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1. 私たちは、お客さまに対し、常に感謝の気持ちとおもてなしの心をもって接し
ます。

2. 私たちは、お客さまの率直なご意見を歓迎し、お客さまからお申し出が寄せ
られた場合には公正かつ迅速に対応します。

3. 私たちは、お客さまの声を真摯に受けとめ、商品やサービスの改良・改善およ
び開発にいかします。

4. 私たちは、常に人権、プライバシーや安全を含むお客さまの権利に配慮し、
尊重します。

1. 理念（資生堂倫理行動基準※「第2章 お客さまとともに」から抜粋）

https://corp.shiseido.com/jp/company/standards/pdf/standard_jpn.pdf

※資生堂倫理行動基準

https://corp.shiseido.com/jp/company/standards/pdf/standard_jpn.pdf
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(1)経営トップの方針を社内に浸透させます
資生堂が1872年の創業以来受け継いできた人を大切にするDNAである「PEOPLE FIRST」を継承しつつ、ビューティーカ
ンパニーならではの社会価値創造の枠組みを考慮し、経営戦略としてサステナビリティに取り組んでいます。
資生堂グループ経営トップとして理念を明確に打ち出すとともに、社員へのメッセージなどに頻繁に引用するなど、すべての企
業活動が生活者・お客さま起点になるよう周知徹底します。

・CEOメッセージを社内外に広く開示
https://corp.shiseido.com/report/jp/2021/ceo

(2)コーポレートガバナンスを実践・強化します
資生堂は、コーポレートガバナンスを「企業理念の達成を通じ、持続的な成長を実現するための基盤」と位置づけています。
資生堂グループにおける内部統制システムの基本方針のもと、コンプライアンス委員会を設置し、消費者の安心・安全を脅
かすリスクについては、その内容や状況により社内共有・トップ報告を定義し、体制を整備して、情報を迅速に共有します。

・企業倫理の浸透活動（本資料 ８ｐ）
・コーポレートガバナンス
https://corp.shiseido.com/report/jp/2021/governance/features
・コンプライアンス・リスクマネジメント
https://corp.shiseido.com/report/jp/2021/governance/risk_management

2. 7つの取り組み方針

https://corp.shiseido.com/report/jp/2021/ceo
https://corp.shiseido.com/report/jp/2021/governance/features
https://corp.shiseido.com/report/jp/2021/governance/risk_management


Internal

5

(3)安心・安全なモノづくりの推進
資生堂グループは、創業以来蓄積された技術をもとに、常に生活者・お客さまの視点に立ち、真に満足していただける安
心・安全で優れた商品とサービスの研究・開発・製造・販売に努めています。法令はもとより、独自の厳しい基準を遵守し、
安全性保証を行います。

・サステナビリティ戦略と主な取組み
https://corp.shiseido.com/report/jp/2021/strategy/sustainability/management
https://corp.shiseido.com/report/jp/2021/strategy/sustainability/initiatives
・安全性の保証について
https://corp.shiseido.com/jp/rd/safety/
・安心・安全なモノづくりの推進
https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/consumer/making.html

(4)生活者・お客さまの声に全社員が耳を傾けます
フリーダイヤルやメール、手紙、LINEなどでお客さま窓口に寄せられるご意見やお問い合わせ、店頭で活動するパーソナル
ビューティーパートナーが専用のタブレットを用いて投稿した声、ツイッターやインスタグラム、ブログをはじめとするSNS上の投稿
など、さまざまな場面や手法でお客さまの声を収集し、それらの情報をシステムで蓄積して管理します。
お客さまの声は、役員・研究所・工場・商品開発部門・マーケティング部門・営業販売部門に対し、会議での報告や社内
配信などを通して、日々、迅速にフィードバックします。

・消費者の声収集および社内で活用する仕組み（本資料 ９ｐ～１１ｐ）
・お客さまの声を反映する仕組みづくり
https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/consumer/response.html

