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1.概要 

 ・女性に欠かせない化粧品市場が成長している。 

 ・中東・北アフリカ（MENA）の女性の美容への関心の高さは、化粧品の輸入規模にも表れる。地域全体の輸入額は02年以降 

 ほぼ右肩上がりで伸びが続く。 

 ・欧米企業もMENAの化粧品市場に相次いで参入。市場へ本格的に挑むため、MENA地域の各市場でシェア上位に名を連ね 

 るロレアル（仏）をはじめ、シャネル、クラランス、エスティローダー、 P&Gほか、10社以上の欧米ブランドが、主にドバイに域内 

   拠点を置き、湾岸を中心にその他のMENA市場に攻勢をかけている。 

 ・販売チャネルも、伝統的な薬局に加え、化粧品専門店、オンライン販売にまで多様化し、欧米企業による競争が本格化してい 

   る。特に化粧品専門店は、急増するショッピングモール内への展開が目立つ。 

2.主な背景 

 （１） 経済発展に伴う購買力の向上 
 （２） 各地で進む女性の社会進出や晩婚化 
 （３） 衛星放送やインターネットからもたらされる欧米の 
             最新トレンドの影響 など 

 ※このほか、域内各国で増加するショッピングモールも、 
  化粧品に限らず消費加速の一因。  
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中東・北アフリカ地域の主要経済指標  

 

 

 

  

3.主要国の特徴 

 （１）UAE： ショッピングモールの急増で流通の幅が広がる。域内の輸出拠点としても重要だが、財力のある女性消
費者が国内化粧品市場の拡大を着実に押し上げている。 

 （２）サウジアラビア： 社会的・宗教的背景から、美の追求は女性の楽しみであり“務め” 。香水含む化粧品の市場規模は域内
最大。女性は新しい化粧品や美容法への挑戦に労を惜しまない。 

 （３）エジプト： 市場の成長続く。結婚費用高騰による晩婚化、衛星放送の普及、女性の経済的自立などを背景に、 
女性は美の維持に熱心。アイメイクなど目に見える化粧にとどまらず、スキンケアへの関心も高まりつつ 
ある。 

 （４）モロッコ： 市場は小規模だが、年15％の高成長を示す。フランス商工会議所も最近調査を行ったという、注目市場
の一つ。常に人気ブランドのトップを占めるフランスの影響が強い市場。 

Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved. 3 



（１）UAE  ～ブランドロイヤルティーの醸成が鍵～ 

国内化粧品市場の拡大の背景に、財力のある女性消費者あり。女性の社会進出 

が進み、外出機会や収入が増えている。 

 

■経済省によると、UAEの女性（自国民）の労働参加率は2008年の統計で28.2％。 

 

■国民議会議員の20.5％、公務員の66％、中小企業の従業員の30％が女性。 

 

■貿易大臣や社会問題大臣、自由貿易地区を運営するエコノミック・ゾーンズ・ 

ワールドのCEOとしても、女性が活躍しており、企業幹部など意志決定権者クラ 

スに占める割合も全体の1/3が女性。 

 

■女性によるUAE経済への貢献は120億ディルハム（1ディルハム（AED）=3.67ド
ル）（エミレーツ・ビジネス・ウーマン・カウンシル）。 

 

■米国MasterCard Worldwideが発表するMasterCard Worldwide Index ｢女性の社 

会進出度｣によれば、UAEの女性の多くは、向こう6ヶ月以上のために貯蓄をする 

傾向にあるという。 

 

■ボストン・コンサルティング・グループの「Women Want More」によると、男性社 

会の中で成功したいと考えるUAEの女性が多いとされており、堅実ではあるが、 

上昇志向の強い女性像が浮かび上がっている。 

  

Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved. 4 



UAEの化粧品貿易統計 （単位：1,000米ドル） 
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■2009年の化粧品の純輸入額は11億6,000万米ドルで、過去5年で平均12.4％成長している。周辺国や欧米諸国への再
輸出は3割弱に過ぎず、国内市場の大きさや成長性が見てとれる（表／化粧品の貿易統計）。 
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UAEの化粧品販売市場（単位：100万AED）（出所:ユーロモニター） 
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■品目別に見ると、香水が7億500万AED（前年比9%増）、カラーコスメ4億700万AED（10％増）、スキンケアは4億100万AED
（11％増）、ヘアケア3億9,700万AED（10％増）と拡大傾向（英調査会社ユーロモニター）。 

