策ニーズ

日本人の健康食品（サプリメント）使用率を引き上げ、健康寿命の延伸と医療費の削減に貢献

2017年度 27% 2021年度 28% 2030年度 50%

パーソナル対応

既存サプリメント事業の強化

食品剤型の展開による
トライアル機会の創出（BtoBビジネス）

健
康
意
識

ターゲットボリューム

（出所：ファンケル健康ニーズ調査）

ユーザビリティ向上 体内効率設計

見える化技術

売上高

※ 2021年度から「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用。 
2015～2020年度の売上高は、同基準を適用した場合の試算値。

栄養補助食品関連事業
チャネル別売上高
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健康食品

日本人のサプリメント使用率50％を目指して
当社は、「VISION2030」で日本人が健康食品（サプ

リメント）を日常的に摂取する割合を、現在の約30%

から2030年度に50%に向上させることを掲げてい
ます。
その実現には、病気になる前に、健康を維持・増進す

ることが大切だという意識の醸成が必要です。そのた
めには、健康状態を「見える化」し、継続的に把握する
ことで、取り組みの効果を実感するという一連の流れ
が重要です。既存の販売チャネルにとらわれず、お客
様にとってより身近な場所で、そして、よりユーザビ
リティの高い製品を提供することでサプリメントの日
常化を実現したいと考えています。
その点では、資本業務提携先であるキリングループ

は、世の中のニーズに対応する機能成分を多数有して
おり、当社がその成分を健康食品に応用していくこと
に加え、今後は両社のマーケティングのノウハウを融
合することにより、新しいサービスが生まれることも
期待されます。このような他社との連携により、健康
食品（サプリメント）使用率50%を達成し、健康寿命の
延伸と医療費の削減を実現します。

海外事業の展開
少子高齢化が進行する中国では、対処すべき多くの

健康課題があり、中国市場の重要性は、今後さらに高
まっていくと考えています。

現在、「年代別サプリメント」が売上の多くを占めて
いますが、今後は注力する製品を市場ニーズや自社の
競争力を踏まえ、優先順位を明確にした上で、戦略的
にマーケティング投資を行い、育成していきます。
また現地固有のニーズやコミュニケーション手法に

対応するため、代理店の国薬国際との連携をさらに強
化するとともに、現地法人の人材を拡充し、現地主導
で事業を推進し、それを日本サイドがサポートする体
制の整備を進めていきます。

最後に
健康はゴールではありません。“健康である”という

ことは、自分の夢や目標、生きがい、誰もが持つニーズ
を叶えるための大切な土台のようなものだと考えてお
り、その実現こそが私たちの事業の大義であると思っ
ています。この大義を追求していくことが、人々の健
康寿命の延伸、そして医療費の削減という社会的課題
の解決につながっていくのです。大きなビジョンであ
るがゆえに、他社と協力、連携していくことも極めて
重要だと考えています。そのことで、お客様との新た
な接点も生まれますし、サプリメントの枠を超えた新
たなサービスの展開も行えます。このビジネスには、
まだまだ可能性があり、新たな取り組みへのアイデア
はたくさんあります。時間はかかると思いますが、そ
のアイデアを着実に事業化していき、ファンケルらし
い健康食品事業の確立に挑戦していきます。

2021年度
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睡眠＆疲労感ケア

パーソナルワン

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

優先順位 1 2 3 4

製品

年代別サプリメント カロリミット®シリーズ ウコン革命EX ビューティサプリメント

ターゲット 30～40代女性 20代女性 35～45歳 Z世代

育成強化

基本戦略
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価値創造の源泉

創業者のDNAを100年先も引き継ぎ

高品質で適正価格の製品の提供を通じて

お客様の期待を超える価値を

創り出していきます

ファンケル入社後、お客様からのお問合せ窓口に配属。2年後にアテニアへ移籍、商品企画部へ
配属。2010年に海外事業本部で上海現地法人の設立に携わる。2015年に営業戦略室室長、2018
年に取締役営業戦略室室長に就任、経営改革に尽力する。2019年に代表取締役社長に就任。

