
  1 

版权声明: 

本论文来源于日语论文网:http://www.riyulunwen.com/ ,转载请注明出处！ 

 

目 次 

  はじめに                                                                2 

1.資生堂について......................................................... 2 

    1.1 日本化粧品業界の現状                                                2 

    1.2 資生堂の歴史変遷と現状 ............................................. 3 

    1.3 資生堂の企業文化 ................................................... 4 

2.資生堂の中国におけるブランド戦略....................................... 4 

    2.1 多ブランド経営 ..................................................... 4 

    2.2 ブランドイメージの確立 ............................................. 6 

    2.3 ブランドの広がり ................................................... 7 

    2.4 ブランドの研究開発能力 ............................................. 7 

3.中国化粧品企業への啓示................................................. 8 

    3.1 中国化粧品企業の現状 ............................................... 8 

    3.2 市場細分化 ......................................................... 9 

    3.3 販売チャネル ....................................................... 9 

3.4 製品とサービスの品質                                               10 

おわりに................................................................ 10 

参考文献................................................................ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riyulunwen.com/�


  2 

はじめに 

 資生堂（Shiseido）は知名度の高い日本化粧品ブランドであり、百年以上の歴史を持っ

ている。日本の化粧品市場において、資生堂は大きなシェアを占めいているが、最強のグ

ローバルマーケティングカンパニーとなることをめざし、海外市場を積極的に開発してい

る。その中、とくに中国市場を重視し、中国市場向けのブランド戦略を策定し、中国での

海外事業を大いに展開している。改革開放以来、生活レベルの向上に伴い、中国の化粧品

市場需要が急速に拡大し、消費者の購買力が大いに強まる。資生堂はこのよいチャンスを

つかみ、いち早く中国市場に進出しました。数十年間の発展を経て、現在、資生堂は現地

指向のブランド戦略を実施することで、中国の海外事業開拓に成功し、よい業績を収めた。

資生堂というブランドは中国で人々によく知られ、非常に人気があり、多くの消費者の信

頼を獲得した。本稿では、資生堂の中国におけるブランド発展とブランド戦略について、

既存の関連資料を参考にし、分析研究を行う。これによって、資生堂の成功経験をまとめ、

中国化粧品企業の発展にささやかな啓示を与えようと考えている。 

1.資生堂について 
1.1 日本化粧品業界の現状 

資生堂を紹介する前に、まず日本化粧品業界の現状を少し説明したいと思う。日本の化

粧品業界の競争が激しく、数多くのブランドがある。資生堂以外に、花王、コーセー、ポ

ーラ・オルビスホールディングス、マンダムなど、十個以上の知名な化粧品ブランドがあ

る。下記のグラフ１は 2012 年－2013 年、日本の化粧品業界の売上高とシェアのランキン

グです。その中で資生堂は 38.5％を占め、先頭に立っている。ほかのブランド間の競争

が激しく、混戦となる。 

グラフ１ 日本の化粧品業界の売上高とシェアのランキング 

 

（出所：http://gyokai-search.com/3-kesyo.htm） 

http://gyokai-search.com/3-kesyo.htm�


  3 

また、近年以来、長期にわたる不況のため、日本の化粧品業界は頭打ちの状態となり、

消費者が高機能·低価格を求め、企業の利益が減少しつつある。下記のグラム 2はここ数

年来、日本の化粧品市場規模の推移です。グラフからみると、市場規模が 2008 年に減少

して以来、ずっと横這いのままである。長期的にみれば、少子化の影響で市場規模がさら

に縮小する見込みである。 

グラム 2 日本化粧品市場規模の推移 

 

（出所：www.yano.co.jp/press/pdf/1170.pdf） 

  

