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ファンケルのビジネスモデル

総合研究所の応用範囲
総合研究所は、新素材・新商材の探索研究から、医科学的観点をも踏まえた基盤研究、お客様にとって必要とされる

製品の開発までを担い、ファンケルの研究開発の中枢拠点として機能しています。

化粧品、栄養補助食品、発芽米および青汁に関わる基
盤技術研究ならびに製品開発研究活動を通じて、「安
心・安全」を軸とした安全性・機能性研究を推進し、科学
的根拠に基づいた製品開発を行っています。
国内外の多くの研究機関との共同研究や産官学連携

事業への参画などの幅広い研究開発活動は常に進化を

2021年度の実績
製品開発数
ファンケル化粧品 54品

サプリメント 15品

アテニア化粧品 30品

発芽米・青汁・その他食品製品 7品

特許出願数 国内：65件、外国：5件

学会発表数 38件

論文発表数 12件

共同研究先 28件

研究開発費 3,492百万円

研究員・有資格者数  ※2022年4月現在

研究員 213人

博士号 22人

薬剤師 9人

管理栄養士・栄養士 8人

研究所の応用範囲
研究領域

化粧品研究所 化粧品の商品化計画に基づく製品開発と、それに伴う新技術開発などの応用研究

ビューティサイエンス研究センター 美容科学に関わる基礎研究と研究成果に基づく機能性素材の探索研究、評価と開発

機能性食品研究所 健康食品の商品化計画に基づく製品開発と、それに伴う新技術開発などの応用研究

ヘルスサイエンス研究センター 健康科学に関わる基礎研究と研究成果に基づく機能性素材の探索研究、評価と開発

安全性品質研究センター 化粧品、健康食品の開発品の安全性、品質の評価と、評価技術に関する研究

ファンケルグループは、研究開発から製造、販売をすべて自社で行い、製販一貫体制のビ
ジネスモデルで企業として成長してきました。直販部門を持つ研究開発型メーカーとし
て、お客様のニーズや声を反映した製品づくりを行っています。

続けています。

2019年8月にはキリンホールディングス株式会社
（以下、キリン）と資本業務提携契約を締結したことに
伴い、キリンR＆D部門と化粧品素材開発、脳機能研究
および腸内環境研究など多くの研究領域で共同研究プ
ロジェクトを進めています。

研究・企画

新たな「不」を解消するソリューション研究を推進

キーパーソンに聞く

肌にダメージを与えない
無添加化粧品へのこだわり
化粧品の微生物汚染を防ぐため

に使用されている防腐剤は、その
使用目的からも肌への負担になる
場合があります。ファンケルで
は、この防腐剤が肌の中で蓄積し
やすく、さまざまなダメージを与
えていることを確認しています。
この防腐剤による肌ダメージ

は、紫外線などのようにすぐに肌
に影響を与えることはなく、潜在
的に進行するため、未来の肌年齢
に差がついてしまいます。また、
防腐剤は、美白成分などの肌の美
容効果を阻害する可能性も高い
です。

研究・企画

P22-24

製造

P25

販売

P26-27

お客様のニーズ・声

ビジネスモデル

「正直品質。」を実現する、持続可能な製販一貫体制のビジネスモデル

無添加化粧品の強み

そのため、ファンケル総合研究
所ではさまざまなエビデンスを
取得し、防腐剤など肌にストレス
になる成分を配合しない無添加

蓄積したパラベンの肌ダメージについて

40歳以上の無添加化粧品使用者のシワの大きさを比較

肌本来の機能を高める研究
2021年の冬に行った当社の調

査で、無添加化粧品の使用歴が長
い人と短い人のシワの状態を比
較しました。その結果、40歳以上
で、使用歴の長い人が、シワが目
立ちにくいことが判明しました。
まさに、肌ストレスになる成分

が含まれていないファンケルの
無添加化粧品は、長く使用するほ
ど、肌本来の機能を高める可能性
があることが示されたのです。
また、肌細胞と違い、生まれ変

わりにくい感覚神経を最先端の

iPS細胞技術により作成していま

す。感覚神経はかゆみを感じると
神経を伸ばす特徴があり、防腐剤
を添加した場合には、その神経が
伸びる現象が確認されました。こ
れは、肌の敏感性が高まり、バリ
ア機能の低下につながることを
示しているのです。

