
TOP Beauty NEWS 2016年

1月トップ広告社がお届けする美容・ファッションのトレンドニュース♪

❤1月新発売❤ 新作コスメLine-up ★

LANCOME Yves Saint-Laurent JILL STUART CHANEL

今季のイメージは
優美さと軽やかさに
満ちた空想の旅♪
パッケージがとって
もカワイイ♪♪
まるでお菓子みたいな
カラーパレットはアイ、
チークどちらでもOK★
写真上から：
ﾏｲﾊﾟﾘｼﾞｬﾝﾊﾟｽﾃﾙ￥7400
ｸｯｼｮﾝｺﾝﾊﾟｸﾄｹｰｽ￥1300

パレットにはジャ
スパーストーンが
埋めこまれてま
す！このストーン
には『正直で素直
であるように』と
いう意味が込めら
れています☆

写真上から：
ﾎﾞｰﾎｰｽﾄｰﾝﾌｪｲｽ￥8300
ﾎﾞｰﾎｰｽﾄｰﾝｱｲｽﾞ￥7900

バルーンをもった女の子に一目ボレ❤
カリフォルニアの朝の鮮やか
な色彩とみなぎるエネルギー
をコスメに注ぎこみました★
春はパステル色が多いですが
こちらは一転鮮やかでパキッ
としたカラー展開なのでこち
らも要チェック❤

写真上から：
ｻﾝｷｽﾘﾎﾞﾝｱｰﾓﾆｰﾄﾞｩﾌﾞﾗｯｼｭ￥7500
ｲﾘｭｰｼﾞｮﾝﾄﾞﾝﾌﾞﾙ全3色￥3800
ﾙｰｼﾞｭ ｺｺ ｼｬｲﾝ￥3800

1/8 (金)
★限定発売★

パワーストーンとコスメが1つに♪

1/2 (土)
★限定発売★

1/8 (金)
★限定発売★

今季のイメージは
『Spring Snowy
Pastel』咲き誇る
花々に春の雪の
ヴェールをかけたよ
うな、パステルカ
ラーのコスメが
勢揃い★
写真上から：
ミックスブラッシュコンパクト
モアカラーズ￥4500
ポーチ￥3800

春色パレットに花が咲く☆

1/8 (金)
★限定発売★

テーマは『L.A. サンライズ』★

多機能パレットが充実

都道府県別・転出入者数の変動
＆

東京23区内の駅別・乗降客数と人口総数ランキング
他都道府県から
の転入総数

他都道府県への
転出総数

転入超過数

東京 407,711 337,539 70,172

神奈川 207,670 195,314 12,356

千葉 136,645 134,203 2,442

埼玉 157,910 146,356 11,554

各都道府県ともに、
「他県からの転入者」の方が
多い結果に！
その分、マーケットも広がっ
ています☆
左記の４都道府県で10万人
近い増加がみられました！

※平成25年データ統計局調べ

20~24歳 25～34歳 35～44歳 45～54歳

東京 756 1,935 2,267 1,836

神奈川 485 1,116 1,492 1,242

千葉 307 711 963 797

埼玉 383 846 1,148 938

おまけ
データ

各県
年齢別人口

各県ともに、
25～44歳のＦ２層が
ボリュームゾーン！！
2016年、狙うべきはやっぱり
Ｆ２層♪

23区内駅・乗降客数ランキング 23区内駅・人口総数ランキング

１位 「新宿駅」JR山手線
２位 「池袋駅」JR山手線
３位 「渋谷駅」JR山手線
４位 「東京駅」JR東海道本線
５位 「新宿駅」京王電鉄京王線
６位 「品川駅」JR山手線
７位 「渋谷駅」東京急行電鉄田園都市線
８位 「渋谷駅」東京メトロ半蔵門線
９位 「渋谷駅」東京メトロ副都心線
10位 「新橋駅」JR山手線

