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属生 No 氏 名 学年 月間小遣いにおける 化粧品各アイテムへの関心度（予算比率） メイク購入チャネル 購入商品にみるコスメ消費傾向
学校名 化粧品充当額

高校生 Al 東京立正 15,000円 ・ヘ77./Jイリンク
。

・ へ7げに次いでメイク商品に関心あり よく使用するメイクは 。各アイテム全般にわたりメイヘ.9：，，の愛用率が高い

高校3年 (30略→4,500円） ・スキンケ7に関する予算比率はメイクの1/3程度で ほとんどドラッグ 07イメイクは黒とデトを基調にハイライトなども使用
ポディケ7よりもさらに意識は低い ('Oモト相シ）購入 メイヘ

ー

9：，，とセサツヌだが、 セザ
’

Yヌは安すぎて失敗
く〉口紅はγラ妙

。

で購入した。 テスティモの姉ーコン円。

クト
を使用。 917

。

ライナーも使用しておりメイヘ
。

W色が
強い

AZ 高校2年 25,000円 • ;i;キYケ7を雷視次いでメイク。 地元のγラ妙
。

や都心ターミナ く〉各アイテムとも多岐にわたる切7のプラント
。

を使用
(20首→6,250円） ポディ ・ ヘ7ケ7 ・ 7レグラ：，，;i;などもメイクに次いで活性し ル(1ェアラ）717}':;:tt' JI,など 7イメイクはメディ7、PJラヒ

。

X、トニサナカ、プルシ
’

：；7…と多

ているがへ7,;'lj-ィ9:--r剤はほとんど購入していな 彩だが、 黒・グレー系中心
し、 く〉制度品は口紅のオー7'のみ

A3 高校3年 10,000円 ・ヘJ;i;'lj-ィ9:;r、 次いでメイクと外見を整えるアイテムが よく使用するメイクはほと 〈〉新生堂では主に制度品（花王、 カネホ7、コーセー）

(30国→3,000円） 活性 んどドラ1r c新生堂が多 を購入。 単価もI,800 （テスティモミ＝917
。

）～3,000
• ;i;t：；げにかける予算はメイクの半分程度 い）購入 円（才ー7• Vtドヲ）と高めである

〈〉薬局では安価なネイルや口紅を購入しているが
全般的に制度品指好

07イメイクは黒の7スカラのみ

A4 私立大妻 40,000円 • ;j;
＇

テ
。

ィケ7、スキンケ7にそれぞれメイクの2倍近く予算を スー円
。

固とドラ7グスト7の半々 〈〉コスメ予算の割にメイクアイテムは安価なものを購入

高校2年 (2日→l 0,000円） かけている。 さらに海外でかなり仕込 く＞1イメイクは黒と茶。 資生堂、 カネボウでも500円

さらにへ7,;'lj-イリ：；j"に次いでメイクとなる んでいる 以下のものを使用
・肌の手入れ全般に対する関心が高い。 く〉口紅や71ンデは海外購入。 いろいろな色味へ

のftv:--v· が活発でなかでもネイルは賞・黒・水
色と奇抜なカラーを指好している

A5 都立広尾 5,000円 • 7レグラ：；，；に凝っており、 メイクの4倦の予算をかけ ターミナル711V：；：！ヒ
e

ルを利用 く〉各アイテムとも使用商品が少なく口紅以外はあま

高校2年 （？） ている。 次いでメイク、京デイげである り使っていない
07イ7•吋は茶のレブロンのみであとは自己購入

していない
口紅関連はもらいものも多く、 制度品など（
オー7•、レシェンテ、インウイ、7リークワント）知名度の高いもの
を使用している

ι 
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属生 No 氏 名 学年 月間小遣いにおける 化粧品各アイテムへの関心度（予算比率） メイク購入チャネル 購入商品にみるコスメ消費傾向

学校名 化粧品充当額

高校生 A7 高校2年 7,500円 • 7レグラン ス ・ヘTM.{9ング ・ 示
。

ディケアの順。メイクの1. 5～ ターミナル71'!:!3ンヒ
。

ルを利用 07イメイクはほとんどしない。 黒の7イ7•r,.ウのみで
(2日→1,500円） 2.5倍予算をかけている 舛ポウの500円口紅・ネイルが活性しているが、