■近年はヨーロッパだけでなく、多くのアジア系の化粧品関連企業が参入機会を探る有望市場である（中東最大の美容・健
康関連国際見本市“ビューティーワールド・ミドル・イースト”担当部長エレーヌ・コンネル氏）。 
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UAEの女性消費者像と企業の取り組み（1） 
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■UAEの女性は贅沢志向も強く、一度に500～1,000ドル分の化粧品を購入していくケースも多くみられ（Sephora・ドバイモール店長ス
エイル・アイジ氏）、ここぞというときには自分への投資を惜しまない。 
 
■ショッピング・モールで買い物をする地元女性が持っているバッグは、ほとんどが高級ブランドのものだ。UAE人女性を対象に行わ

れた調査（以下、同調査）によると、彼女たちが最もお金をかけるファッションアイテムがバッグだという。アバヤで身を包む女性たちに
とって、バッグだけが周囲に見せびらかすことができるものだからだ。 
 

■専門家によると、同国の消費者は、実際の必要性などとは関係なく、周りの人が持っていないものを購入できる富力と能力を周囲
に見せつけるために商品を購入する傾向があるという。 
 
■そんなUAEの女性に対し、フランスのブランドGIVENCHYは、UAE女性の消費者心理をくすぐる販売促進を展開している。2010年の12
月には、期間限定で対象商品を475DH以上購入した人には、ロゴ入りのオリジナルバッグをプレゼントするキャンペーンを実施してい

る。化粧品は、実際にどこのブランドを使っているのか、他人から見ても分からないが、オリジナルバッグを持っていれば、「私はあそ
このお店でGIVENCHYブランドの化粧品をいくら以上買った」、ということを周囲にアピールすることができる。UAE女性の消費者心理を
うまく利用しながら、GIVENCHYは販売促進と宣伝の２つの効果が手にしている（写真／キャンペーンが展開されるSephora・ドバイモー
ル店）。 
 
■ UAEの女性のブランド・ロイヤリティの高さに目をつけ、それを醸成するため、化粧品各社はさまざまな商品やサービスを展開して

いる。ドイツの化粧品メーカー、バイヤスドルフは、ドバイモールの一画にトータルビューティーサロン「ニベア・ハウス・スパ」を構えて
いる。店内には、500種類を超えるニベア製品が揃えられ、併設のスパ施設ではメイクアップ（200AED～）、ヘアカット（200AED～）、フェ
イシャル・トリートメント（140AED～）などのサービスを受けられる。同スパは、単に商品を販売するだけでなく、「美しさを目で見、肌で

感じ、美しさを手に入れる」という付加価値を顧客に提供している。ブランドカラーの青と白を基調とした清潔感あふれる店内や、丁寧
な接客サービスにより、利用者の思考は「美しい空間で、肌を美しくしてくれるニベアを利用している自分は、美しい」という思考が生ま
れていく。同スパの店員アンジェイル氏は、客層は多様、週末には100人近い女性客が訪れる、と盛況ぶりを話す。 

7 



UAEの女性消費者像と企業の取り組み（2） 
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■ドバイのある私立大学の女学生を対象に行った調査によると、20～26歳の女性にとって「最も消費が早いアイテム」は、「デカ目メイク」
に欠かせないアイメイク用品だった。 
 
■フランスのコスメティックメーカー「Sephora」の店長ハカム・アル・カワズミ氏は「金融危機で景気が落ち込み、消費活動が低迷したときで
さえも、UAE女性は通常使用している高級化粧品ブランドを使い続け、低価格の他のブランドの商品に乗り換えることはなかった」。購入

費用を節約するために、通常使用しているブランドの商品の中で、より小容量のものや濃度の薄いものを購入するなどの努力までしてい
たという。 
 
■また、顧客へのコンサルティング・サービスを充実させている小売業者もある。地場の化粧品専門店Areejの主な顧客は、UAEの16～35

歳の若年層。同社は、個々の肌のタイプや状態をチェックするパーソナル・スキンケア・コンサルテーション、手軽なミニ・フェイシャル・ト
リートメント、スキン・アナリシス（肌状態の診断）に加え、顧客それぞれに合ったイメージチェンジの方法や香水の重ね付けパターンなど
のアドバイスを、無料で行っている。同社の店長ローディン・タミシン氏は、UAEの女性の商品やブランドの選定・購買決定要因は、「価格」