 従って、厳しい国内市場状況において、日本の化粧品企業は相次いで海外市場進出を

展開し始め、自身の発展を求める。業界トップの資生堂は成功な例である。また、コーセ

ーなども海外販売事業を積極的に展開し、海外市場を開発している。 

1.2 資生堂の歴史変遷と現状 

 資生堂という名前は、中国の『易経』の「至哉坤元 万物資生」に由来する。1872 年、

資生堂の創立者である福原有信は東京の銀座で、日本初の洋風薬剤局を設立した。1902

年、福原有信は欧米の実地調査の際に、アメリカで見たトラッグストアからヒントを得、

資生堂の薬剤局内で「ソ－ダ・ファウンテン」を開いた。日本初のソ－ダ水や当時

はまだ珍しかったアイスクリ－ムを製造し、販売し、評判になった。1915 年、事業の主

体を薬品から化粧品へ移した。1923 年、資生堂はチェインストア制度を導入し、全国の

専門店と契約を結ぶことで、化粧品を販売し始めた。 

20 世紀 80 年代から、消費者のニーズの多様化につれ、百貨店やチェインストアを中心

とした資生堂のチャネルはドラッグストアの台頭などのため、分かれた。90 年代になる

と、資生堂は量販店、ドラッグストアなどの新しいチャネルを広げ、新しいブランドを作

成した。2001 年―2002 年、社内公聴会で、「We are SHISEIDO」というスローガンに基づ

き、社名の「資生堂」を含むすべての事業において、「Shiseido」という欧文のログを使

用することを限定した。2002 年、ブランドのイメージを強化し、コストを削減するため

http://www.yano.co.jp/press/pdf/1170.pdf�
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に、それまで 100 以上あったブランドを 35 程度に絞り、テゴリーによりブランドを分け、

整理·統合した。 

また、1997 年、日本の化粧品再販制度が撤廃され、資生堂はこれに対応するために、

発展戦略を調整し、従来の国内偏重のビジネスモデルを再生し、グローバル事業者になっ

ている。2005 年から、前 3 ヵ年計画と新 3 ヵ年計画を実施することで、お客様指向の会

社に生まれ変わり、高い経営品質を確立した。 

現在、資生堂はアジアを代表するグローバルプレイヤーを目指し、リソースを活用し、

ブランド作りを強化し、経営品質を向上させ、グループの結束力を高めている。1資生堂

は国内市場でのNo.1 ポジションを確保すると同時に、成長性の回復と収益性の向上に取

り組み、海外事業を積極的に展開している。今、世界中において、日本以外で中国、ヨー

ロッパ、東南アジア、アメリカの 4 つの研究開発拠点を設立し、現地市場に向けて高品質

の製品とサービスを提供できるように取り組んでいる。 

1.3 資生堂の企業文化 

前に説明したが、資生堂の名前が中国の『易経』に由来し、資生堂は伝統的な東洋の美

意識を継承し、西洋の理念と融合し、「一瞬も一生も美しく」という企業理念を確立した。

お客様の「美しく生きたい」という願いに応えるために、高品質の商品と行き届いたサー

ビスを提供できるように努力している。 

企業は経営活動以外に、「文化」、「社会貢献」などに取り組むべきだと思われる。この

企業理念をもとに、資生堂は創業以来、企業文化の構築を非常に重視している。様々な企

業文化活動を通して、世の中で美の理念を宣伝し、ファッションのトレンドを導く。また、

企業の様々な商品·宣伝製作物を「企業文化資産」として捉え、今までの企業文化資産を

一括収集し、1919 年に「資生堂企業資料館」を開設した。資料館で、日本に現存する最

も古い画廊である「資生堂ギャラリー」をオープンし、収集された絵画・彫刻・工芸品な

どを展示し、現在に至るまで 3,100 回以上の展覧会を開催してきた。そして、『花椿』と

いう企業文化誌を創刊し、美しい生活文化を提唱し、資生堂ならばの情報を読者に届け、

お客様を資生堂につなぐ架け橋を築いた。また、「美を伝えることばの力を高めたい」と

いう思いから、現代詩花椿賞という賞を設けた。資生堂は現代詩関連の方々への支援活動

を行うことで、言葉の強い力を再発見し、表現力に豊かな社会づくりに貢献しようと思う。
2 

今後、資生堂は自身の企業文化構築を強化する一方で、魅力ある商品とサービスを提供

することで、企業の社会責任も果たしていく。 

特别提醒： 

本站所有可以免费下载的论文均为去年及之前的发表或答辩过的论文，这些论文由于都已

经被论文数据库收录，所以大家只能参考使用，绝不能直接拿过来作为毕业论文使用，因为

这些论文是不可能通过学校论文检测的，特此提醒，以免造成不良影响！论文由于超过购买

时间限度或不符合新的论文要求所以可以免费下载，仅登部分论文以供参考！ 

                                                               
1.www.le.chiba‐u.ac.jp/~uchiyama/semi/intersemi/08/data/2.ppt 

2.  川島蓉子.  資生堂ブランド.文春文庫.2010 年 7 月.P194‐P202 
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另外，如果有需要本年度最新的精品论文请到论文频道购买，我们保证所购买论文的省唯一

