
体臭に関する正しい知識の提供、
ケア行動を啓発・推進する
「スメルマネジメント活動」を開始

　高い湿度が毛髪への頭皮脂の移行を促
進させることによって毛髪上の頭皮脂の量
が増加し、ヘアスタイリング剤のキープ力を
低下させていることを研究により解明。
　この研究成果は2014年7月に大阪で開
催された「第74回日本化粧品技術者会研究
討論会」で発表し注目を集めました。この知
見をもとに、「ギャツビー ヘアジャムシリー
ズ」には、水分はもちろん、頭皮脂にも強い
パウダー整髪技術を応用しています。

　マンダムは、特に男性の体臭を研究し、
ヤング層からミドル層まで幅広く体臭ケア
を提案してきましたが、その一環として
2014年6月から「スメルマネジメント活動」
を開始。個人様向けの「においケア検定」と
企業様向けの「においケアセミナー」を実
施しました。
　「においケア検定」は誰もが体臭について
楽しく学べるようWEBで公開。「においケアセ
ミナー」は、企業様にマンダム社員が出向き、
体臭のメカニズムやケアの仕方などを講義し
ます。これまでに実施したセミナーでは、数多
くの方にご参加いただき好評を博しています。

　化粧品の使い心地にこだわり、不快刺激
の低減に取り組んでいます。たとえば、人に
よって防腐剤が不快刺激となることがある
ため、肌にやさしい保湿成分「アルカンジ
オール」の抗菌性を応用する独自の技術を
確立し、防腐剤フリー
の商品を提供してい
ます。

　マンダムでは、生活者の皆様に安全で、
安心してご使用いただける化粧品を提供す
るために、「マンダム安全基準」に適合（安全
品質）することを確認した上で、さらに生活
者満足にも適合（安心品質）することを目指
しています。化粧品の開発においては、原料
選択から製剤開発、最終的な実使用評価ま
で、各々の段階で安全性を確認し、生活者視
点に立った安全な商品を設計しています。

高湿度環境が毛髪への頭皮脂の移行を
促進させることを発見し新製品に応用

　マンダムは、動物愛護および3Rs※（特に、
Replacementに着目）の観点をふまえ、
2005年から動物実験代替法開発のための
社内体制の強化を図り、3つの方向性で動
物実験代替法の開発に取り組んでまいりま
した。その一環として、動物実験代替法研
究への助成を行っています。
　2014年度は、第9回世界動物実験代替
法学会（チェコ共和国プラハ大会）で、動物
実験代替法助成金のPRを行うとともに、日
本動物実験代替法学会第27回大会（横浜
国立大学）において、マンダムが助成した研
究テーマについて各先生方にご講演いた
だきました。学会には、技術情報の収集並
びに新たな技術導入を検討するため参加
しています。
　代替法開発は急務の課題となっており、
日欧米など各国が協働しながら研究を推進
しています。今後も研究・支援を継続してい
きます。
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スティンギングテスト

水分にも頭皮脂にも強い「ギャツビー ヘアジャムシリーズ」

　マンダムは、生活者の安全の確保を第一
に考えて商品を開発しております。製品等の
安全性確認は基本的にヒトを用いた試験
（パッチテスト、スティンギングテスト等）お
よび動物実験代替法を活用しており、外注
委託を含めて動物実験は実施しておりませ
ん。今後も動物実験を行わない方針です。
　これからもステークホルダーの皆様の貴重
なご意見を参考にさせていただき、安全で環
境にやさしい商品開発を進めてまいります。

動物実験に対する考え方

製品を通じたお役立ち

品質向上への取り組み

お客様からの声を
業務に活かす仕組み

　医薬品医療機器等法上、満たすべき、
GQP（Good Quality Practice：製造
販売品質保証基準）、GV P（G o o d  
Vigilance Practice：製造販売後安全管
理基準）、並びに化粧品のG M P（ Good 
Manufacturing Practice：製造品質管理
基準）に関わる国際規格「ISO 22716」を
遵守しています。さらに、「全員参画により、
企業・商品・サービスの質を高め、真の顧客
満足に応えます。」という「品質理念」のもと、
「品質基本方針」を策定。これに基づき、企
画、設計・開発、生産、出荷段階に至るプロ
セスにおいて品質マネジメントシステムを構
築し、顧客満足の継続的向上に日々注力し
ています。
　なお、2014年度においては、品質保証機
能のさらなる強化を目的とし、新たな部門
として製品保証部を組織しました。また、お
客様の声をより迅速に精度よく製品へ反映
させるため、お客さま相談室、品質保証室と