2. 7つの取り組み方針

https://corp.shiseido.com/report/jp/2021/strategy/sustainability/management
https://corp.shiseido.com/report/jp/2021/strategy/sustainability/initiatives
https://corp.shiseido.com/jp/rd/safety/
https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/consumer/making.html
https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/consumer/response.html
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(5)お客さまの声をいかし、企業価値の向上につなげます
お客さまから寄せられた相談・要望など貴重な声を社内に還流し、商品開発やサービス向上にいかす取り組みを強化します。
お客さまや社会の変化を速やかに察知し、企業活動に反映するよう、お客さまの声情報の収集・分析、全社への情報共有
を図り、商品や美容情報の開発・改良、サービスの改善に向け対応し、お客さま起点による企業価値の向上につなげます。

・消費者の変化を捉えた商品開発例（本資料 １２ｐ～１４ｐ）

(6)全社員が「生活者・お客さま起点」で行動できる意識を醸成します
お客さまが生活の中で化粧品使用時に感じるさまざまな気持ちや背景を深く知り、商品やサービスを向上させるため、社員
の共育活動にも力を入れます。
それぞれ担当する業務や立場は違いますが、お客さまの声のモニタリングや社内セミナーを通じてお客さまのリアルな声に触れ
ることにより、お客さま起点を意識し、業務を見つめなおすきっかけとします。
多くのお客さまに真摯に向き合い、資生堂商品を信頼してご愛用いただけるよう応対を強化することで、よりお客さま(生活
者)に寄り添った消費者志向経営を目指します。

・お客さま・生活者起点を学ぶ社員への「共育」活動
https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/consumer/response.html#act

2. 7つの取り組み方針

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/consumer/response.html#act
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(7)お客さま・社会の要望を踏まえた改善・開発に関する情報提供をします
お客さまの声を商品・サービスの開発・改善に反映した事例をはじめ、資生堂グループの商品・美容・サービス・企業活動な
ど、多岐にわたる情報をホームページに掲載して紹介します。
特に、ビューティーカンパニーならではのアプローチで、よりよい社会の実現を目指す取り組みを進め、積極的に情報発信をし
ます。

・美のちからによるエンパワーメント（本資料 １５ｐ～２１ｐ）
・お客さまへの情報提供
https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/consumer/service.html

2. 7つの取り組み方針

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/consumer/service.html
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資生堂では、企業理念THE SHISEIDO PHILOSOPHYのもと、社員がすべ
ての事業活動においてより高い倫理観をもって行動するために「資生堂倫理行
動基準」を定めている。

当社は企業使命「BEAUTY INNOVATIONS FOR A BETTER WORLD 
（美の力でよりよい世界を）」のもと、美しく健やかな社会と地球が持続していく
ことに貢献する。その実現には、社員一人ひとりが行動基準に則って活動し、社
員、お客さま、取引先、株主、そして社会からの信頼を得ることが不可欠。全
社員が、事業活動を行うあらゆる国・地域の法律、社内ルールや遵守すべき原
則としての「資生堂倫理行動基準」に立ち返りながら、高い倫理観を持って
日々の業務を推進することで、世界で最も信頼されるビューティーカンパニーとな
り、次の 150 年、そしてそれ以降も、社会にとって不可欠な存在となることを目
指している。

2022年はビジネス環境の変化に対応して内容を改定。グローバル共通の内
容でトレーニングを実施し、「資生堂倫理行動基準」への全社員の理解と実践
の促進を行っている。

3. 企業倫理の浸透活動

https://corp.shiseido.com/jp/company/standards/pdf/standard_jpn.pdf

資生堂倫理行動基準

https://corp.shiseido.com/jp/company/standards/pdf/standard_jpn.pdf
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資生堂では、お客さまから寄せられた相談・要望などを収集・分析し、全社への情報共
有を通じて、商品や美容情報の開発・改良、サービスの改善を行っている。

コンシューマーセンターでは、独自に設定した「お客さま対応 行動指針」のもと、日々の
活動に取り組み、生活者や社会の変化を速やかに察知して企業活動に反映するよう
働きかけることにより、「生活者・お客さま起点」による企業価値の向上に寄与している。