よりも「人気（口コミ）」や「アドバイス」に依るところが大きいという。彼女たちには、バッグや小物入れ等をプレゼントするよりもコンサル
テーション・サービスの方が喜ばれると、自信を持って語る。 
 

■新たな顧客を開拓する工夫もみられる。同じ化粧品でも、主に大衆向けの一部の店舗では、女性の肌の露出度が高い商品パッケージ
が覆い隠されている。そのままのパッケージでは手にとることができない厳格なイスラム教徒にも、商品を試す機会が提供されることにな
る。また、高級化粧品専門店にはみられないアラビア語での説明や表記がみられるなど、対象とした顧客層に合わせた対応が随所にみ
られる。 
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（２）サウジアラビア  ～美の追求は女性の“務め”～ 
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社会的背景から、楽しみとして、“務め”として、美を追求してきたサウジの女性達。 

近年の経済成長による所得の上昇、衛星放送やインターネットからの情報量増加で美容意識
はさらに高まり（地場系百貨店）、化粧品市場を拡大させている。 
 
■好調な経済（2010年実質ＧＤＰ成長率：3.8％、地場銀行予測値）と可処分所得の上昇が、
消費を牽引。 
 

■アバーヤ（黒い長衣）とマスクで身体・顔を覆う服装のきまり、運転の禁止や外出上の制約、
就職・起業の制約、親が決めることも多い結婚など、女性にまつわる慣習や制約は広範囲に
わたるが、美の追求は、女性が制約なく楽しめることの1つ。 
 
■宗教上、男性には4人まで妻帯が許されており、女性には「ライバル」出現の緊張感も常に
ある。美しさを保つことはある種の“務め”ともなっている。 
 

■サウジ女性の労働参加率は高くはなく、中流以上の家庭では家政婦を雇っているため、サ
ロン通いなどの時間も比較的ある。 
 

■美白やボトックス（しわ取り）などの技術革新が紹介され、衛星放送や、ネットなど情報源も
増えており、美容意識はさらに高まる。女性達は積極的に新たな美容法や化粧品に挑戦する。 
 
■美容意識の高さは、化粧品市場規模の大きさにも現れる。中東・北アフリカ地域最大規模。 
美容・パーソナルケア売上額：約2,050億円（ 93.4億リヤル、2009年、ユーロモニター）  
前年比9.5％増。うち品目としては香水・化粧品だけで94%を占める。 
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美容・パーソナルケア市場規模  
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Beauty and Personal Care（単位：100万円） 2009

トルコ 215,337

サウジアラビア 204,842

イラン 179137

UAE 70,836

エジプト 57,241

モロッコ 39,939

チュニジア 13,225

出所：ユーロモニター
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主要化粧品専門店の数も、サウジがGCCで最多（79店） 

19

2 2
1

38

9

7

4

2
3

1

4

1 1

8
7

3

1 1
2

16

1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

サウジアラビア UAE クウェート バーレーン カタール オマーン

GCC諸国における化粧品専門店の展開状況（各社ウェブサイト等より作成）

VaVaVoom

Faces

Sephora

Debenhams

Areej

単位：店

Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved. 11 



化粧品市場規模は域内最大、香水は重要アイテム 

■香水： 

美容・パーソナルケア総売上額の約30%、28億リヤル（約614億円、2009年）。サウジの香水消費量は世界でも 

トップレベル。女性にとっても最も欠かせないアイテム。「ためらうことなく全身に大量に吹きかける」（サウジ香水 

メーカー）。香水には2種類。ウード（沈香）と呼ばれる、むせるような甘い香りなどをベースとしたアルコール不使 

用の伝統的な香水と、欧米･日本で一般的な香水。「機会によって使い分けている」（サウジ女性）。欧米系化粧 

品専門店のセフォラやザ・ボディショップなども、香りの重要性を意識したマーケティングを実施。 

 

■スキンケア： 

美容・パーソナルケア総売上額の約15.6%、14.6億リヤル（約320億円、同年） 

 →マス向けがより売れる： NIVEAやP&G、ユニリーバ等外資がシェア首位。 

 →アンチエイジング、保湿、アクネケアの割合大きい。 

 →ボトックス、美白への関心高い。 

 →美容サロンが多く、整形や全身美白ほか最先端の美容方法への関心も高い。 

 

■メイクアップ： 

美容・パーソナルケア総売上額の約10%、10億リヤル（約220億円、同年）。 

   →見た目に表れるメイクは高級ブランドが5割。イブサンローラン、ランコム、ジバンシーなど 

  「香水で強い欧米ブランドは強い」（地場百貨店）。 

   →売れ筋は①顔用 （33.6%） ② 眼用（28.0%）  ③ 口紅（20.0%） 

 