環境推進室を統合し、ＣＳ統括部（2015年
度、CSR推進部に名称変更）として組織再編
しました。現在、これら新しく組織された部門
とともに、設計部門および生産部門が参画し
た品質保証会議を運営し、品質の改善と品
質保証活動の推進に日々努めています。

品質保証活動と
品質保証体制の再構築

　お客様の声を受け付ける総合的な窓口と
して、1994年から「お客さま相談室」を設置
しています。寄せられた声に対しては調査・
検討後に回答をお伝えするとともに、お問
い合わせの多い質問についてはWEBサイ
トの「よくあるご質問・お問い合わせ」コー
ナーを通じて、情報提供に努めています。

　また、いただいた声をデータベース化し、
顧客情報ミーティング、品質保証会議、設計
管理会議などを通じて、各部門や経営陣に
伝え、商品開発、商品改善に活かしています。

お客様相談システム

　2014年度お客様相談の内訳にて「販売
店・入手方法」のお問い合わせが4,996件あ
りました。その中で、「店頭で見なくなった」
「まだ製造していますか」など、製造終了商
品に関する声が3割弱に上ります。
　お問い合わせが多い製造終了商品の案内
をWEBサイト「よくあるご質問・お問い合わ
せ」ページに掲載することにより、お客様のお
問い合わせにかかるお手間を省くことがで
きるよう、継続的に情報を発信していきます。

お客様からの声を、WEBサイト
「よくあるご質問・お問い合わせ」
ページに反映

　近年、においに対する意識が非常に高まってきていますが、自分のにおいは、自分では気づ
き難いもの。日々ケアを心がけることが重要ですが、現状は間違ったケアをしている生活者も
少なくありません。「においケアセミナー」を通して、体の部位や年齢に合った正しいボディケ
アを学ぶ機会になって欲しいと思います。セミナーに参加した皆様からの個別相談も多く、講
師として、においへの不満や悩みに対して少しでもお手伝いができれば喜ばしい限りです。
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2014年度お客様相談の内訳

日本動物実験
代替法学会
への参画

社外研究機関
他企業との
協働研究
取り組み

マンダム動物実験
代替法国際研究
助成金公募
の実施

マンダムは、
動物実験を行わない方針で、
化粧品開発を進めています。

公的機関や学術団体、ま
た代替法関連企業との
協働取り組みにより、い
ち早く動物実験代替法を
社内評価系として導入。

動物愛護の観点をふま
え、Replacement に
着目して2007年より
当該助成金公募を行
い、代替法分野の活
性化に貢献。

2007年のWC6※や日本動物実験代
替法学会へのプラチナスポンサーと
して、学会活動に積極的に参画。　
※WC6：第６回国際会議（日本）

※3Rsとは
Replacement（動物を用いない方法への置換）
Reduction（動物の使用数の削減）
Refinement（動物に与える苦痛の軽減）
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その他  290件  2.4%

環境 134件  1.1%

宣伝・販促424件  3.5%
ご提案・ご要望 
321件  2.6%

商品情報、
使用感・効果性  5,991件  49.3%

・ご指摘情報
・お問い合わせ情報

CSR推進部 品質保証室

お客様の声を事業活動に活かして、生活者の視点で、製品のベネフィット（利便性）の向上や安全の確保などを追求しています。

価値向上考働
生活者へのお役立ち

製品の安全・安心への取り組み
http://www.mandom.co.jp/eco/src/society_safety.html

web

助成金公募結果一覧
http://www.mandom.co.jp/eco/src/jyoseilist.pdf

web

よくあるご質問・お問い合わせ
http://www.mandom.co.jp/customer/index.html

web

「においケアセミナー」の講師として、
においに対するケアのお手伝いができれば幸いです。
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