お客さま窓口は1968年の設立以来半世紀以上にわたり、お客さまのご意見や問合せ
に誠実かつ柔軟に対応し、お客さまに役立つ情報を発信してきた。窓口の「対応品質
向上」にも積極的に取り組み、HDI-Japan※1が定める「クオリティモニタリング格付け」
で2016年に化粧品業界初の五つ星認証を取得。2021年には、「HDI格付けベンチ
マーク」において、電話・チャット対応が三つ星を獲得した。さらに2022年も「HDI格付
けベンチマーク（化粧品メーカー業界）」で、Webサポート・問い合わせ窓口いづれも
三つ星を獲得した。

また、国内では窓口で直接お客さま対応をするコミュニケーターのほか、全国の事業所
でお客さま対応を担うコンシューマーサポートリーダーを配置。地域でのより細やかなお客
さま対応が可能な体制を整えている。

※1：HDIとは、1989年に米国に設立されたITサポートサービスにおける世界最大のメンバーシップ
団体。米経済誌フォーチュン・世界企業500社番付にランクインする多数の企業が加盟。HDI-
Japanでは、サポートサービスの向上を目指し、企業のお客さま窓口の評価をする調査や認定を
行っている

4. 消費者の声収集および社内で活用する仕組み

休憩スペース
（癒しを演出したリフレッ
シュ空間でESを高める）

チャット対応

電話対応

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/consumer/response.html

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/consumer/response.html
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②お客さまの声の収集・共有・活用
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国内では、フリーダイヤル、メール、LINE、手紙などでお客さま窓
口や事業所に寄せられる年間約10 万件のお申し出や、店頭で
活動するパーソナルビューティーパートナー※１が専用のタブレット
端末で投稿した年間約13 万件の店頭のお客さまの声、
TwitterをはじめとするSNS上の声など、商品やサービスへの「お
客さまの声情報」をさまざまな場面や手法で収集している。
これらは、一部の関係会社を除き、すべてシステムで管理を行い、
メール配信やイントラネットを通じて全社員が共有できるようにする
ことで、商品やサービスの価値づくりに活用している。また、一元管
理により、情報が迅速に担当役員や関連部門に報告でき、リスク
管理の面でも役立てている。

国内では、「お客さまの声情報」を集約・解析する独自のシステム
「ミラー※２」を活用。「ミラー」に集約された「お客さまの声情報」
はテキストマイニングシステム「VOICE」と連携し、お客さまの声を
可視化することで、全社員が目的に応じて容易に分析・活用でき
る環境を整えている。
また、SNSのリスニングシステムを活用し、企業には直接届かない
生活者・お客さまの声も企業活動に反映している。

※１：“お客さま一人ひとりに寄り添い「自分らしい美」を一緒に創り上げる
パートナー”という意味が込められた2022年10月からの店頭社員（美容
部位）の新呼称
※２：お客さまの声を通して、そこに映し出された資生堂の活動の実態を
見つめ直す・姿を映し出す「鏡=ミラー」という思いが込められている

4. 消費者の声収集および社内で活用する仕組み

テキストマイニングシステム「VOICE」

お客さま声活用の流れ

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/consumer/response.html

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/consumer/response.html
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③さまざまなお客さまとの接点拡大
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年々利用者が増加するSNSへの対応として、Twitter、
Yahoo！知恵袋、LINE公式アカウントを開設、幅広いお客さ
まとのコミュニケーションを強化している。

Twitterでは、お問い合わせ対応やお褒めに対するお礼、お困り
の方へのサポートなどを実施。

またLINE公式アカウントでは、24時間いつでも簡単な質問に回
答するチャットボット「AIみみちゃん」と、パーソナルなご相談にお
応えするチャット担当者が連携し、お客さまの問い合わせ内容に
合わせてシームレスに対応。

さらにお客さまの購買行動の変化や、新たなニーズに迅速に対
応するため、店頭に行かなくてもオンラインで美容相談（無料）
ができる「Online Beauty」を開始。

これら時代に合わせたさまざまなチャネルを導入し、お客さまが
「いつでも・好きな時間に・知りたいことを・気軽に」相談できる体
制を整え、お客さまの満足度向上を図っている。

4. 消費者の声収集および社内で活用する仕組み

LINEで美容相談
https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/consumer/response.html