※今後の女性の社会進出増加に伴い、新たな化粧品需要生まれる可能性あり。市場の拡大が見込まれる。 
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Faces ベストセラー（2010年12月調査時点） 

セフォラ ベストセラー（同） Mikyajy オリジナルコスメ 
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（３）エジプト  ～増える化粧する女性 -若さの維持に関心大～ 
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■国民の大部分はイスラム教徒。ヒジャブで髪を隠している女性も多い。ヒジャブ着
用女性は男性以外の注意を引くような化粧は控えることが望ましいとされるが、「近
年、ヒジャブ着用の有無や年齢に関わらず、化粧をする女性が増えている」（地場化
粧品メーカー）。 
 
■化粧品市場規模（2009年）は「トイレタリーをあわせて、約60億エジプトポンド=LE
（約851億円、業界団体）」にとどまるが、輸入額は08年以降急速な伸び（GTA）を見
せており、業界関係者は市場が今後も拡大すると見込む。 
 

■市場拡大の背景には「衛星放送の普及と晩婚化」（同メーカー）。衛星放送は今
や低所得層でもアンテナさえあれば受信できる。海外美容事情の情報源が拡大。
セレブの「メイク方法を真似ている」（同）。 
 

■物価上昇で、結婚費用が高騰。結婚までにかかる時間は長期化。結婚まで若さ
や美を維持したい女性達の化粧品ニーズ、高まる。 
 

■メーキャップは地場系が強く、スキンケアは外資系マスブランドが強い。女性は目
に見えるメーキャップに、よりお金をかける傾向だが、売上げ額の伸び率で見ると、
スキンケアが16.2%増とメーキャップ（9.1%増）を上回る。 
 

■流通チャンネルが多様化しており、伝統的に化粧品を扱ってきた薬局（セイフ・
ファーマシー、エル・イザビー、アリズ・イメージなど）や雑貨店のほか、欧米系化粧
品を扱う化粧品専門店も増加。地場系はパレデパルファン、フォーチュン、サミー
ル・ウィリアム、外資系はフェイスィズ、デベナムズの化粧品部門などがある。 
 
■地場メーカーによると、近年、スキンケアへの関心が高まっていると言う。 
 

■ヘアケアへの関心も大きい。真っ直ぐでさらさらの髪の毛への憧れは非常に強い。
頻繁に美容院に通う女性も多い。日本の白髪染め「ビゲン」も製造・販売されるエジ
プト市場では、ヘアケア製品の可能性も大きい。 
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輸入額（HS3304,05,07）：規模は小さいが、０８年～急速な伸び 
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日本製品の参入状況 

■限定的だが、ドバイなど経由で資生堂やカネボウ製品はすでに市場に登場している模 

 様。ただし、主要専門店での取り扱いは見られず。 

 

■資生堂：2009年5月、「資生堂ヨーロッパ」（フランス・パリ）を通じ、カイロ空港免税 

 店でグローバルブランド「SHISEIDO」発売開始。 

 

■ホーユー：地場化粧品企業がBigen（白髪染め）をライセンス生産。 

 知名度高く、「ロングセラー」（Luna社）。 
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増える化粧品専門店 

◆伝統的な販売経路（薬局、雑貨店）以外に専門店増える。（モールの増加） 
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（４）モロッコ：女性の自立が市場を広げる 

■過去10年平均約10％の成長。 
 
■国内産業の発展により、失業率も12.5％（2001年）から9.8％ 
（2008年）に減少。 
 
■産業の多様化とともに女性の就業機会も拡大し、特に繊維 
産業や食品・飲料産業、外食やホテルなどのサービス産業に 
女性が従事。 
 
■ 1999年に881万人だった女性就業者数は、2007年時点で 
1,005万人を超える（HCP:モロッコ高等計画委員会）。 
 
■モロッコの女性の社会的地位向上には、2004年2月に制定さ 
れた新家族法（Le nouveau Code de la famille）が貢献した。夫 
婦の平等や結婚の選択・決断、一夫一婦制を女性が主張でき 
るようになり、それまで制限されてきた家庭内での女性の権利 
が認められるようになった。  
 
■社会的・経済的に自立した女性が増え、日用品や高額な商 
品、マイホームなどの購買決定に女性が関与する割合は、いま 
や6割を超える（2010年、国際選挙支援財団）。 
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モロッコの化粧品輸入額（出所：UN Comtrade） 
（単位：1,000USD） 
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モロッコの化粧品販売市場（単位：100万DH） 
（出所:ユーロモニター） 
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女性用の香水（プレミアム、マス）は、男性用の２～３倍の売上。シャンプーは、約９割が薬用以外のシャンプー。 
香水は、自分のためにも買うし、家族やパートナーにプレゼントとして渡す。クリスマス、バレンタイン、誕生日特典などで
販売促進。 
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化粧品専門店：マリオノ（Marionnaud） 

Copyright (C) 2011 JETRO. All rights reserved. 