このように、当社では肌に与え
るさまざまな悪影響に着目した研
究を行っており、得られたデータ
を有効に活用することで、画期的
な製品の創出につなげています。

化粧品の開発に注力しています。
これからも、お客様の今、そして
未来の美肌に貢献できるよう、研
究開発を進めていきます。

桜井 哲人  ビューティサイエンス研究センター長 

肌の細胞ダメージ バリア機能の低下 コラーゲンの弾力低下

1年以上1年未満1年未満 1年以上

シワが小さく、短い

1.19

0.71

※ ポイントが低いほど、シワが短い

防腐剤 なし 防腐剤 なし 防腐剤なし

細胞が扁平化しています 肌を防御する角層（赤い部分）
が薄くなっています

左の写真に比べ、弾力がなく、
のびきっています

略歴

1996年 ファンケル入社
2005年 中央研究所化粧品開発部門化粧品評価グループ課長
2017年 ビューティサイエンス研究センター副センター長
2019年 ビューティサイエンス研究センター長
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生産拠点に関わる基準

株式会社ファンケル美健

基準
GMP※1基準

FSSC
22000※2

設備

拠点および主な生産品 クリーンルーム

千葉工場 化粧品、サプリメント ● ̶ ●
滋賀工場 化粧品 ● ̶ ●
横浜工場 サプリメント ● ̶ ●
群馬工場 化粧品 ● ̶ ●
長野工場 発芽米、サプリメント ̶ ● ●
三島工場 サプリメント ● 2022年度取得予定 ●

※1 GMP　米国FDA（食品医薬品局）が設けた、化粧品、医薬品、食品などの製造管理および品質管理を遵守するための製造規範
※2 FSSC22000　国際的な食品安全規格基準

キーパーソンに聞く

開発力を活かし、業界トップ
クラスのシェアを獲得
当社は、2015年の機能性表示食

品の制度開始前より臨床試験を行
うなど科学的根拠に基づいた製品
の開発を行ってきました。安全性
に関しても、安全性の審査手順と
基準を設定し、使用するすべての
原料について確認ができていまし
た。そのため、制度開始より機能性
表示食品に対応した複数の製品で
事業展開することができました。
制度開始後には、お客様に伝えら

れなかった製品の機能もしっかり
と伝えられるようになり、お客様が
正しく製品選択ができるようにな
りました。さらに、機能性を高め
るために、成分が体内へ吸収され

サプリメントにおける
機能性表示食品の開発

やすくするなど体内効率技術の
研究も進め、特徴のある製品開発
によって、機能性表示食品市場で
は、業界トップクラスのシェアを
獲得しています。また、医薬品と

体内効率技術 独自の乳化製法により、有効成分の吸収力を大幅に向上させています。

開発時の8ステップの安全性評価徹底した安全性確保の
取り組み
製品を開発するときには、機能

性を発揮する原料や製剤を成形す
るために必要な賦形剤など使用す
る原料すべてに対して、品質を含
めた安全性の確認を行っています。
安全性の確認は、安全性の評価を
行う専門部署を設定するなどの評
価体制を整え、人体への影響に関
して8つのステップで基準を設定
し、決められた手順で審査を行い
ます。原料が加工される前の原材
料の確認、残留農薬や製造方法な

どの原料の品質の確認、摂取した
ときの安全性データの確認など原
料すべてにおいて審査しています。
使用する成分に対しては、医薬

品との飲み合わせに関しての情報
も収集しデータベースを構築し、
お客様に安全に摂取してもらうた
めの情報提供を行っています。
販売後の製品についても、お客

様からの声を収集し、安全性に関
する声についてはすべて保管を
行います。また、社外の医師や学
識有識者を含めた健康食品専門
家評議会にて客観的に安全性の

評価を行う体制を整え、製品の安
全性の確認を行っています。
今後も当社は、安全な製品づく

りを最重要課題として、さらなる
強化を進めていきます。

飲み合わせなどの安全性に関する
情報についても独自のデータ
ベースにより、情報提供を行うな
ど、サプリメントを安心して摂取
できる環境も整備しています。

寺本 祐之  理事　機能性食品研究所  所長

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

STEP 6

STEP 7

STEP 8

原材料が何であるか確認

食薬区分の確認

食経験の評価

安全性について文献調査

原料に含まれる成分の文献調査

原料の安全性試験

最終製品の安全性

原料の原材料や製造方法を調べる
（原料メーカーの工場査察）

独自の乳化製法で、成分と水がすぐ
に混ざり合い、体に吸収されやすい
状態になります。

乳化製法なし 乳化製法あり

アスタキサンチン血中濃度変化量 ルテイン血中濃度変化量

アスタキサンチン
体内への吸収力1.6倍UP

ルテイン
体内への吸収力1.4倍UP
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乳化あり製剤
乳化なし製剤

