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本資料において、それぞれのファンドを（為替ヘッジあり）（為替ヘッジなし）や「各ファンド」、総称して「当ファンド」「ワールド・ビューティー・オープン」、と呼ぶことがあります。

※巻末の「本資料に関してご留意いただきたい事項」及び「本資料で使用した指数について」を必ずご覧ください。※上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市
場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりません。市況の変動等により、上記の運用方針通りの運用が行えない場合があります。

販売用資料

World Beauty Open

新型コロナウイルス感染拡大による外出自粛、インバウンド需要の蒸
発などにより化粧品の売上は大きく落ち込んだ。様々なデータから今
後のビューティー市場回復の兆しを探る。
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コ ロ ナ 禍 で の

■鍵はブランド力とオンライン販売力
コロナ禍において、ビューティー市場の勢力図は変わるの

だろうか。2019年の売上上位5社は全てブランド力を有する
欧米の企業であった。化粧品は直接肌につけるため相対的に
価格が高くとも品質や安全性の高い欧米や日本の大手化粧品
メーカーの商品が選好されやすい。ブランド力に注目し当
ファンドではこうした企業の組み入れを行っている（図２）。

■リーマンショック以上に落ち込んだ
ビューティー市場

新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの人が外出自
粛や、在宅勤務を開始した他、外出時にもマスクをするため
メイクする機会は大きく減少した。また、日本の化粧品メー
カーは、これまで大きな成長の柱であった中国人を中心とし
たインバウンド需要を失った。こうした影響で、2020年の
ビューティー市場の成長率はリーマンショック時以上に落ち
込むと推計されている（図１①）。

図１②を見ると、メイクはせずともスキンケア用品は使用
するため需要が落ち込んでいないことが分かる。新しいトレ
ンドとして、時間に余裕ができたことでヘアケアやボディケ
ア、いわゆる「おこもり美容」への需要が旺盛になっている
ことは市場にとってポジティブと言えよう。また、オンライ
ンでの会議や飲み会の機会が増えれば、メイクする頻度も増
えるだろう。他にも、マスクだからこそアイメイクに力が
入ったり、マスク下の肌荒れ防止など新たな需要も誕生して
いる。今後、経済活動の再開により、メイク需要が持ち直せ
ば、ビューティー市場も回復することが期待される。

【図２】 2020年7月末組入上位10銘柄とビューティー市場シェア順位*
コロナ禍においてオンライン販売の重要

性が増しているが、中国２大オンライン商
戦の１つである今年6月18日の「618セー
ル」の化粧品売上ランキングでもロレアル、
ランコム、エスティローダーと欧米の有名
ブランドが上位に並んだ。資金力を活かし
た、積極的なオンラインマーケティングの
成果と言える。今後は、オンラインにおい
てもブランドの存在感を高めていくことが
求められると考えられる。
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【図1】 世界のビューティー市場成長率
①世界のビューティー市場成長率推移（前年比）

②2020年カテゴリ別成長率（対2019年比、推計値）
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出所：ユーロモニター・インターナショナル（EMI）のデータを基に三菱UFJ国際投
信作成 上段期間：2006年～2024年、年次 ※2020年以降は推計値
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（図２）出所：EMIのデータを基に三菱UFJ国際投信作成 ＊2019年のビューティー市場
シェア（各社の売上のうち、EMI分類のBeauty and Personal Careに含まれる売上に基づく
データ）※裏面の３つの投資の視点にそって色分け