性，切实维护顾客利益！ 

购买说明： 

一，现成论文来源：每年 11 月—5 月为毕业论文写作旺季，其余时间为需求淡季。我们的写手

在写作淡季没有代写任务，这时公司会根据他们自己的喜好急专业特长写做一些论文。这是

我们现成论文的来源，现成论文适合没有确定题目或者可以修改论文题目的同学购买使用。

对于要求比较高，或者已经确定题目的同学只能购买代写论文。 

二，现成论文保障：我们出售的现成论文均为我们的签约写手原创，并且是最新一季写作的

论文，我们绝不会拿以前的旧论文来给大家，这样就会避免雷同现象的发生。 

对于现成论文我们提供以下两种购买服务：①200 元一篇保证省唯一性，即同一篇论文在同

一个省份字出售一次，这样就可以避免和同学雷同也可以避免最后的省内审稿雷同。②买断

版权，只要出 500-600 元即可买断现成论文的版权（6000 字内的 500 元，6000 字以上的 600

元），即同一篇论文只出售给一个人。如果一篇论文被人 200 元买过省唯一性，就不可以再买

断了，更好保证客户利益。 

三，论文交易流程： 

1、通过交流，确定顾客所需论文的字数，写作方向及顾客学校所在省份。 

2、客服先发给顾客可以选的题目，顾客选几个题目，然后发给顾客这几个题目的大纲和目录

等基本内容。 

3、顾客选取一个最中意的论文，并通知客服预定，我们这里把你预定的论文保留，你去找老

师，问问他大纲和题目是否合适，同时也看看题目是否跟同学重复，导师批准以后在购买论

文。  

4、为防止我们提供网上抄袭的论文或者质量不高的论文。买前可以按顾客要求发论文的某

一部分给顾客看看写作质量。同时顾客可以自己到网上搜查一下题目等内容并核对是否有

重复的论文。等顾客觉得没问题了再进行购买。 

注：如果现成论文不适合您，可以进行代写，我们有数十位专业写手为您提供专业的写作服

务。 

 

 

 

 

2.資生堂の中国におけるブランド戦略 

2.1 多ブランド経営 

 1981 年、資生堂は中国の北京友誼商店などの大きな百貨店で、化粧品、化粧石けん、

歯磨きなどの製品を販売し、中国市場に進出しはじめた。2003 年、資生堂(中国)投資有
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限公司は上海で成立し、中国の化粧品事業を統合した。現在に至るまで、中国本土の約

195 軒の高級百貨店で資生堂のコスメティックカウンターを設けた。3ここ数年、日本国

内市場の需要が減少しているが、資生堂の中国での販売高が大幅に増えている。資生堂の

中国市場における事業拡張はそのブランド戦略と深く関わっている。本章では、資生堂の

中国におけるブランド戦略を詳しく分析する。 

 まず、資生堂は中国で従来の多ブランド経営戦略を維持し、中国の各層消費者の需要に

応じて、様々なブランドを作成してきた。資生堂の中国公式サイトに、合資ブランドを含

めて 28 個のブランドが表示される。高収入の消費者向けの高価格·高クラスのブランドも

あれば、普通の消費者向けの一般ブランドもある。最初、中国市場進出時に資生堂は主に

高価格·高クラスのブランドを中心として、市場規模を拡大していた。近年以来、中クラ

ス·低クラスの市場を重視し始め、低価格の一般ブランドを広めていく。下記の表は中国

市場における資生堂のいくつかの化粧品ブランドである。  

            表 1 資生堂の中国における一部のブランド 

 

1872 年に日本で生まれ、資生堂の最も古い化

粧品ブランドである。現在、全世界中で販売

している。スキンケア、メーク、香水、男性

用品などを含む高クラスの総合ブランドであ

る。 

 

1987 年に日本で生まれ、IPSA という名前がラ

テン語に由来し、「自分」の意味である。お客

様に相談することで、プライベートの商品と

サービスを提供する高クラスの化粧品ブラン

ドである。 

 

1994 年に中国で生まれ、資生堂と北京麗源公

司が共に作成した中国専有の高クラスの化粧

品ブランドである。資生堂の高品質を受け継

ぎ、主に中国の若いオフィスレディーに向け

ている。 

 

