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【売上高】
第1四半期の売上は1,148百万円 (前年同期比+220百万円) となり、
通期見込に対する進捗率は31.5％。

■ヘルスケア■ビューティーケア
新型コロナウイルスの影響によりインバウンドを中心に前下期に引き続き、
需要減が続いておりますが、これらを加味した計画はクリア。
(前年同期比△91百万円)

■ハウスホールド
衛生意識の向上及びＣＭ効果によりオキシクリーンが見込を大幅に上回る。
また、未導入の店舗並びに未導入アイテムの取扱いも進んでおります。
(前年同期比+287百万円)

■医薬品
エタノールが原薬の供給遅れから一時欠品が発生しているものの、売上増。
(前年同期比+8百万円)
その他は石鹸の需要増が継続しています。(前年同期比+15百万円)

【売上原価】
商品単品の原価率は大きな変動はないものの、リニューアル予定品在庫の
商品評価減により一時的に原価率上昇しております。(前年同期比+3.5ポイント)
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２．2021年６月期第１四半期 業績

2※現時点において、新型コロナウイルスの影響等がどこまで長期化するか先行きが不透明なため、通期見込みは据え置き。

金額 対売上比率 金額 対売上比率
売 上 1,148 3,650 31.5%
国 内 法 人 1,034 3,184 32.5%
海 外 向 け 法 人 33 262 12.6%
直 販 81 203 40.0%
売 上 原 価 621 54.1% 1,832 50.2% 33.9%
売 上 総 利 益 527 45.9% 1,817 49.8% 29.0%
販売費及び一般管理 413 36.0% 1,517 41.6% 27.3%
人 件 費 90 7.8% 410 11.2% 22.0%
販 売 関 係 費 124 10.8% 424 11.6% 29.3%
物 流 関 係 費 129 11.3% 390 10.7% 33.2%
設 備 関 係 費 13 1.2% 53 1.5% 24.7%
一 般 経 費 56 4.9% 239 6.5% 23.7%
営 業 利 益 113 9.9% 300 8.2% 37.7%
営 業 外 損 益 22 1.9% 37 1.0% 60.5%
経 常 利 益 90 7.9% 263 7.2% 34.5%
法 人 税 等 35 3.1% 92 2.5% 38.8%
当 期 利 益 55 4.8% 171 4.7% 32.2%

2020/7-9
実績

2021/6期
通期見込

通期見込
進捗率

(単位 百万円)

※返品調整引当金含む


BS

																		(単位 百万円) タンイ ヒャクマンエン

														2020/09/30				2020/06/30		増減要因 ゾウゲン ヨウイン														2020/10実績 ジッセキ				2020/6実績 ジッセキ

														金額 キンガク		前期末増減 ゼンキ マツ ゾウゲン		金額 キンガク																金額
(円) キンガク エン		前期末増減
(円) ゼンキ マツ ゾウゲン		金額
(円) キンガク エン

										流動資産 リュウドウシサン				2,103		489		1,614												流動資産 リュウドウシサン				2,103,804,757		489,775,763		1,614,028,994

										現金・預金				875		417		458		上場時公募増資・売上増 ウリアゲ ゾウ										現金・預金				875,744,274		417,370,382		458,373,892

										受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン				478		91		387		売上増に伴う増加 ウリアゲ ゾウ トモナ ゾウカ										受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン				478,238,118		91,124,462		387,113,656

										棚卸資産 タナオロシシサン				644		△13		658												棚卸資産 タナオロシシサン				644,312,267		-13,924,443		658,236,710

										その他 タ				105		△4		110												その他 タ				105,510,098		-4,794,638		110,304,736

										固定資産 コテイ シサン				69		0		70												固定資産 コテイ シサン				69,551,709		-498,888		70,050,597

										有形固定資産 ユウケイ コテイシサン				14		0		13												有形固定資産 ユウケイ コテイシサン				14,260,976		766,486		13,494,490

										無形固定資産 ムケイコテイシサン				18		0		18												無形固定資産 ムケイコテイシサン				18,602,473		430,006		18,172,467

