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2015/04/23　大島椿株式会社

販促会議企画コンペティション課題  
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大島椿株式会社

大島椿ファンとは

→大島椿商品を長く
　愛用してくれるお客さま

【課題】
ヘアオイルだけではない、大島椿シリーズの魅力を伝え、
新規のご愛用者を増やすアイデアを募集します。



「ヘアオイル（大島椿）」
「ヘアスプレー」
「ヘアウォーター」
「ヘアクリームしっとり」
「ヘアクリームさらさら」
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3つの「大島椿」とその定義

会社名：大島椿株式会社

看板商品名：ヘアオイル（大島椿）

（サイズは40mL/60mLの２種）

大島椿シリーズ

大島椿株式会社
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大島椿の創業者・岡田春一は、伊豆大島を訪れた際に椿の種から椿油を搾
り、愛用している島民の髪の美しさに感動。椿油の良さと椿油文化を世に広
めたいと決意。１９２７年大島椿株式会社を設立した。

詳細はブランドサイト  （http://www.oshimatsubaki.co.jp/ost/）  やお手元のカタログをご確認ください

大島椿株式会社の誕生

ダメージ
から守る

うるおいと
ツヤを
与える

髪の強度
アップ

看板商品「ヘアオイル（大島椿）」

椿油*の髪への効果

1927年の発売以来、愛され続けるヘアオイルのロングセラー

■   傷んだ髪を健やかな髪へ導く
■   確かな素材と品質
■   ベタつきやにおいが気にならない

創業当時の大島椿製油所	

あんことは大島の言葉で	  
あねこ（姐こ）さん	  

発売当時のパッケージ	

*保湿・柔軟・保護効果	

大島椿株式会社

まだテレビもない時代、ヘアオイル（大島椿）を世に広めるために、
「あんこさん」のキャラバンを組み、日本全国をPRして歩いた。

大胆な発想で商品をＰＲ

宣伝カーで日本全国へ	
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発売以来、親から子へ、子から孫へ家庭内でタテのクチコミで広がった。
2000年以降はインターネットの普及により、ネット内でのヨコのクチコミとなり、さらなる広がりを見せる。

アウトバスヘアケアオイル市場
６年連続  売上ＮＯ.1

化粧品クチコミサイト  クチコミ最多賞受賞

クチコミで広がるヘアオイル（大島椿）

シティリビング  シティＯＬベストコスメ
ヘアケア部門２年連続　第１位

長年、
お客様の支持を頂き、

インテージＳＲＩアウトバスヘアケアオイル市場2009年4月～2015年3月累計販売個数	  

大島椿株式会社
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ヘアオイル（大島椿）　オイル市場での位置づけ

ｚ	 大島椿株式会社

オイル市場を牽引してきたヘアオイル（大島椿）はドラッグストア、ＧＭＳを中心に2014年も売上ＮＯ.1

価格	

外資系化粧品	  
メーカー	  

国内大手	  
化粧品メーカー	  

オーガニック系	  
化粧品メーカー	  

植物系訴求	  
国内化粧品メーカー	  

〈	  2014年1～12月 アウトバスヘアケアオイル市場85億円 〉	  

インテージＳＲＩアウトバスヘアケアオイル市場2009年4月～2015年3月累計販売個数	  

売上ＮＯ.1	 
植物系訴求	  

オイル	

鉱物系	  
オイル	

大島椿株式会社

〔大島椿調べ〕	

インテージＳＲＩデータ	  



7	

「椿油専門メーカー」ならではのこだわり

当社は椿油専門メーカー。
こだわりの原材料と長年培った独自の精製技術で
椿油の良さを最大限に引き出している。

ヘアオイル（大島椿）は椿油１００％。
天然のオイルなので頭皮・肌にも使える。

ヘアオイル	 

大島椿株式会社
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ヘアオイル（大島椿）の好調を受け、新商品を開発。
椿油*の特性を活かしつつ、手軽に使いやすい形にした
大島椿シリーズが誕生。

ヘアオイル（大島椿）から大島椿シリーズへ

ヘアオイル
（大島椿）が	  

全ての商品に
入っている	

*保湿・柔軟・保護効果	

大島椿株式会社
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発売：2011年3月
商品名：大島椿  ヘアクリーム　しっとり/さらさら
希望小売価格：オープンプライス（実勢価格：800円前後）

ヘアクリーム(２種)