2006 年に中国で生まれ、中国女性向けに作成

した、化粧品専門店で販売するブランドであ

る。中国の気候と中国女性の肌の特徴を十分

に考慮し、最新の技術で開発してきた新規ブ

ランドである。 

                                                               
3  http://www.shiseidochina.com/ 
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資生堂が中国で作成したもう 1 つの重要なブ

ランドであり、主に 25 歳ぐらいの女性を対象

としている。そのブランド理念は簡単なステ

ップではきれいなメーク効果に達するという

ことであり、若い女性の間で人気が高い。 

 

資生堂の AQUAIR というブランドは中国語訳で

「水之密語」と呼ばれます。シャンプー、リ

ンス、ポマード、ボディーソープ、洗顔クリ

ーム、クリームなどを含む。製品の保湿効果

が非常に良く、全世界で高く評価されている。

 

2001 年 8 月に中国で生まれ、植物から粋を抽

出して肌に特別な保護を与えることを理念と

して、若い女性向けの化粧品ブランドである。

名前からみる、当該ブランドは純粋、素朴な

美を求めている。 

（http://www.shiseidochina.com/を参考にして作成） 

以上のブランドの例からみると、資生堂は中国で、消費者の様々なニーズを考慮し、異

なった顧客層向けの複数のブランドを作成した。全体的にブランドが数多くあり、単一ブ

ランドの化粧品企業に比べると、知名度がそれほど高くないと見えるが、資生堂全体の影

響力を広げ、全面的に発展する企業のイメージを確立した。また、このような多ブランド

経営戦略を実施することで、企業の市場規模をより一層拡大し、リスクを低下させた。 

2.2 ブランドイメージの確立 

 資生堂は創業以来、ずっとブランドのイメージを非常に重視している。福原有信の息子

である福原信三は欧米諸国を何度も訪れたことがあり、西洋の美学について深い理解を持

ち、独特なアルファベットで会社の LOGO をデザインし、椿を会社のマークとした。これ

によって、資生堂のブランドイメージは最初の形を持つようになった。今まで数回修正し

たが、その「Shiseido」という文字は当時の福原信三のデザインによく似ている。現在、

ブランドイメージの設計において、資生堂は東洋女性の曖昧な美をもとに、西洋の美意識

における特別な部分を取り入れ、自身の独特なデザインを形成してきた。早くも先進的な

広告・プロダクトデザインを求めてブランドのイメージの確立に力を入れている。中国市

場に進出して以来、資生堂はこのようなブランドイメージを中国に導入し、中国で特徴の

あるブランドイメージを確立した。以下の図は資生堂の中国におけるブランドの 1つであ

る AUPRES の製品宣伝用の画像である。画像の女性は東洋の伝統的な長い髪の女性とは違

って、あっさりした短い髪型をしていて、自信満々な顔で、きれいな姿を見せている。全

体の色組合せとしては、白い背景に鮮やかな黄色を組み込んで、目立っている。同時に、

AUPRES というブランドの活気溢れたイメージを強調している。 

図１AUPRES の宣伝の画像 

http://www.shiseidochina.com/�
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 また、中国市場のニーズに応じるために、資生堂は中国でのブランドに対して、人気の