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/consumer/response.html
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マスクを着けての外出が日常となり、“マスクがファンデーションで汚れて
いるのを見られて恥ずかしい”と思わないようマスクへのメイク付着の緩
和というニーズが高まる一方、透明感とうるおいに満ちた「つや肌」に自
分の肌を仕上げたいというニーズも依然として大きく、マスクへの付着を
気にせずかつトレンドのつや肌ベースメイクを楽しみたいという消費者の
声がある事に着目。

世界初の成分アプローチにより、肌にうるおいを閉じ込めながら、包み
込むように肌にぴったりフィットし、マスクへの色移りをガード。薄づきなの
に毛穴・色ムラをカバーし、まるでスキンケアした直後のような、うるおい
と透明感のある肌を叶える日中用色つき美容液を２０２０年１１
月に発売した。

開発にあたっては、社内でもリモート中心の業務となっている中、チー
ム全員が「この商品を絶対にお客さまに早く届けよう」という決意のもと
スピーディーに進行。
コロナ禍における消費者の新たなニーズをとらえ、“withマスク”の生活
にマッチした商品を発売することができた。

5. 消費者の変化を捉えた商品開発例

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000003004

https://corp.shiseido.com/jp/company/talk/20201120.html

①マキアージュ※ ドラマティック ヌードジェリー ＢＢ（日中用色つき美容液）
※トータルメイクアップブランド

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000003004
https://corp.shiseido.com/jp/company/talk/20201120.html
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5. 消費者の変化を捉えた商品開発例

②アネッサ※ デイセラム（日中用乳液・化粧下地）
※日焼け止めブランド

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000003300

日焼け止めの重要性が定着している中、昨今のテレワークや在
宅時間の増加によって、自分の肌について考える機会が増える
などこれまで以上に素肌への意識が高まっている。

そこで、これまでの「サンケア＝紫外線から肌を守ること」という概
念を超え、「サンケアしながら肌を美しくしたい」という消費者イン
サイトに注目。
農業分野における光の活用研究からインスピレーションを得て、
「ヒトの肌に与える光の効果」・「太陽の光を変換して利用する
植物の光合成プロセス」に着目し開発した世界初の成分アプ
ローチ*「サンデュアルケア技術」を搭載し、サンケア＝スキンプロテ
クションの概念を超えた「太陽の光を変換してスキンケアする」とい
う革新的な価値を消費者に提案。

太陽光のもと、お客さまがより一層アクティブで自由に日々の生
活を楽しむことができる新たな価値を消費者に届けた。

＜アネッサのサステナビリティ活動＞
「太陽のもと、人と地球が輝き続ける世界＝“SUNstainable World”」の実現を目指し、サステナビリティ活動を本格化している。パッケージには植物由来のバ
イオプラスチック原料を一部使用したパウチ**を、処方では海に流れ出にくいオーシャンフレンドリー処方***を採用****。製造工程ではタンクや部品に付着す
ると落ちにくいという特性のあるサンスクリーン用に、専用の洗浄剤を開発、洗浄時間の短縮と水の消費量の削減を実現している。

*の注釈は次ページ

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000003300
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5. 消費者の変化を捉えた商品開発例

②アネッサ※ デイセラム（日中用乳液・化粧下地）
※日焼け止めブランド

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000003300

*
肌を守るUV防御剤および、UVを美容効果のある光に変換するスピルリナプラテンシスエキ
スと蛍光酸化亜鉛、その光を増幅させるPEG/PPG-14/7ジメチルエーテルを配合した処
方。（2021年4月 Mintel社データベース及び独自調査による当社調べ）

**
対応商品
アネッサ パーフェクト UV スキンケアミルク N
アネッサ パーフェクト UV スキンケアジェル N
アネッサ パーフェクト UV スキンケアスプレー N
アネッサ ブライトニング UV ジェル N（医薬部外品）

***
自社内の耐水処方でない商品と比較

****
アネッサ パーフェクト UV スキンケアミルク N
アネッサ パーフェクト UV スキンケアジェル N
アネッサ パーフェクト UV スキンケアスプレー N
アネッサ デイセラム
アネッサ パーフェクト UV マイルドミルク N

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000003300
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「化粧のちから」
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化粧品でお腹を満たすことも、からだを温めることもできません。
しかし、ひとは、お化粧することで、自分自身と向き合うことができたり、気持ちが華やいだりして、
自信や心の豊かさにつながることがあります。そして、他者を意識して外（社会）に出かけ、
誰かと心を通わせて、明日に希望が持てることもあります。