　天然椿油から作ったヘアクリーム

【商品特長】
●椿油が髪につやとうるおいを与え、毛先までまとまる髪に	
●量の調節をしやすいクリームタイプ	
●しっとり：髪が多い、太い方向け	
　 さらさら：髪が少ない、細い方向け	
●濡れた髪にも乾いた髪にも使える（アウトバストリートメント兼スタイリング剤）	

●椿油/ツバキセラミド*配合・無香料・無着色・無鉱物油	

【ユーザー層】

20代	 30代	 40代	 50代	 60代	 70代以上	

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

カスタマー・コミュニケーションズ㈱　属性別商品基本実績分析	  

大島椿株式会社

*補修成分	  
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大島椿ヘアクリーム　ベネフィット

大島椿株式会社

ベトつかず、使いやすい。なのにオイル並みの保湿
＆キューティクルを守る力がある。	

パサつく髪が適度にしっとりまとまって艶もすごい！
使い続ける内に髪の状態が良くなって来た。	

使用感もいいし、コスパもいいし、メーカーさんも信
頼できるし、リピ決定！	

さらっと軽い仕上がり。使った後も手がぬるぬるしな
い。匂いがほとんどないのも良いです。	

髪を	
まとめる	

ダメージ	
ケア	

量の調
節がし
やすい	

つやが
出る	

髪がパサついて	
まとまらない…	

キレイに	
まとまって、	

ツヤも出た☆	

お客さまの声　（化粧品クチコミサイトより）

オイルは、失敗してつけ過ぎちゃう事がありますが、
こちらは量の調整が簡単です。	
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大島椿株式会社

発売：2011年9月
商品名：大島椿  ヘアウォーター
希望小売価格：1,000円（税抜）

ヘアウォーター

　ブローの前にうるおいを与えるヘアウォーター

【商品特長】
●ドライヤーの熱や紫外線（ＵＶＢ）などのダメージから髪を守る	
●髪に必要な水分を与え、しっとりまとめる	
●髪一本一本をなめらかに整え、つやのある髪に	
●ブロー前の寝ぐせ直しに	
●ダメージケアしながらスタイリングし、つや髪に	
●椿油/ツバキセラミド*配合・無香料・無着色・無鉱物油	

20代	 30代	 40代	 50代	 60代	 70代以上	

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

【ユーザー層】カスタマー・コミュニケーションズ㈱　属性別商品基本実績分析	  

大島椿株式会社

*補修成分	  
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大島椿ヘアウォーター　ベネフィット

大島椿株式会社

うるおい	
補給	

ダメージ	
ケア	

サラサ
ラな仕
上がり	

寝ぐせ
直しに	

寝ぐせや髪の 
傷みがヒドイ…	

ダメージケアとスタ
イリングが一度に

出来た☆	

お客さまの声　（化粧品クチコミサイトより）

スプレーしてブローしてみたら、すぐに髪が落ち
着き、しかもつやつや。美容院でトリートメントした
時のような手触りでした。	

ツヤもでるし、髪がまとまりやすいので、くせ毛の
私には必需品。髪の化粧水と思って使ってます。	

全くベタベタしないので、安心して沢山吹きかけら
れますよ。つけた後はしっとりサラサラ！	

私の髪は太く固いのですが、これをつけてブロー
すると、柔らかくサラサラに変化します！パサつく
毛先もしっとり落ち着きます。無香料なので会社
にもつけていけます。	
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発売：2011年9月
商品名：大島椿  ヘアスプレー
希望小売価格：1,200円（税抜）

ヘアスプレー

　椿油100％＊のつや出しスプレー

【商品特長】
●ヘアオイル（大島椿）のスプレータイプ	
●髪全体を素早くサラサラつやつやに	
●紫外線（UBV）などのダメージから髪を守る	
●静電気の発生を抑える	
●ブロー後のつや出しに	
●無香料	

20代	 30代	 40代	 50代	 60代	 70代以上	

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

【ユーザー層】カスタマー・コミュニケーションズ㈱　属性別商品基本実績分析	  
*噴射のためにＬＰＧを使用しています	  

大島椿株式会社
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大島椿ヘアスプレー　ベネフィット

　天然椿油から作ったヘアクリーム

大島椿株式会社

髪が 
つやつ
やに	

ダメージ	
ケア	

使い 
やすい	

サラサ
ラな 

仕上り	

ドライヤーの熱や
紫外線で髪がボロ

ボロ…	

簡単に 
ダメージケア＆ 

天使の輪が復活	

お客さまの声　（化粧品クチコミサイトより）

今まで指通りの悪かった髪が、するんと毛先まで
なめらか。もう一生手放せません!!	