ある中国の芸能人をブランドのイメージキャラクターとしている。たとえば、上記の図の

女性は中国の有名な女優である孫俪である。孫俪以外に、周迅、王珞丹、张靓颖などの中

国の人気スターは資生堂の中国におけるブランを代弁している。彼女たちのきれいで、か

つ積極的な個人イメージはブランド宣伝に役立ち、中国におけるブランドイメージのレベ

ルを向上させる。 

2.3 ブランドの広がり 

 中国で、資生堂のブランドの広がりは独特な方法を使用した。今まで、中国市場で資生

堂のブランドは揺るぎない地位を占めている。 

 ブランドの広がりに対して、広告は非常に重要な役割を果たす。したがって、普通の化

粧品企業は広告に多くの資金を投入し、ブランドの知名度を高める。例えば、ロレアル、

エスティローダーなどの国際有名な化粧品ブランドは中国で、多くのテレビ広告を投入し、

自身のブランドを宣伝している。しかし、資生堂はお客様とのコミュニケーションをより

一層重視し、店でお客様のために高品質の製品と行き届いたサービスを提供することに工

夫している。したがって、テレビで資生堂の広告があまり見えないが、そのブランドが消

費者の間でよく知られ、評価も非常に高い。これによって、資生堂はほかの化粧品ブラン

ドと大きい相違を持つ宣伝戦略を創り出した。お客様のコメントを聴き取り、最適な製品

とサービスを通して消費者の信頼を勝ち取り、ブランドの影響力を拡大する。 

 また、資生堂はブランドのインターネット上における広がりも非常に重視している。

2013 年の統計データによると、中国のネット販売の取引規模は 1.84 億元に達し、39.4％

が増えた。4インターネットの大きな影響力を見逃すことができない。資生堂はインター

ネット上の販売チャネルを積極的に広げる。中国の主要な電子ビジネスプラットフォーム

において、販売活動を大いに展開する。同時に、世界一のネット人口を抱える中国におい

て、ネット上のコミュニケーションも重要である。自社の公式サイト、ウェブドラマなど

のオリジナルコンテンツを配信することなどで、自身の製品を宣伝し、ブランドの影響力

を拡大する。5そして、新たなチャネルの創出を目指し、女性の「美と健康」をテーマに

し た Web サ イ ト 「 Beauty ＆  Co. （ ビ ュ ー テ ィ ー ・ ア ン ド ・ コ ー ）」

（http://www.beauty-co.jp/）を構築した。美と健康に関する企業と専門家とのコラボレ

ーションによって付加価値を高め、顧客接点を拡大する。そこからブランドへの理解を深

                                                               
4. http://www.199it.com/archives/206188.html 

5. http://www.shiseidochina.com/ 

http://www.beauty-co.jp/�
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め、実店舗を含めたビジネス拡大につなげていくことができる。 

 そして、資生堂は中国の社会活動に積極的に参加し、ブランドのイメージと影響力を高

める。「THE SHISEIDO WAY」という理念を樹立し、環境保護、人材の育成支援、文化芸術

活動支援などの社会活動を大いに進め、中国社会との共同発展を求めている。6 

2.4 ブランドの研究開発能力 

 資生堂ブランドの成功は強い研究開発能力と深く関わっている。中国の研究所を含めて、

資生堂は全世界中で 8 つの研究開発所を持ち、毎年、約 160 億円を研究開発に投入する。

中国の研究所は 2002 年に成立し、当地の消費者を対象とする化粧品の調合などを研究•

開発する。そして、悠久な歴史を持つ中国の漢方薬を研究開発と結び付け、新しい製品を

開発する。 

資生堂の研究開発は最新の科学技術を利用し、機能性、安全性、感覚性を基本的な観点

としている。主に日焼けと乾燥などの外部刺激に抵抗する皮膚のメカニズムを探究し、肌

にやさしく、かつ快適な原料と主剤、化粧下の機能性を強化する粉などを開発し、製品の

美白効果、保湿効果、老化防止機能などを強化する。今まで、中国市場に向けて、

Pure&Mild(泊美)、AquaLABEL（水之印）などの新しいブランド製品を発売した。

Pure&Mild(泊美)というブランドの製品はよい美白、日焼け止め効果を持っているため、

消費者の間で人気がある。AquaLABEL（水之印）というブランドは導入式の技術を利用し、

水補足と保湿の効果がより良く、お客様にご好評をいただいた。既存のブランドにおいて

も、新規製品の開発を続け、消費者のニーズを満たす。 

化粧品市場の激しい競争で、強い研究開発能力は資生堂のブランドに品質保証を提供し、

ブランドに新たな力を注ぐ。とくに中国化粧品市場の規模が大きく、ブランドが数多くあ

る。ブランドの研究開発が遅れ、製品の品質と機能が優位性を占めないと、市場競争で淘

汰される可能性がある。資生堂はこの面における大きな優位性を持っているからこそ、中

国市場で大きな成功を収めてきたといえる。 

3.中国化粧品企業への啓示 

3.1 中国化粧品企業の現状 

中国の化粧品市場は始まりが少し遅

いが、急速に成長している。世界化粧

品市場の新興国として、今後も高度成

長を続けられていると思われる。下記

のグラム 3は 2001 年から 2011 年まで
                                                               
6. 山本学. 進化する資生堂 中国市場とメガブランド戦略.翔泳社.2010 年 4月 P210-P221 
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中国の化粧品市場規模とその成長状況