乳化あり製剤
乳化なし製剤

化粧品・健康食品ともに、GMP基準に則した管理体制のもと、製品づくりを行っています。
国内6ヵ所にある生産拠点は、安心・安全な製品をお客様へお届けすることを使命に、
ファンケル独自の厳しい基準を持って、「正直品質。」を追求し、製造を行っています。

製造

安心・安全を実現する物づくりと物流

ファンケル美健　生産体制の強化
ファンケル美健では「世界一の安心・安全・やさしさ

を提供する企業となる」をビジョンに掲げ、衛生環境の
整った工場にて安心・安全で高品質な製品を供給して
います。

2021年からはデータ管理をアナログからデジタル
へ移行し、紙媒体で管理していた帳票を順次電子化。よ
りスピーディーな分析と省資源にも貢献しています。
事業継続計画（BCP）については、リスク範囲に感染

症等のリスクも対象としたオールハザード型BCPの仕
組みを再構築。現地の被災状況は各工場からの報告に
加え、中央監視システムやカメラ映像により確認がで
きる環境を整えています。必要に応じ社内外にある複
数の生産拠点を活用し製品の供給継続を可能にします。
また、2021年4月にサプリメント基幹工場として稼

働した三島工場（静岡県）において、8月よりキリング
ループのサプリメントの受託生産を開始しました。同
工場を活用し協業によるシナジーを創出しています。

物流出荷能力を増強
2021年6月に本格稼働を開始した関西物流セン

ター（大阪府）は、自動倉庫や自動ピッキングシステム
等の最新テクノロジーを駆使し、省人化、省力化また物
流の高度化・効率化を実現。取り扱いアイテムを増やし
ながら製品を迅速、効率的に届けられるよう、ファンケ
ルグループの全体出荷能力の向上に貢献しています。
センターの屋上全面にはグループで最大規模となる

太陽光パネルを設置し、利用する電力の約35％を賄い
ます。
関東物流センター（千葉県）は、パーソナルワンの注

文増加に対応するため、2021年11月に専用の出荷シス
テムを刷新。出荷能力を従来の5倍に増強しさらなる生
産性向上を実現しました。
関東物流センターとの東西二拠点体制の構築によ

り、事業継続性を図ると同時にこれまで以上に安心、
安全、高品質を追求し、お客様へつくりたての製品を
いち早くお届けすることが可能になりました。

ファンケル美健　三島工場 ファンケル関西物流センター

サプリメント計数機　
充填前に内容量を正確に数えます 製品をピッキングするロボット

略歴

1995年 ファンケル入社
2003年 商品企画開発・生産本部商品企画開発部青汁グループ課長
2010年 事業・商品戦略本部機能性食品事業部　事業部長
2011年 機能性食品研究所　所長
2021年 理事に就任
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ファンケルでは、通信販売のほか、直営店舗販売、卸販売と多様な販売チャネルで製品・サービスを提供しています。
マルチチャネル化を進化させ「ファンケルらしいOMO※」を推進するために、
通信販売、店舗販売両チャネルの持つ強みをITを活用して融合し、お客様との絆づくりを進化させ、
モノやサービスに触れて得られるお客様の体験価値の最大化を図ります。
※ OMO：Online Merges with Offline

ファンケルらしいOMOの推進
ファンケルでは、「ファンケルらしいOMO」を推進

するために、新たな体験づくりへの挑戦を行っていま
す。通信販売、店舗販売それぞれのチャネルが行って
いた取り組みを融合し、ライブコマースやセミナー、
オンラインでのカウンセリングなどの新しい体験価値
を提供しています。
電話相談のみだったサプリメントと薬の飲み合わせ

をご案内する「SDI※システム」の利便性をさらに高め、
スマートフォンなどでいつでもセルフチェック（通信
販売会員向けサービス）できるようになるなど、取り
組みは日々進化しています。

ファンケル メンバーズアプリを刷新
～肌に触れずにカウンセリングも～
これまで通信販売用、直営店舗用と販売チャネルご

とに独立していたアプリを統合して、マルチチャネル
化を促進しています。
さまざまなコンテンツや情報を提供し、ファンケル

を「体験」する機能を強化したアプリです。
これまで直営店舗アプリでしか利用できなかったデ

ジタルカウンセリングサービス「AIパーソナル肌分析」
サービスや「ヘルスカウンセリング」「パーソナルカ
ラー診断」が、通信販売でのお買い物時にも利用する
ことができます。

チャネルが持つ強みをITを活用して融合することで
お客様の体験価値を最大化し、店舗への誘導や、通信
販売の利用促進、チャネルの併用利用をご案内するな
ど、お客様とのかけがえのない存在になれるよう、取
り組みをより強化しています。