メーカー（ レγェンテ、廿ツヌ、イミェ）価格帯(1,000 ～

3,000円）もが7＂
＇

ラで統一感がない

Bl 私立淑徳 15,000円 ・ スキンケ7商品は購入頻度は少ないが、 予算をかけ よく使用するメイクはほと く）7イメイクと口紅の使用アイテムが多い。 メーカーには統

吉野 (10覧→l,500円） ている。 次いでメイクとへTJ.IJィ9:;7•が同じくらい んどト·1,r 一位がないが価格帯はし000円以下のものが
高校2年 多い

〈〉アイメイクでは、7スカラは黒と797を使い分け、7イライ
ナーは茶、7イ7'吋は使用していない

B2 私立桜丘 20,000円 ・へTJJJ.ィ9:;7
＇

、Fディケ7、ヘアケアが中心 〈〉ネイルのみの使用。水色、タトムなどいろいろな

女子 (20覧→4,000円） スキンケ7とともにメイク7'17
。

はあまり活性していない 色にhレ:IVしている

高校2年

B3 都立上野 7,000円 ・ヘTJJJィm，·はメイクの2倍予算をかけている 薬局・ドラ1＇！＇が中心 く〉ネイルの使用が多い。メーカーは資生堂、花王、'Z'/7

高校2年 (40%→2,800円） 次いでへ7ケ7、スキンケ7、メイクのj頃 CVSでも購入 スなど有名メーカーのもの（オー7
＇

、PJラヒ1、レ7'n：；、，＇）ク
ス）が多いが（価格はl,000円以外のもの中心）

く〉アイメイクはマスカラのみで茶。 自己購入したもので
はない

B4 鶴見女子 10,000円 ・メイク717
。

、ヘ7ケ7、ヘTJ.lJィ9:;7•の順 ドラ1＇！＇での購入が中心だ 〈〉各アイテム毎に使用商品数が突出して多くいわば

高校2年 が7＇！ンデは百貨店、口紅 コスメフトクである

やネイルは百貨店や海外で く〉価格帯は購入内初により異なりドラフグでは

も購入 高くてl,500円、500円以下のものが多い

以内n-r-（百貨店）とtγンヌW'h,'J' ） の使

い分けをしている
く）7イメイクと口紅に注力、7イメイクは各アイテム毎5 ～ 10

品使用しているJイプ吋はグ レーと7'7折、
7イライナーはプラウンに加えてプト、ハ

。
ー7

。

ル、レyト
’

な

ども利用
マス持も797と黒を基本にグトン、同ド、ハ

。
ー7

。

ル、

プルーと7イライナーと色合わせをしている
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属生 No 氏 名 学年 月間小遣いにおける 化粧品各アイテムへの関心度（予算比率） メイク購入チャネル 購入商品にみるコスメ消費傾向
学校名 化粧品充当額

高校生 B5 高校 2 年 40,000円 ・スキンケ7に メイクの倍予算をかけている ドラ'J1'と 百貨店 07イメイクと口紅の 使用が中心。 ネイかは使用してい
( 10%→4,000円） 次いで ヘ77.JJィy:;r、メイク 百貨店ではシ －：：.IJTJI.師、Yエア、 ない 。 ややプラ ンド指好が強くドラ'J'l'でも制度

クPニサを購入 品 メ ーカーのもの （資生堂200円の7イ7'吋 から
3,000円の才－ 7

＇
.口紅まで）を購入する傾向 が

ある
。7イ7•吋は］

＇

'jij：；とグレー、7イライナーは白、 マス貯は使
用していない

く〉口紅はオー 7•、MAC、＇.hTJTJエム ラ、7エ7と価格帯も広い
ものを使用

B6 大清水 5,000円 ・ ヘアリイリングが多い 。 次いでスキンケアと メイクが同じ割 都心ター ミ ナルの 7r'lションピト 〈〉各アイテムとも少量ずつ （2～3品）がラはよく揃
高校 2 年 (2日→l,000円） 合で予算をかけている vsが多い （ シヨ＇｝7

。
インをドラ えている

？グとして捉えている） 。 メイヘ
ー

9：；、ミ7、クレーγェなどVS7'7；；ドが多い
く＞7イメイクはマスカラのみで黒と ク灯。 汁ドウは自のみで

ある

B7 鶴見女子 10，叩D円 ・ どのアイテムもあま り活性していないが、スキンケ7、メイ γラヲグ、vs く〉各アイテム 1 品のみで11:1デー ションも 使用していな
高校 2 年 ( 5目→500円） クの順 い 。 1,000円前後のものを購入している