を反映してくる。グラフからみると、

2001－2011 年の間で平均増加幅が

15.8％に達した。2012 年、中国の化粧

品市場規模は 1340 億元に昇り、2016

年に1880億元まで増える見込みである。 

グラフ 3 2001-2011 年の中国化粧品

市場規模（単位：億元） 

 
（出所：http://www.chyxx.com/industry/201306/209440.html） 

また、中国は人口が多く、平均消費

水準が高くないので、化粧品市場が大

きな潜在力を持つと思われる。資生堂

を含めて、数多くの海外化粧品企業は

相次いで中国市場に進出し、市場シェ

アを奪い合う。そして、ローカルブラ

http://www.chyxx.com/industry/201306/209440.html�
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ンドも弱みを見せず、自身の事業を絶

えず拡大している。例えば、相宜本草、

百雀羚、佰草集などの国産化粧品ブラ

ンドはここ数年、勢いのよい成長を続

けている。したがって、現在、中国化

粧品市場は大きな潜在力を持つが、競

争が非常に激しい。ブランドの数が多

く、消費者のニーズが多種多様である。

各ブランドは競争で不敗の立場に立て

るように、いろいろな対策を講じてい

る。テレビをみると、様々な化粧ＣＭ

が目に入る。売り場、スーパーなどで、

化粧品のセールス活動がよく行われる。 

ただし、国産ブランドは知名な国際

化粧品ブランドに比べると、総合競争

力がまだ弱く、優位性を占めていない。

第 2 章で資生堂の中国におけるブラン

ド戦略を分析した。ここでは、その成

功な経験を参考にし、市場細分化、販

売チャネル、製品とサービスの品質と

いう 3 つの方面から、中国の化粧品ブ
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ランドの成長に啓示を与えようと考え

る。 

3.2 市場細分化 

 資生堂は中国で多ブランド経営の戦

略を実施している。これは市場細分化

の 1 つの手段であり、消費者の異なっ

たニーズに満たすことができる。

「SHISEIDO」は 35 歳くらいの女性を対

象とするが、「AUPRES」は 25 歳くらい

の若い女性に向けている。「Za」はメー

ク製品を中心として、ファッションを

求める女の子に向けている。男性の消

費者に対して、UNO（吾诺）、JS（俊士）

というブランドを作成した。消費者の

年齢、性別によって市場を細分化する。

そして、消費レベルに応じて、異なっ

たブランドを経営している。以前、資

生堂は主に高級化粧品を販売していた

が、ここ数年来、中低級市場も重視す

るようになった。元々の「SHISEIDO」、

「AUPRES」などの高クラスブランド以
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外に、Pure&Mildや「Za」などの中クラ

スブランドの成長を大いに推進してい

る。 

 中国の化粧品企業は資生堂の市場細

分化方法を参照し、自身のブランドを

改善することができます。中国の化粧

品企業はよく 1つのブランドだけを持

ち、ブランドの対象性が強くなく、市

場細分化を重視していない。ブランド

製品がすべての消費者に向けているこ

とがよくある。激しい市場競争におい

て、特徴がないため、優位性を持って

いない。したがって、中国の化粧品企

業は市場細分化を実施する必要がある

と思います。現在、中国の化粧品企業

は規模が大きくなく、資生堂のように

複数のブランドを経営するのが少し困

難であるが、1 つのブランド内における

細分化を強化できる。例えば、20 代の

女性を主要な対象として製品を開発し、

ブランドの対象性を強化し、自身の特

徴を生成する。 
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 つまり、資生堂の多ブランド戦略を

参考として、中国の化粧品企業は市場

細分化を重視し、ブランドの対象性と

特徴を強化する必要があると思う。 

3.3 販売チャネル 

 資生堂は代理店に依存せず、自身の

独立した直接販売チャネルを持つ。百

貨店でコーナーを設ける以外に、映画

館、ショッピング街などの賑やかなと

ころで資生堂の専門店を開く。専門店

で、1 つまたはいくつかのブランド製品

を集中的に販売し、すべてのブランド

を販売しているわけではない。これは

販売チャネルを広げると同時に、専門

店での直接販売を通して製品の品質を

保証し、ブランドのイメージを強化で

きる。 

 資生堂に比べると、中国の化粧品ブ

ランドの販売チャネルが少ない。佰草

集などの高クラスブランドは主にコー

ナーで販売されている。相宜本草など
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の中低クラスブランドは主にスーパー