ビ ュ ー テ ィ ー 市 場

推計値

組入
順位 銘柄名 銘柄概要

市場
シェア
順位

1 プロクター・アンド・ギャンブル 化粧品・洗剤・紙製品などの消費財メーカー 2

2 ロレアル スキンケア・メイクアップ製品などを製造・販売する化粧品メーカー 1

3 エスティローダー スキンケア・メイクアップ製品などを製造・販売する化粧品メーカー 4

4 コルゲート・パルモリーブ 歯磨き粉・歯ブラシやヘアケア製品などを製造・販売する消費財メーカー 5

5 ＬＶＭＨモエヘネシー・ルイヴィトン 香水・化粧品・革製品などを製造・販売する高級品メーカー 10

6 ジボーダン 天然・人工原料の香水・香料を製造・販売する香料メーカー -

7 資生堂 スキンケア・メイクアップ製品などを製造・販売する化粧品メーカー 9

8 ファンケル 無添加化粧品・サプリメントを製造・販売する化粧品メーカー 53

9 ユニリーバ ヘアケア・スキンケア・食品・洗剤などを製造・販売する消費財メーカー 3

10 アプターグループ スプレーポンプ・ディスペンサーなどの設計・製造・販売を行うメーカー -

※本資料では、当ファンドの理解を深めていただくため複数銘柄をご紹介しています。した
がって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいてこれらの銘柄を組
み入れることを保証するものではありません。
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魅せる

当ファンドでは３つの視点「磨く」「支える」 「魅せる」から投資を行っている。改めて、2020年7月末時点の組入上位10
銘柄をこの視点で整理すると共に、直近の決算で示された各社の強さ・回復の芽についてまとめた。

決算から各社の強さ・回復の芽を探る

本来の美しさをより際立たせて表現する「魅せる」という視点
～メイクアップ・フレグランスなど～

新型コロナウイルス感染拡大の影響で美を「魅せる」機会が少なくなり、口紅や香水などの売上は大きく減少した。経
済活動が再開した中国を中心とした売上の戻りや、各社の特徴を活かした事業活動が回復の契機となるかが注目だ。

L’OREAL SHISEIDOESTEE LAUDER

磨く 本来の美しさを維持・向上させる「磨く」という視点
～スキンケア・ヘアケア・オーラルケア・サプリメントなど～

自宅で美を「磨く」ことが多く、スキンケア関連商品や歯磨き粉、シャンプーなどは新型コロナウイルス感染拡大の影
響を受けづらかったと言えよう。その他、石鹸や洗濯洗剤など生活必需品を扱う企業では、これらの売上が業績を押し
上げた。また、オンラインに活路を見出すことで対面販売の落ち込みを補う動きも見られた。

FANCLCOLGATE
コルゲートが世界の歯磨き粉市場に

占める比率*

P&G

支える 様々な角度から美を「支える」という視点
～研究開発・美容情報サービス・医療機器など～

美を「支える」企業の
中でも、香料やポンプ
などを製造する右記２
社の技術力は、今期不
調のビューティ・ビジ
ネス以外の様々な分野
で活用されている。今
後も、高い技術力を活
かした事業展開が見込
まれる。

GIVAUDAN APTAR

ロレアル 資生堂エスティローダー

コルゲート・パルモリーブ

ユニリーバ

ファンケル

ジボーダン アプターグループ

①媒体費に占める
デジタル比率
2019年：50%
2023年：90～100%

②ＥＣ*売上比率
2019年：13％
2023年：25%

③デジタル・データ分析
専門人材強化

チャネル別売上比率

売上高比率 四半期の事業別売上高比較

積極的な「デジタル化」へ事業別売上比率推移

四半期毎の売上高推移

40%

ユニリーバの
ハンドウォッシュの売上成長率**

155%
期間：2015年9月～2020年6月、四半期毎
※化粧品と栄養補助食品関連について集計

直営店舗顧客
通販新規利用

前年比6.5倍

売上の約36%
洗剤や家庭用品
などが下支え

＊2020年度第2四半期時点 ＊＊2020年度第2四半期時点、前年比期間：2016年～2020年度第4四半期

フレーバー

フレグランス

基準日：2020年6月末時点

新型コロナウィルス
感染拡大により、

消毒用ディスペンサー需要増加

期間：2020年1月～2020年6月、月次 ※中国の小売売上高は、旧正月の影響を含むため1・2月はまと
めて算出されていることから、2月分として表示。

※下記は当ファンドの理解を深めていただくため、組入上位10銘柄を紹介したものです。したがって、個別銘柄の推奨を目的とするものではなく、当ファンドにおいて下記銘柄を組み入れることを保証するものではあ
りません。また、写真はイメージです。 出所：各社決算資料、Bloomberg、Jefferiesのデータを基に三菱UFJ国際投信作成