指通りやツヤが全然違います。使いやすいので
椿油入門に良いのでは？	

ベタベタしないのにしっかりツヤツヤな髪に♪ 
	

不器用な私ですが、この子でシューとしたら上手く
さらさらになりました！	

全くベタベタしないし、天使の輪っかが出来ます!!	

簡単にツヤ髪になれるので超オススメです！	
無香料なので香水の邪魔にもなりませんよ♪	
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これまでのコミュニケーション活動例

サンプリング、イベント協賛、ミニトライアルつきセット品の販売等を通して
お客さまとのコミュニケーションを展開

大島椿株式会社

●有料サンプリングプロモーション
　「GLOSSY  BOX」　

●イベント協賛 ●ミニサイズつきセット品

名称■きちんと知る女性のカラダフェスタ	
日時■9月30日（火）18：00～21：30	
場所■青山ダイヤモンドホール	
主催■シティリビング	
 	

2015年１月配布	
内容：ヘアオイル（大島椿）20mL＋ヘアクリームミニ	

2012年5月発売	

2011年11月発売	
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2010年1月、「大島椿公式ファンサイト」オープン

「大島椿ファン」との交流

ファンから届いたお手紙

ファンによる商品レビュー

http://monipla.jp/oshimatsubaki/	

521	  
2325	  

4232	  

7624	  

11043	  

13738	  

15501	  

「大島椿公式ファンサイト」ファン登録数推移	

2015年４月現在
ファン登録数15,000名以上

大島椿株式会社
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150万本	   16万本	  34万本	  35万本	  

大島椿シリーズ2014年度  出荷本数

【ヘアオイル】 【ヘアスプレー】【ヘアウォーター】【ヘアクリーム】

40mL/60ｍＬ合計 しっとり/さらさら合計

ヘアオイル(大島椿)以外はまだまだ、という状況

大島椿株式会社
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現状
めざす未来

〈2014年大島椿シリーズ売上構成比〉	  

大島椿シリーズの目指すところ～売上構成比～

40mL/60mL合計	

しっとり/さらさら合計	

40mL/60mL合計	

しっとり/さらさら合計	

ヘアオイルに偏った売上を、他アイテム売上増によってシリーズ
全体でバランスのとれた構成となるよう、ファンを拡大させたい

大島椿株式会社
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店頭ディスプレイに関しては、メーカーは介入出来ない

50代以上が半数以上を占める

めざす未来

現状のユーザー層

幅広い年齢層に支持される

大島椿シリーズの目指すところ～ユーザー層～

ヘアオイル同様、幅広い年齢層に認知され、
ファンになっていただきたい

20代	 30代	 40代	 50代	 60代	 70代以上	

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

10代	 20代	 30代	 40代	 50代	 60代	 70代以上	

0%	   10%	   20%	   30%	   40%	   50%	   60%	   70%	   80%	   90%	   100%	  

カスタマー・コミュニケーションズ㈱　属性別商品基本実績分析「大島椿　ヘアクリーム」	  

大島椿株式会社
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店頭ディスプレイに関しては、メーカーは介入出来ない

「ヘアオイル（大島椿）」と「それ以外」に
分かれてしまい、シリーズ感が出ない

めざす未来現状の陳列

大島椿シリーズでまとめられている

大島椿シリーズの目指すところ～店頭～

個々の商品の売上を上げることで、
シリーズ陳列ができるようになることを目指す

大島椿株式会社

大島椿シリーズの証・登録商標	
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現状

ヘアオイルだけでないシリーズ品の認知度を上げ、
大島椿シリーズとして全体を底上げし、ファンを増やしたい

大島椿シリーズの目指すところ～商品立ち位置～

めざす未来

ヘアオイルに
それ以外の商品がぶら下がっている

それぞれの個性を活かして、
一つ一つが独立した商品として成り立つ

以上が、今回アイデア募集をした背景。

大島椿株式会社
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・  一時的に商品を「売る」アイデアではありません。
　  末永く大島椿シリーズを購入してくれる「ファンを増やす」ためのアイデアです。

・企画の内容に特に制限はありません。
　これまでの商品イメージを変えるような斬新なアイデアも大歓迎です。

・企画にあたってはヘアオイル（大島椿）以外の商品に重点を置いて考案してくだ
　さい。もちろん、ヘアオイルをからめていただいても結構です。

・大島椿ファンは日本国内に限りません。

・大島椿ファンは性別、年代は問いません。

課題のポイント

大島椿株式会社
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ご清聴ありがとうございました。  