で販売されている。それ以外に、多く

の代理店を通して販売する。ブランド

専門店などの直接販売チャネルを持っ

ていない。ただ 1 つの主要な販売チャ

ネルで、ブランドを経営するのはリス

クがより高く、ブランドの広がりも困

難である。したがって、中国の化粧品

企業は現存の販売チャネルをもとに、

新しいチャネルを積極的に求め、直接

販売を強化する必要があると思います。

代理店の販売に依存しすぎると、偽物、

粗悪な製品などの問題を引き起こす恐

れがあるため、直接販売を拡大する必

要があると思う。 

 ブランドの影響力を拡大し、製品の

品質を保証するために、中国の化粧品

企業は資生堂専門販売店の経験を参照

し、現存の販売チャネルに限らず、新

しい販売チャネルを探し、直接販売を

強化する必要があると思う。 
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3.4 品質とサービス 

 資生堂が今までの成功を収められる

最も重要な原因はその高品質の製品と

サービスである。前に説明したが、資

生堂は強いブランドの研究開発能力を

持ち、開発した製品の高品質を保証で

きる。資生堂の製品は安全性に基づい

て、消費者に強い保湿、美白、日焼け

止めなどの機能を提供すると同時に、

その製品に関するサービスを重視する。

今のお客様は高品質の化粧品を必要と

するだけではなく、化粧品関連のサー

ビスも必要とする。例えば、製品の問

合せ、スキンケア関連の知識、きれい

なメークアップの仕上げ方など。した

がって、資生堂は製品の販売中にお客

様との交流を重視し、お客様のコメン

トを聞き取り、お客様の必要なサービ

スを提供する。コーナー、専門店など

の販売員は皆、専門的な教育を受け、

様々な美容知識を身につけ、お客様の

美容顧問になれることを目指している。 
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 販売活動は販売自身に限らず、製品

とサービスを通してお客様を獲得し、

市場で頑固たる地位を占める。資生堂

と比べると、中国の化粧品企業は品質

を重視するが、関連サービスを強化す

る必要がある。高品質のサービスはお

客様の心をよりよく留められる。中国

の化粧品販売活動は製品を提供するだ

けであり、関連サービスに不完全なと

ころがある。例えば、お客様のスキン

ケアなどに関する問合せについては、

販売員は専門的な知識が不足している

ため、よい返答を提供できない。お客

様ごとに肌の問題などが異なるため、

進められている製品が適切であるかに

ついて販売員もわからない場合がある。

事前に販売員の専門知識の習得を強化

し、スキンケア関連のトレーニングを

実施する必要があると思います。 

 したがって、品質とサービスの面に

おいて、中国の化粧品企業はブランド

の成長を促進するために、品質を保証
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すると同時に、サービスを改善しなけ