多くの方が毎日のルーティンとして行っている化粧。
私たち資生堂は、長年にわたる化粧に関する実績と研究から、化粧にはひとの心を癒し、自
分らしく、気持ちを前向きにする「ちから」があることを解明してきました。

このように化粧には、自分らしさを演出する・表現するという「外に働きかける」作用とともに、自
分に自信がもてたり、癒したりするという「内面に働きかける」作用があります。

性別、年齢、国籍、障がいの有無などにとらわれず、すべての方に「化粧のちから」を感じてい
ただきたい。私たちはそんな想いをもって活動しています。

気分が上がる 気持ちがしゃきっ
とする

気持ちが明るくな
り、出かけたくなる 自己肯定感が高

まる

「化粧のちから」を通じた社会活動のはじまり
資生堂の「化粧のちから」を通じた社会活動は、1949年、高校卒業予定者を
対象に社会人の「身だしなみ」としての化粧法を伝える「整容講座」として始まり
ました。

この取組みは、すべてのお客さまに美しくなっていただきたいという想いのもと、時
代の変遷とともに、高齢者や障がいのある方など、参加者や目的に応じて内容
を変え、発展しています。

6. 美の力によるエンパワーメント
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生まれつきのあざ、病気や治療による見た目の変化、やけどや傷跡など。不要
な視線がときに重荷になる。もっとリラックスして人と話したい…

資生堂は、半世紀以上にわたり研究を重ね、
一人ひとりの悩みに応えるメイク開発を行ってきた。

1956年に戦禍によるやけど跡で苦しむ方に向けた、日本で初めてのメイクアッ
プ製品にはじまり、1995年にはあざや傷跡の悩みに応えるパーフェクトカバー
ファンデーションを開発。2022年にはリニューアルし、現在はがん治療による外
見の変化や肌の深い悩みに対し化粧のちからで支援する活動を行っている。

「資生堂のライフクオリティー メイクアップ」は、「肌色補正」、「凹凸補正」、「バ
ランス補正」といった美容技術によって、さまざまな肌の悩みに対応することがで
きる。

この活動は、東京汐留の「資生堂 ライフクオリティー ビューティーセンター」を拠
点に、全国約400の専用商品パーフェクトカバー取り扱い店舗で展開、身近
なところで外見ケアが受けられる体制を整備。
また、新型コロナウイルス感染防止の観点から、2021年7月より、オンラインで
の外見ケアカウンセリングも開始している。

①深い肌悩みにお応えする取組み（がん治療による見た目の変化やあざ、白斑、傷跡など）

6. 美の力によるエンパワーメント

ライフクオリティー ビューティーセンターがん治療による外見変化に対応

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/power-of-beauty/#pob01

https://corp.shiseido.com/slqm/jp/

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/power-of-beauty/#pob01
https://corp.shiseido.com/slqm/jp/
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資生堂は2008年から、がん治療の副作用に関する外見ケアを手がけてきた。2015年にはがん患者の方向
けの小冊子を発刊（2019年に「がん患者さんのためのBeauty Book」へ改訂）。また、2017年には男性
がん患者さん向けの美容情報をまとめ発行、さらに2020年に「がん患者さんのための男の整容本」を追加発
行した。2021年には、これらの冊子を日本国内385のがん拠点病院に提供。
近年の抗がん剤治療後の外見ケアへの関心の高まりに対し、2022年2月には、性別問わず外見ケアに関す
る最新情報をまとめた「外見ケア BOOK ～自分らしく、心地よく。～」を発行した。