。7イメイクは7スカラ黒 （ メイヘ
e

9：；）のみ

大学生 Cl 大学 1 年 20,000円 • 'J.キYケ了、Fディケ7に次いで メイク、ヘ｝'J.'J,ィ9:;rが同じ割 07イメイクとネイルをよく使用する。 7イメイクは1,500円
(2日→4,000円） 合で予算をかけている ネイルは500円が目安。 PJラヒ

。
X、メイヘ·9ン、コーセーなど

制度品トカーでもヤン ク
。

向け 7' 'j；；ドを使用してい
る

。7イメイクは各アイテム 1 品ずつ、7イブ
ー

ロウのみプラij：；で
他は黒、メイヘ.9：；が多い 。

CZ 東洋英和 60,000円 • ;j;
＇

ディケ7、時Y灯、ヘ7ケ7、へ77.'J,ィ9:;j
＇

に次いで メイク。 薬局又は百貨店 〈〉制度品対面7'7 ：；ド（ オー 7
＇

、レジヱン テ）を愛用。 使

女子 (35略→21,000円） スキンケ7はメイクの倍予算をかけている 用アイテムはかなり少ないが、 単価2,500～3,000

大学 1 年 円のものを使用している
く〉口紅は2 品のみ、7イメイクも7イ7'11.iJ、グレー、時折、

7'7iJ；；の各 1 品のみ

C3 美容院 100,000円 • ;j;
＇

ディケ7、へ77.'f.イリYグ、メイクの順。 示
。

ディケ7にはメイク 駅前のドラ'J'l'中心 〈〉各アイテムとも 1 ～ 2 品に限ってよく使っている

社会人 (30首→30,000円） の倍予算をかけている 7イ7'
＇

吋は7
、、

ラ ウy黒、ド？？グでの 購入価格帯は
4年 500円 ～2,000円位
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属生 No 氏 名 学年 月間小遣いにおける 化粧品各アイテムへの関心度（予算比率） メイク購入チャネル 購入商品にみるコスメ消費傾向
学校名 化粧品充当額

大学生 C4 東洋英和 60,000円 ・スキンケ了、ポディケア、へ7'7/Jィ9:11
＇
、メイクの順 vs中心 〈〉各アイテムとも1. ODO円台のものが多い。 ネイルにこ

女子 (20覧→12,000円） スキンケ7の方にやや予算をかけている だわりがあり、 育、 白、 f サドなどを使用
大学1年 。メーカーはがラハマだがvs系メーカーが多い傾向

07イメイクは7イ7'ロウ、7
＇
ラワン

cs 立教 50,000円 ・スキンケ7、ヘアスタイリング、7レグランスに次いでメイク トサ妙
。
でも購入するが7イ く〉口紅、 ネイルは3色をよく使用、 メーカーはがラハ

守
ラ

大学2年 (1附→5,000円） スキンケ7にはメイクの倍予算をかけている テムを限定する傾向 だが2,500円以上の有名メーカー （�:t'7'7エムラ、クリニー

海外も多い 夕、町内、レ7'U.，＇、同特）が多い
07イメイクは200～600円と低価格指好が強い

※csは 色は7イ7
＇
吋は黒、 7イライナーは黒、 マスカラは青

欠席
C7 短大 10,000円 ・ヘTJ.？イ9:;{T'に最も予算をかけている。次いでか ト

＇
111'とvs （＇｝ニー7

。
ラサ

。
） く〉口紅とネイルをよく使用しいろいろな色味をも

2年 (4.刊→450円） グラ:IA•メイクでほぼ同じ位の予算配分である が中心 っているヘレナや1/�x:tテなど3,000～3,500円位
のものもト

＇
111

＇
やvsで購入している。ネイhも

比較的高いものを使用
く）7イメイクはシャドウ中心、 7スカラはYニ7の自のみ

DI 早稲田 100,000円 ・メイクに最も予算をかけている。 次いでスキンケア、7レ 海外と百貨店中心 。各アイテムとも多数使用しており完全な海外7'7:;