中国小売売上高・ロレアル売上高
（前年比）

決算コメント

2020年第２四半期
「中国」の力強い
回復が利益に貢献

期間：2015年9月～2020年6月、四半期毎

美を「磨く」
スキンケアの

比率を
伸ばしてきた

包装食品の
風味付け

香料が好調

LVMH

家庭用品
向けの香料
が好調

プロクター・アンド・ギャンブル

LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン

＊電子商取引
※2023年は資生堂の目標値

UNILEVER などが
販売を後押し
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基 準 価 額 と 純 資 産 の 推 移

期間：2017年7月31日（設定日）～2020年8月19日、日次
※基準価額（１万口当たり）および基準価額（分配金再投資）は、信託報酬控除後の値です。
※信託報酬率については、後記の「ファンドの費用」に記載しています。
※基準価額（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
※上記は、過去の実績・状況または作成時点での見通し・分析であり、将来の市場環境の変動や運用状況・成果を示唆・保証するものではありません。

また、税金・手数料等を考慮しておりません。

ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）
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販売会社 （お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。) 2020年8月19日現在

商号
日本証券業

協会

一般社団法人

日本

投資顧問業

協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種

金融商品

取引業協会

藍澤證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第6号 ○ ○

株式会社愛知銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第12号 ○

株式会社青森銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第1号 ○

株式会社阿波銀行（為替ヘッジありのみ取扱） 登録金融機関 四国財務局長（登金）第1号 ○

株式会社イオン銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 ○

株式会社岩手銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第3号 ○

エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第6号 ○

ａｕカブコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第61号 ○ ○

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

株式会社大分銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 九州財務局長（登金）第1号 ○

ＯＫＢ証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第191号 ○

岡三にいがた証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第169号 ○

株式会社沖縄銀行 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第1号 ○

株式会社関西みらい銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第7号 ○ ○

株式会社京都銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第10号 ○ ○

株式会社きらぼし銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第53号 ○ ○

ぐんぎん証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2938号 ○

株式会社群馬銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第46号 ○ ○

株式会社京葉銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第56号 ○

株式会社高知銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 四国財務局長（登金）第8号 ○

株式会社滋賀銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第11号 ○ ○

四国アライアンス証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第21号 ○

静岡東海証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第8号 ○

七十七証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第37号 ○

株式会社清水銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第6号 ○

株式会社十六銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第7号 ○ ○

十六ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第188号 ○

株式会社常陽銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第45号 ○ ○

新大垣証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第11号 ○

株式会社仙台銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第16号 ○

ソニー銀行株式会社（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号 ○ ○ ○

株式会社大光銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第61号 ○

第四北越証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第128号 ○

株式会社但馬銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第14号 ○

株式会社筑邦銀行 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第5号 ○

株式会社中京銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第17号 ○

中銀証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第6号 ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○

株式会社東京スター銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第579号 ○ ○

とうほう証券株式会社 金融商品取引業者 東北財務局長（金商）第36号 ○

とちぎんＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第32号 ○

株式会社鳥取銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 中国財務局長（登金）第3号 ○

株式会社トマト銀行 登録金融機関 中国財務局長（登金）第11号 ○

株式会社富山銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第1号 ○

株式会社長崎銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第11号 ○

株式会社南都銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第15号 ○

株式会社八十二銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第49号 ○ ○

ひろぎん証券株式会社（為替ヘッジなしのみ取扱） 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第20号 ○