プロフィール

執行役員　株式会社アテニア 代表取締役社長  斎藤 智子

アテニア

アテニアの歴史と本質的な強み
私が営業戦略室室長に就任した2015年は厳しい経

営状況にあり、創業者の池森賢二から受けた命は「原
点に回帰せよ」でした。アテニアは、「世の中の女性に
“本当に良いもの”を“適正価格”でお届けしたい」とい
う正義感を原点として創業した企業です。そのため、
創業以来の「高品質を適正価格で提供する」という原点
を「一流ブランドの品質を3分の1の価格で提供する」
というコンセプトとして新生させ、経営改革に取り組
みました。
製品開発に徹底的にこだわるとともに、ブランドの

アイデンティティを確立するため、ターゲットをエイ
ジングケアを求める年代の女性に絞る一方、Web上で
はファンコミュニティという新しい取り組みをス
タートさせました。
このファンコミュニティは、アテニア製品を使うお

客様同士が出会うことで、ブランドに対する共感・共

鳴が生まれ、お客様がブランドの価値を自発的に発信
してくださる場になりました。さらに、お客様の声を
聴き、顕在化していない「不」を解消する場ともなりま
した。環境負荷への日常の懸念を考慮した「エコパッ
ク」や、シワ改善と美白の両方を基礎化粧品で実現す
る「ドレススノー」などの製品は、お客様の声に潜在し
ている「不」を洞察し、それを解消するために開発した
製品です。

中国展開
アテニアは2010年に中国進出にトライしたものの、

一度撤退した歴史があります。そのような中、中国から
のインバウンド需要が高まった2015年頃、以前、現地
で使用していた中国語のブランド名「艾天然（アイテン
ラン）」が中国のお客様に浸透していることを間近で感
じる機会があり、中国への事業展開にチャンスがある
と確信しました。2019年から越境ECを本格展開し、業
績を順調に伸ばしています。中国事業では、以前、中国
の現地法人で働いていた中国人スタッフが活躍してい
ることに加え、フラットでコンパクトなアテニアの組
織の特徴も奏功し、変化の激しい中国トレンドに迅速
に対応する意思決定が可能になっています。エイジン
グケアに優れたブランドというコンセプトは、国を問

わずに不変ですが、その需要層は日本と中国では異な
るため、中国向けに付加価値をアレンジした製品開発
を推進しています。これらの取り組みにより、2021年
度の売上高は大幅に伸長しました。さらに、2023年度
には一般貿易販売を開始すべく、準備を進めています。

最後に
2030年の長期ビジョンの実現に向け、お客様との接

点を拡大することで、より多くのお客様にアテニアを
知ってもらい、お使いいただきたいと考えています。
国内は自社通販に加え、外部通販の展開を強化、海外
は販路を拡大することで成長を目指します。
そして何より、アテニアが今後も持続的に成長して

いくためには、創業者のDNAを100年先も引き継ぐこ
とが重要です。時代の変化に合わせて常に原点に立ち
返りながら、どう進化していくのかが、目下、命題だと
思っています。大人女性の声にならない本音に寄り添
い、その期待を超える価値を提供することこそが、ア
テニアという企業の使命であると考えています。
そして、「アテニアは常に世にない価値を生み出し

続けている」とすべてのお客様に確信していただける
ブランドへと育てていきます。

売上高
アテニア化粧品

ファンコミュニティサイト 天猫国際「Attenir艾天然 海外旗艦店」

エコ仕様パッケージの一例
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このように、ファンコミュニティは、常に半歩前を
意識し、お客様の期待を超えた価値を生み出す源泉と
なり、お客様のブランドへの信頼と愛情を醸成する場
になりました。
これらの改革を経て、ブランドの本質的な強みを発

揮する環境が整った結果、2017年度には過去最高売上
を更新し、2021年度もコロナ禍で多くの化粧品会社が
苦戦する中、大きく躍進しました。

※ 2021年度から「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用。 
2008～2020年度の売上高は、同基準を適用した場合の試算値。
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