ればならないと思う。お客様とのコミ

ュニケーションを重視し、製品以外で

必要な関連サービスの完備を強化する

必要がある。 

おわりに 
  本稿は資生堂の中国におけるブランド戦略について分析を行った。資生堂は国際で知名

な企業として、海外市場開発において豊かな経験を持つ。中国市場開発に成功できるのは

そのブランド戦略と深く関わっている。多ブランド経営、ブランドイメージの確立、ブラ

ンドの研究開発能力の強化を通して、ブランドの知名度と影響力を拡大し、製品販売を推

進するだけではなく、ブランドの大きな価値を創り出すことになる。ブランドの価値は具

体的な金額で計算できないが、企業の総合競争力の重要な構成要素である。中国の化粧品

企業は激しい市場競争で自身の成長を実現するには、資生堂のブランド戦略を参考として、

ブランドの価値を重視し、特徴のある国産化粧品ブランドを全力で経営する必要があると

考える。 
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	　資生堂は中国で多ブランド経営の戦略を実施している。これは市場細分化の1つの手段であり、消費者の異なったニーズに満たすことができる。「SHISEIDO」は35歳くらいの女性を対象とするが、「AUPRES」は25歳くらいの若い女性に向けている。「Za」はメーク製品を中心として、ファッションを求める女の子に向けている。男性の消費者に対して、UNO（吾诺）、JS（俊士）というブランドを作成した。消費者の年齢、性別によって市場を細分化する。そして、消費レベルに応じて、異なったブランドを経営している。以前、資生堂は主に高級化粧品を販売していたが、ここ数年来、中低級市場も重視するようになった。元々の「SHISEIDO」、「AUPRES」などの高クラスブランド以外に、Pure&Mildや「Za」などの中クラスブランドの成長を大いに推進している。
	　中国の化粧品企業は資生堂の市場細分化方法を参照し、自身のブランドを改善することができます。中国の化粧品企業はよく1つのブランドだけを持ち、ブランドの対象性が強くなく、市場細分化を重視していない。ブランド製品がすべての消費者に向けていることがよくある。激しい市場競争において、特徴がないため、優位性を持っていない。したがって、中国の化粧品企業は市場細分化を実施する必要があると思います。現在、中国の化粧品企業は規模が大きくなく、資生堂のように複数のブランドを経営するのが少し困難であるが、1つのブランド内における細分化を強化できる。例えば、20代の女性を主要な対象として製品を開発し、ブランドの対象性を強化し、自身の特徴を生成する。
	　つまり、資生堂の多ブランド戦略を参考として、中国の化粧品企業は市場細分化を重視し、ブランドの対象性と特徴を強化する必要があると思う。
	3.3販売チャネル
	　資生堂は代理店に依存せず、自身の独立した直接販売チャネルを持つ。百貨店でコーナーを設ける以外に、映画館、ショッピング街などの賑やかなところで資生堂の専門店を開く。専門店で、1つまたはいくつかのブランド製品を集中的に販売し、すべてのブランドを販売しているわけではない。これは販売チャネルを広げると同時に、専門店での直接販売を通して製品の品質を保証し、ブランドのイメージを強化できる。
	　資生堂に比べると、中国の化粧品ブランドの販売チャネルが少ない。佰草集などの高クラスブランドは主にコーナーで販売されている。相宜本草などの中低クラスブランドは主にスーパーで販売されている。それ以外に、多くの代理店を通して販売する。ブランド専門店などの直接販売チャネルを持っていない。ただ1つの主要な販売チャネルで、ブランドを経営するのはリスクがより高く、ブランドの広がりも困難である。したがって、中国の化粧品企業は現存の販売チャネルをもとに、新しいチャネルを積極的に求め、直接販売を強化する必要があると思います。代理店の販売に依存しすぎると、偽物、粗悪な製品などの問題を引き起こす恐れがあるため、直接販売を拡大する必要があると思う。
	　ブランドの影響力を拡大し、製品の品質を保証するために、中国の化粧品企業は資生堂専門販売店の経験を参照し、現存の販売チャネルに限らず、新しい販売チャネルを探し、直接販売を強化する必要があると思う。
	3.4品質とサービス
	　資生堂が今までの成功を収められる最も重要な原因はその高品質の製品とサービスである。前に説明したが、資生堂は強いブランドの研究開発能力を持ち、開発した製品の高品質を保証できる。資生堂の製品は安全性に基づいて、消費者に強い保湿、美白、日焼け止めなどの機能を提供すると同時に、その製品に関するサービスを重視する。今のお客様は高品質の化粧品を必要とするだけではなく、化粧品関連のサービスも必要とする。例えば、製品の問合せ、スキンケア関連の知識、きれいなメークアップの仕上げ方など。したがって、資生堂は製品の販売中にお客様との交流を重視し、お客様のコメントを聞き取り、お客様の必要なサービスを提供する。コーナー、専門店などの販売員は皆、専門的な教育を受け、様々な美容知識を身につけ、お客様の美容顧問になれることを目指している。
	　販売活動は販売自身に限らず、製品とサービスを通してお客様を獲得し、市場で頑固たる地位を占める。資生堂と比べると、中国の化粧品企業は品質を重視するが、関連サービスを強化する必要がある。高品質のサービスはお客様の心をよりよく留められる。中国の化粧品販売活動は製品を提供するだけであり、関連サービスに不完全なところがある。例えば、お客様のスキンケアなどに関する問合せについては、販売員は専門的な知識が不足しているため、よい返答を提供できない。お客様ごとに肌の問題などが異なるため、進められている製品が適切であるかについて販売員もわからない場合がある。事前に販売員の専門知識の習得を強化し、スキンケア関連のトレーニングを実施する必要があると思います。
	　したがって、品質とサービスの面において、中国の化粧品企業はブランドの成長を促進するために、品質を保証すると同時に、サービスを改善しなければならないと思う。お客様とのコミュニケーションを重視し、製品以外で必要な関連サービスの完備を強化する必要がある。
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