※ SDI：Supplement（サプリメント）＆Drug（薬） Interactions（相互作用）の略称

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、お客
様の肌に触れるカウンセリングの自粛など、お客様と
接する機会が減少しています。メンバーズアプリをお
客様の利便性を高めるために機能を集約したのに加
え、体験機会を提供できるように刷新しました。

販売チャネル

質問 204,448件

要望・意見 152,893件

お喜びの声 13,159件

2021年度のお客様の声 内訳370,500件

通信販売  51% 店舗販売  19% 卸販売他  19% 海外  11%

70%が通信販売・店舗販売などの直販チャネルを通じた販売

2021年度

メンバーズアプリの
ご案内ページ

販売

多様なチャネルで製品・サービスを提供するインフラ
キーパーソンに聞く

コロナ禍で急速に変化する世の
中において、ファンケルはお客
様と強いつながり、「絆」をつく
り続けることに取り組んでいま
す。この取り組みを加速させる
ための基盤として、「FIT3」が
2022年1月に稼働しました。

終わりなき「お客様満足」を
追求して、変革の牽引的存在
となった基幹システム
「FIT※（フィット）」は情報システ
ム部を主体として、現在のファン
ケルに見合ったシステムを再構築
し、そのシステムを活用して時代
や環境に合わせて業務変革をして
いくシステムプロジェクトの総称
です。
※ FANCL Information Technology

プロジェクトが始まったのは

2014年です。FIT1を2016年にリ
リースし、通販の基幹システムを
入れ替えました。続いて2018年
には、ECサイトと店舗のデータ
もリアルタイムに基幹システム
と連携を可能にしたF IT2をリ
リースしました。全チャネルの
データ統合、および柔軟なシステ
ム体制が整い、以前に比べ迅速な
改修対応が可能となりました。
システムが整備されたことで、

2019年には念願の会員サービスの
刷新を行いました。このことで、コ
スト圧縮はもちろん、お客様に待
ち望まれていたサービス変更を迅
速にご提供することが可能となり

成長の原動力となる
ファンケル独自のデジタル戦略

ました。また、同時に外部のEC

モール各社のプラットフォームと
のシステム連携が容易となり、細
かな仕様変更にも柔軟に対応する
ことができています。
世の中の変化が激しい中で、こ

のFITという取り組みは、過去に
とらわれず、変化していく勇気と
正しさを証明したと思います。私
たちはこのファンケルらしいシ
ステムの後ろ支えもあり、積極的
にお客様の体験価値を上げる取
り組みに挑戦できています。

コロナ禍での消費行動の変化
2020年に新型コロナウイルス

が蔓延し、消費行動は一変しまし
た。これまで直営店舗だけを利用
されていたお客様のEC利用が加
速しました。
この環境下で長年お客様に直接

製品を販売してきたからこそ保有
しているデータを、しっかりと活
用し、お客様と強い絆を紡いでい
くコミュニケーションが必要だと
考えました。電話やネットなどの
通販や直営店舗といった、お客様
に直接コミュニケーションを取っ
てきた「直販チャネル」をマルチに
持っていることはファンケルの最
大の強みです。ネット通販、電話

窓口、店舗それぞれのチャネルの
特性とITを駆使し、お客様との絆
を深める「OMO戦略」に取り組ん
でいます。

2022年にFIT3リリース、
お客様満足度向上を実現
直販チャネルとして持っている

データを最大限に活用するための
基盤システムとして、FIT3をリ
リースしました。「お客様のこと
を深く理解するためのデータ
ベース」といった考えでこのシス
テムは構築されています。これま
での購入情報に加え、アクセス
データや相談データ、来店データ
などの事実データを活用できるよ
うにし、さらに数百に及ぶあらゆ
る要素のデータを掛け合わせるこ
とで、お客様一人ひとりに最適な
ご提案ができる、推計モデルを構
築しています。今後も日々の取り
組みを通して、変化・改善して育
てるデータベースとして活用して
いこうと考えています。
そうすることで見えてくるお

客様像を、電話窓口応対や店舗ス
タッフの接客、そしてWebサイト
やメールにおいても活用し、これ
まで以上に多くのお客様との絆
を深めていきます。

長谷川 敬晃  通販営業本部 営業企画部 部長

略歴

2003年 ファンケル入社
2011年 ネット通販営業部ネット管理グループ課長
2020年 通販営業本部　営業企画部　部長

ファンケルライブ
ショッピング

オンラインを活用したカウンセリング
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