大学2年 (5覧→5,000円） グラYAの順 ドラ11'購入のアイテムは限ら ド （ランコム・ディオール·￥－＼＇ネル ・ サンローラ，，.γハツシー）愛

• At:Iケ7はメイクの半分の予算 れている 好者
07イメイクの中でも7イ7

＇
吋のみ資生堂200円を使用

川ドウは白、 ハ
。

－)1,J'v－系、 7イライナー等も海外で
海外7'7：；ト

。
を購入

D2 上智 60,000円 • ;j；
＇
ディケ7・ヘ7A？ィ9:;j' .スキYげに次いでメイク マスカラとネイルというような 〈〉各アイテムとも多数使用しているがメーカーはがラハマ

大学4年 (25見→15,000円） • ;j;
＇
ディケ7はメイクの2.5倍、 スキY'T7も1. 5倍の予算を 決まった7イ刊のみドラ付

。
購入内初もドラ11'以外はがラハマ

かけている それ以外はいろいろな 〈〉比較的中価格帯が多く7イメイクも1,800～2,500
ftネルで購入 円、 ネイルも700～950円である。 ドラ11

＇
ではメイ

ぶ9：；、イミェ、クレーγェ、，9クレールなどを購入
く）7イライナーは7

＇
ラウYと黒、 マス姉は黒と7')1,－、7イ7''u.ウ

はグトを使用
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属生 No 氏 名 学年 月間小遣いにおける 化粧品各アイテムへの関心度（予算比率） メイク購入チャネル 購入商品にみるコスメ消費傾向

学校名 化粧品充当額

大学生 D3 トス会社 100,000円 ・メイクの予算比率が最も高い。 次いでヘアスタィ9:;1· 、7 安自の価格のものをト·1, 〈〉資生堂、 レ7'u.：；が多い傾向にあるがMACから海
社会人 (25見→25,000円） レグラ:IA。スキンケ7はメイクの6割の予算しかかけてい グで購入 外有名7•ラYト

。

まで多岐にわたっている
1年 ない 200円～1,500円のものを全般的によく使って

b、る

07イメイクも120円～l,500円、 マスカラは黒、 7イ7• u.r;、
アイライナーは7•7r;＇／と黒を使用

D4 OL 50,000円 ・スキンケ7、次いでメイク。ヘアケア、ヘ7M·ィ9'11'、7レグラ'IA がラエ.'f.（ドラヲグでの購入tit 。全体の中ではネイルをよく使用している。 口紅
社会人 (I日→5,000円） ・スキンケ7はメイクの2割増程度の予算をかけている 中心 は2色程度の使用
3年 〈〉価格帯は1,000円以下のものが多くアイメイクもド

ラ，r 購入のものは800円相当。 7.17·u.r;はグレー

D5 学習院 20,0叩円 ・メイクに最も予算をかけている。 次いでスキンケ7とか 口紅はすべて百貨店。 く〉各アイテムとも3,000～5,000円ぐらいの海外有名
大学3年 (40覧→8,000円） グランス。スキンケ7はメイクの半分の予算しかかけていな 全般的に百貨店が多い 7•ランドのいろいろな色を使用している

u、 ドラ妙
。

では7イ7•u.r;ぐらいしか購入していない同
ほとんどメイクに投じている (100円）色は濃茶

D6 学習院 40,000円 ・スキンケ7、次いでメイク点
。

ディケ7のl頓 専門の購入が多いものの 〈〉プラント
。

にはこだわっていないが有名プラント
e

大学3年 (3附→12,000円） スキンケ7はメイクのI. 5倍の予算をかけている vsやド？？グなどで購入 ('.;,,r;r;エムラ、FINO,H"-'9ン、月＝ーク）を使用。 また
71'1テ

e

は制度品。 価格は中価格帯でl,000～ 
3,000円のものを使用している

〈〉購入場所はそれぞれ異なるが7イ7•吋、 7イライナー
、

マスカラとも7'7r;ンを使用 (I, 000～1,500円）

D7 日本大 30,000円 • Aキ'IIJ7次いでメイク。事
。

デイげにはあまりかけていな 化粧品店、 百貨店、 スーハ。 〈〉各アイテムともいろいろなチャネルで多プラント
．

使用
大学3年 (4覧→！ , 200円） U、 ー、ドラ，r 、 vs、CVSなどあ 全般的に制度品メーカーが多く、 対面プラント

e

だけ

・スキンケ7はメイクのI. 5倍の予算をかけている らゆる内初を活用 でなくtJ1,77•7：；ドもよく使用している（メディ7
コーセー71インネイル、

:r.H9ェ）

〈〉アイメイク、ネイルは低価格品を使用している（330～
500円）

アイフ
や

吋、マス貯とも黒を使用

/0 
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