②がんとの共生を目指したがんサバイバーへの情報提供

③がんになっても笑顔でいられる社会を目指す「LAVENDER RING」への参画
2017年から、がんになっても笑顔で過ごせる社会を目指す、をテーマに、がんサバイバーを支援する
「LAVENDER RING」に参画。この中で資生堂は「MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES」※を主導、
ヘアメイクとポートレート撮影を通して、がんになっても自分らしく生きていけるよう、社会への復帰の一助となる
ように後押ししている。
2021年8月、「LAVENDER RING」は前年に続き、オンラインで開催。社員ボランティア14名が、全国のが
んサバイバー57名に個別化粧レッスンを実施した。また、治療による頭髪の外見変化に対するサポート「ヘアド
ネーション」を取り上げたトークショーも実施。「ヘアドネーション」がつくる社会の絆を語った。
同年9月には、小児がんサバイバーのためにも「MAKEUP & PHOTOS WITH SMILES」を実施。8名が参
加した。この取り組みは、2021年11月に公益社団法人 企業メセナ協議会からメセナ優秀賞を受賞した。
また、2021年2月4日世界がんデーに、LAVENDER RINGフォトブック「自分らしく、を生きていく。」を発刊し、
書店や病院内の売店などで販売。がんサバイバー206名のポスターやエピソードは、ご本人やそのご家族、サ
ポーターの方々はもちろん一般の読者からも、「勇気や気づきを与えてくれた」「がんは誰にでも起こり得る身近
なものだと感じられた」など多くの反響が寄せられた。

※がんサバイバーをその人らしくメイクし、そのいきいきとした姿を写真に収めて発信しようという活動
https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/power-of-beauty/#pob01

6. 美の力によるエンパワーメント

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/power-of-beauty/#pob01
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④高齢の方に対する取組み～資生堂の化粧療法

資生堂の化粧療法は、スキンケアやメイクなど化粧行為を通じて心身機能やQOL（クオリティー・オブ・
ライフ＝生活の質）の維持向上など健康寿命の延伸をめざす療法。自立支援のもと、残存機能を生
かした手法を用い、「自分でする化粧」をサポートする。
あらゆる方々の社会性を高め、元気な高齢者に対しては、心のフレイル予防など介護予防としても活用。

化粧をすると気持ちが引き締まり楽しい気分になったり、人に会うときに自信が持てたりする。このように
化粧をすると気持ちの変化が起こるが、実は化粧は脳を刺激して気持ちを変えたり、また、身体にとって
も上肢の良い運動になるといわれている。

資生堂では、化粧のちからでいつまでも元気でいていただきたいと考え、「心」「脳」「身体」「口腔」の4つ
の面に効果のある資生堂「化粧療法」を開発している。

https://corp.shiseido.com/seminar/jp/labo/index.html

6. 美の力によるエンパワーメント

https://corp.shiseido.com/seminar/jp/labo/index.html
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高齢者に対する取り組みは全国の事業所を通じ行われている。

コロナ禍の影響を受け、高齢者に対するさまざまな活動を自粛してきたが、2021年4月より化粧
品専門店の店頭で開催する「美容で健康サロン※1」、オンラインでも開催可能な「心身リフレッ
シュ教室※2」を新たに企画、実施。「いきいき美容教室※3」も11月より再開し、ご高齢の方々
のQOL向上を目指して、元気と笑顔をお届けした。

また、千葉県白子町役場と連携して白子町健康づくりセンターとオンラインでつなぎ、地元にお住ま
いの高齢の方15名を対象にしたオンラインでの「いきいき美容教室（1回5名×3回）」を開催。
この活動は、参加された高齢者の効果検証も行い、自己に対する信頼感・有能感を示す自己効
力感の変化が確認され、第2回国際化粧療法医学会2021で発表した。

※1 会話を楽しみながら、化粧と健康のつながりや、ご自身できれいになる方法をご案内する店頭でのサロン活
動（2021年12月時点で172件実施）
※2 新しい生活様式に合わせ、短時間（約30分）の４つのメニューの中から選び、オンラインでも会場でも、資
生堂化粧療法が体験できる美容教室
※3 当社スタッフが介護施設や地域のコミュニティを訪問し、高齢者の方ご自身が顔や手のお手入れ・化粧を簡
単に楽しみながら、きれいになれる内容をご案内するセミナー