１位 「大島駅」都営地下鉄新宿線
２位 「西葛西駅」東京メトロ東西線
３位 「板橋駅」JR埼京線
４位 「戸越駅」都営地下鉄浅草線
５位 「戸越銀座駅」東京急行電鉄池上線
６位 「下板橋駅」東武鉄道東上線
７位 「新三河島駅」京成電鉄本線
８位 「三河島駅」JR常磐線
９位 「大塚駅」JR山手線
10位 「荏原中延駅」東京急行電鉄池上線

1,485,666人
1,101,512人

824,018人
804,554人
714,949人
659,358人
656,867人
612,821人
612,821人
501,364人

24,167人
22,148人
21,707人
21,255人
21,234人
21,012人
20,897人
20,868人
20,866人
20,701人

気になる
あの駅は…？

銀座駅
乗降客数…245,548人で37位
人口総数…圏外

表参道駅
乗降客数…150,569人で73位
人口総数…圏外

注目の
駅は…？ 北千住・上野・大森etc

出店計画のご参考に☆



芸能人のアイデザイン オーダーリスト☆

2色をグラデーションにすると
ラベンダーカラーが中間色に♥

（株）トップ広告社
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♥2016年トレンドカラー♥

毎年流行色1色を提示しているところ
今年はローズクウォーツとセレニティーの

2色のグラデーションカラーを発表！

米パントン社（PANTONE）から来年のトレンドカラー
「2016 カラー・オブ・ザ・イヤー」が発表になりました！

※パントン社（Pantone）…世界で使用されている色見本帳を作る企業

ちなみに2015年
のトレンドカラーは…
「Marsala (マルサラ)」

春夏のファッションに取り入れたい
パステルカラーです♥

♥
♥

2016.S/S COLECTION

今、世界のコレクションで注目されている
新トレンド!!【Tacky(タッキー）】

タッキーとは「悪趣味な」という意味をもつ
言葉で、2016年のプレスプリング

コレクションでは多くのブランドが悪趣味
ギリギリのスタイルを提案!!

柄×柄
基本

スタイル

MIUMIU
からもド派
手なスタイ
ルを発表

キーワードは“悪趣味ギリギリ”

違和感のある素材や色、柄やディテールを
合わせることで生まれる過剰言える

際どいスタイルを指す。
春はカラフルなコーデが楽しめそうですね

指先に乗せる『小さなスノードーム❤』
ネイリストのセンスと技術が光る
この冬イチバンの自慢のネイル☆

①アクリルでドーム作成
②ドームにアルミを巻き
③アルミにジェルを被せてドーム作成
④中の液体は水やオイル、ラメなど
⑤ジェルの板で蓋をして完成！

オシャレ女子が、間違いなく注目
する最新ネイル♪この冬話題を
集める指先を演出できます☆

新年、明けましておめでとうございます。
今年もトップ広告社を宜しくお願い致します。

繁忙期の12月を乗り越えたと思えばもう年明け。そして迫る、
春の商戦期！今年も、旬の話題や女性が気になるトレンドを発信
してまいります。2016年のトレンド予測は外国人旅行客の増加
により、「モノ消費からコト消費へ」に変化するそうです。日本
にしかできない“おもてなし”や“心遣い”に期待されていますよ！
2016年、みなさまにとって素晴らしい一年になりますように。

何と言っても魅力は“ぷっくり”感❤
しかも中の液体が動くので、
ラメやホロがキラキラと輝き、
まるで本物のスノードーム！

How To

大き目パーツを付けて華やかさup！
でもオフィスNGやオトナ女子には抵抗が…
そんな時はちょっと気軽な『プチドーム風』
で☆マットのワンカラーにクリアジェルと
ラメやホロを乗せて、しっかりボリューム！

ヘアでもマルサラカラー
が登場しましたね☆

山田 優

菜々緒

優木 まおみ

筧 美和子

Ｃカール 目尻12mm
ダークブラウン,ライトブラウン,

ブラック,チェリーレッド,
ネイビーの５色をMIX！

上160本 下80本
目頭のみCカール

全体Jカール

片目130～140本
目頭から中央までCカール

目尻まではＪカール

上180本
目頭から順に

9,10,11,10,9mm
Ｊカール太さ0.1mm
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