株式会社広島銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 中国財務局長（登金）第5号 ○ ○

株式会社福井銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第2号 ○ ○

株式会社福島銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 東北財務局長（登金）第18号 ○

株式会社北陸銀行 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第3号 ○ ○

株式会社北海道銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第1号 ○ ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○

株式会社みなと銀行 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第22号 ○ ○

株式会社宮崎銀行（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 九州財務局長（登金）第5号 ○

むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第105号 ○ ○

株式会社山形銀行 登録金融機関 東北財務局長（登金）第12号 ○

株式会社横浜銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第36号 ○ ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

ワイエム証券株式会社 金融商品取引業者 中国財務局長（金商）第8号 ○

登録番号等
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・本資料に関してご留意いただきたい事項
■本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した販売用資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自
身でご判断ください。

■本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
■本資料は信頼できると判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性等を保証するものではありません。
■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の
補償の対象ではありません。

■投資信託は、販売会社がお申込みの取扱いを行い委託会社が運用を行います。

販売会社 （お申込み・投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、以下の販売会社へお申し出ください。) 2020年8月19日現在

※商号欄に＊の表示がある場合は取次販売会社です。

商号
日本証券業

協会

一般社団法人

日本

投資顧問業

協会

一般社団法人

金融先物

取引業協会

一般社団法人

第二種

金融商品

取引業協会

青い森信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 東北財務局長（登金）第47号

青木信用金庫 *（為替ヘッジありのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第199号

朝日信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第143号 ○

尼崎信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第39号 ○

いちい信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 東海財務局長（登金）第25号

遠州信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 東海財務局長（登金）第28号

大阪シティ信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第47号 ○

帯広信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第15号

川崎信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第190号 ○

観音寺信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 四国財務局長（登金）第17号

北伊勢上野信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 東海財務局長（登金）第34号

きのくに信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第51号

京都中央信用金庫 * 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第53号 ○

呉信用金庫 * 登録金融機関 中国財務局長（登金）第25号

湖東信用金庫 * 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第57号

埼玉縣信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第202号 ○

三条信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第244号

芝信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第158号

城北信用金庫 * 登録金融機関 関東財務局長（登金）第147号 ○

瀬戸信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 東海財務局長（登金）第46号 ○

高松信用金庫 * 登録金融機関 四国財務局長（登金）第20号

玉島信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 中国財務局長（登金）第30号

知多信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 東海財務局長（登金）第48号

千葉信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第208号

東京東信用金庫 * 登録金融機関 関東財務局長（登金）第179号 ○

東春信用金庫 * 登録金融機関 東海財務局長（登金）第52号

栃木信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第224号

長野信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第256号 ○

新潟信用金庫 *（為替ヘッジありのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第249号

のと共栄信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第30号

浜松磐田信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 東海財務局長（登金）第61号

播州信用金庫 * 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第76号 ○

飯能信用金庫 * 登録金融機関 関東財務局長（登金）第203号

姫路信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第80号 ○

兵庫信用金庫 * 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第81号 ○

平塚信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第196号

福井信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第32号

福岡ひびき信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第24号 ○

福島信用金庫 * 登録金融機関 東北財務局長（登金）第50号

碧海信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 東海財務局長（登金）第66号 ○

三島信用金庫 * 登録金融機関 東海財務局長（登金）第68号

結城信用金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第228号

沖縄県労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 沖縄総合事務局長（登金）第8号

九州労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 福岡財務支局長（登金）第39号

近畿労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 近畿財務局長（登金）第90号

四国労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 四国財務局長（登金）第26号

静岡県労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 東海財務局長（登金）第72号

中央労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第259号

中国労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 中国財務局長（登金）第53号

東海労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 東海財務局長（登金）第70号

東北労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 東北財務局長（登金）第68号

長野県労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第268号

新潟県労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 関東財務局長（登金）第267号

北陸労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 北陸財務局長（登金）第36号

北海道労働金庫 *（為替ヘッジなしのみ取扱） 登録金融機関 北海道財務局長（登金）第38号

登録番号等