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/power-of-beauty/#pob01

6. 美の力によるエンパワーメント

④高齢の方に対する取組み～資生堂の化粧療法

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/power-of-beauty/#pob01
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⑤障がいのある方への取り組み
1980年代、資生堂は点字版美容テキスト、商品識別点字・墨字シール、使用量シールといった、
視覚に障がいのある方をサポートするための美容教材の開発を開始。資生堂ライフクオリティー
ビューティーセミナーサイトの「資生堂リスナーズカフェ」では、音声読み上げソフトを活用し化粧品の
使い方の説明や、動画で楽しめる季節の美容情報やお役立ち情報コラムを掲載している。
2019年に資生堂が開発した「ガイドメイク」は、視覚に障がいのある方が自分自身でメイクができる
よう講師が直接肌に触れて化粧方法のコツをお伝えするため、コロナ禍では活動を自粛してきた。
長引くコロナ禍の中、2021年は視覚障がい者団体の協力を得て、オンラインでもできる美容セミ
ナーを開催。事前にお悩みをヒアリングしたうえでご自身で実践できるスキンケアを中心として、画面
ごしでも参加者の顔や動きを確認しながら、伝わりやすい具体的な言葉でアドバイスを行った。

⑥施設や里親のもとで暮らす子どもたちの自立・進学支援
（公財）資生堂社会福祉事業財団は、社会的養護を必要とする子どもたちへの支援などさまざ
まな事業活動を実施。2005年からは「自立支援事業」として18歳で社会に出て一人立ちする高
校３年生を対象に、（株）AOKI、（株）リクルートなどと協働して、身だしなみ講座をはじめとす
る社会人として必要なスキル習得のためのセミナーを開催している。

https://corp.shiseido.com/seminar/jp/guide-

makeup/index.html

（視覚障がいのある方が
「ガイドメイク」で笑顔になる動画あり）

その他、就活生や新入社員向けセミナー、LGBTQの方対象のセミナー、メンズビューティーアップ
セミナー、子どものための正しい洗顔・日焼け予防セミナーなど、障がいの有無や年代、性別を問
わず、「化粧のちから」を通じてQOLを向上させるさまざまな取組みを行っている。

正しい洗顔・日焼け予防子どもセミナー
https://corp.shiseido.com/jp/sustainabilit

y/community/children/

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/power-of-beauty/#pob01

https://corp.shiseido.com/seminar/jp/

listener/index.html

視覚に障がいのある方の美容情報
資生堂リスナーズカフェ

ガイドメイク

6. 美の力によるエンパワーメント

https://corp.shiseido.com/seminar/jp/guide-makeup/index.html
https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/community/children/
https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/power-of-beauty/#pob01
https://corp.shiseido.com/seminar/jp/listener/index.html
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日本では厚生労働省の指針により地域で住民の健康増進に資する取り組みが強化され、
がんサバイバーや高齢者の方々を地域でサポートする体制づくりを進めている。2020年11
月に、スギ薬局伏見店（愛知県）において、パーフェクトカバーシリーズの導入に伴い専用プ
ライベートルームを開設、がんサバイバー向け外見ケアサービスを地域で受けられる場を設けた。
2021年12月末のパーフェクトカバー取扱店は432店舗にもなり※、今後も導入店の拡大
を推進していく。また、高齢の方のための資生堂化粧療法を取り入れた「化粧健康法プログ
ラム」についても化粧品専門店459店が導入※、身近な場所で美容を通じた健康を実現す
る機会づくりを進めている。
※2021年12月時点

2022年には、大阪府と「大阪府民の健康づくりに向けた連携協定」を締結。化粧を通じた
がん対策の取り組みや健康に関する啓発・情報発信など、さまざまな面で連携することで、
府民のより一層の健康的な生活の実現を目指す。

同じく2022年、全国各エリアに「化粧のちから」を通じて社会課題の解決や社会活動を担う
ポジションのソーシャルエリアリーダー8名、ソーシャルエリアパートナー34名を配置した。新たに
「ローカルSDGs」という視点を加え、地域コミュニティと連携しながら“あらゆる人々”が心身共
に自分らしく豊かに生きられる社会の実現を目指していく。

ソーシャルエリアリーダー

⑦地域での体制づくり

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/power-of-beauty/#pob01

6. 美の力によるエンパワーメント

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000003511
※ニュースリリース

https://corp.shiseido.com/jp/sustainability/power-of-beauty/#pob01
https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000003511