■2004年7月にカサブランカに最初の店舗を構えたフランスの高級化粧品小売大手マリオノでも、シャネル、ディオール、
ゲランの人気が根強い。他の化粧品専門店でも、人気の上位は、同様のフランスの高級ブランドが占める。2009年のモ
ロッコの化粧品輸入額（香水類、メイクアップ、スキンケア、ヘアケアの合計）は約1億935万米ドルだが、国別にみるとフ
ランスだけで総額の45.8%を占める（UN Comtrade） 
 
■2009年、モロッコ市場に参入した資生堂も人気ブランドのひとつとなっている。 
 
■今までブランド志向の高い女性消費者を狙い、主に高級化粧品を扱ってきたマリオノも、新たな顧客層の開拓に乗り
出している。顧客層を広げるため、店内に大衆向けの化粧品や子供向けキャラクター商品の販売スペースを設けてい
る。 
 
■在モロッコ日本大使館の協力により、モロッコ人の女性職員2名に、化粧ポーチの中身を見せてもらったところ、シャ
ネル（仏）のファンデーションやイブロシェ（仏）のバーム、エスカーダ（独）の香水などが入っていた。2009年にモロッコ市
場に参入した資生堂も人気ブランドのひとつとなっているが、彼女たちは輸入雑誌や衛星放送から、流行を敏感に感じ
取っており、フランスなど欧米での知名度が彼女たちの購買心理に与える影響は大きい。 
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ショッピングセンター： 
メガ・モール（Mega Mall）、マルジャン（Marjane）など 

http://www.megamall.ma/ 
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■拡大する女性の需要を狙い、2005年には首都ラバトにメガ・モールがオープンした（写真／2005年にオープンしたメガ・
モール、ラバト）。モール内にはMax Maraなどの高級アパレルショップや美容サロン、バッグ、靴、化粧品などを扱う100店舗
が並び、年間約340万人が訪れ、年間4億4,000万ディルハム（DH, 1DH=約10円）を売り上げる。女性向けのアパレルを扱うお
店の数は、男性向けの倍以上もある。 
 

■モロッコ人女性が持つ経済的余裕は、メガ・モールを出入りする女性買い物客の様子からも分かる。メガ・モール内の時間
制託児所“La Maisonee”には、週末になると60～70名ほどの女性客が子供を預けにくるという（受付担当ラジャー氏）。ひと月
の世帯収入が平均4,827DH（約50,000円、モロッコ高等計画委員会）とされるモロッコで、約20DH/時間で支払って子供を託児
所に預け、“育児から解放された自由の身”で買い物や美容サロンを楽しむ。 
 
■メガ・モール内にある美容サロン「フランクプロボー」（仏）に訪れる女性客は一ヶ月に約500人。同サロンが提供している施

術内容はフランスのものと同一だが、男性美容師に顔や髪を見せるのを嫌がるイスラム教のモロッコ人女性客のために、個
室を設けているのが特徴だ。希望すれば、その個室で女性美容師によるサービスを受けられるため、モロッコ人女性によく利
用されているという（「フランクプロボー」メガ・モール店長マチルダ・モージン氏） 
 

■ショッピング・モール内の大手化粧品専門店で主に取り扱われている高級化粧品に加え、化粧品市場の約8割を占める低
価格帯の市場も見逃せない。近年は「マルジャン」や「アシマ」などのスーパーマーケットやドラッグストアなどで販売される低
価格帯の化粧品も市場拡大を後押ししている。「マルジャン」は、モロッコ・ユダヤ系資本・王室関係者が経営権を持つ。ヘア
ケア（スタイリング剤）、カラーコスメ（除光液）、浴用品（シャワージェル、石鹸）など、250～300のプライベートラベルを持って
いる。競合は、カルフール、ラベル・ヴィーなど。 
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