										投資その他の資産 トウシ タ シサン				36		△1		38												投資その他の資産 トウシ タ シサン				36,688,260		-1,695,380		38,383,640

										資産合計 シサンゴウケイ				2,173		489		1,684												資産合計 シサンゴウケイ				2,173,356,466		489,276,875		1,684,079,591

										流動負債 リュウドウ フサイ				522		134		388												流動負債 リュウドウ フサイ				522,902,919		134,453,185		388,449,734

										買掛金 カイカケキン				220		96		124		売上増に伴う仕入の増加 ウリアゲ ゾウ トモナ シイ ゾウカ										買掛金 カイカケキン				220,479,420		96,315,669		124,163,751

										未払金・未払費用 ミバラ キン ミバラ ヒヨウ				158		△32		190		2020/6はテレビCM等の広告宣伝が増加 トウ コウコク センデン ゾウカ										未払金・未払費用 ミバラ キン ミバラ ヒヨウ				158,017,662		-32,101,866		190,119,528

										その他 タ				144		70		74		未払法人税の増加等 ミバライ ホウジンゼイ ゾウカ トウ										その他 タ				144,405,837		70,239,382		74,166,455

										固定負債 コテイ フサイ				5		△0		5												固定負債 コテイ フサイ				5,580,931		-77,006		5,657,937

										負債合計 フサイ ゴウケイ				528		134		394												負債合計 フサイ ゴウケイ				528,483,850		134,376,179		394,107,671

										資本金 シホンキン				160		150		10		上場時公募増資 ジョウジョウジ コウボゾウシ										資本金 シホンキン				160,512,000		150,512,000		10,000,000

										資本剰余金 シホンジョウヨキン				150		150		－		上場時公募増資 ジョウジョウジ コウボゾウシ										資本剰余金 シホンジョウヨキン				150,512,000		150,512,000

										利益剰余金 リエキジョウヨキン				1,333		53		1,279												利益剰余金 リエキジョウヨキン				1,333,848,616		53,876,696		1,279,971,920

										純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				1,644		354		1,289												純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				1,644,872,616		354,900,696		1,289,971,920

										負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				2,173		489		1,684												負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				2,173,356,466		489,276,875		1,684,079,591









業績

																								(単位 百万円) タンイ ヒャクマンエン																				(単位 百万円) タンイ ヒャクマンエン

												2020/7-9
実績 ジッセキ						2019/7-10
実績 ジッセキ		2021/6期
通期見込 キ ツウキミコ				通期見込
進捗率 ツウキ ミコ シンチョクリツ												2019/7-10実績 ジッセキ		2020/7-10実績 ジッセキ						2021/6期
通期見込 キ ツウキミコ

												金額 キンガク		対売上比率 タイウリアゲ ヒリツ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		金額 キンガク		対売上比率 タイウリアゲ ヒリツ														金額 キンガク		金額 キンガク		利益率 リエキリツ		前期比 ゼンキ ヒ				進捗率 シンチョクリツ

								売上 ウリアゲ				1,148				123.8%		928		3,650				31.5%								売上 ウリアゲ				928,028,016		1,148,503,793				123.8%		3,650,000,000		31.5%

								国内法人 コクナイ ホウジン				1,034				132.5%		840		3,184				32.5%								国内法人 コクナイ ホウジン				840,738,576		1,034,288,345				123.0%		3,184,140,000		32.5%

								海外向け法人 カイガイム ホウジン				33				44.4%		74		262				12.6%								海外向け法人 カイガイム ホウジン				74,440,238		33,042,376				44.4%		262,780,000		12.6%

								直販 チョクハン				81				138.5%		58		203				40.0%								直販 チョクハン				58,600,849		81,173,072				138.5%		203,080,000		40.0%

								売上原価 ウリアゲ ゲンカ				621		54.1%		132.8%		469		1,832		50.2%		33.9%								売上原価 ウリアゲ ゲンカ				469,212,854		621,326,599		54.1%		132.4%		1,832,082,000		33.9%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				527		45.9%		114.5%		458		1,817		49.8%		29.0%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				458,815,162		527,177,194		45.9%		114.9%		1,817,918,000		29.0%

								販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				413		36.0%		126.9%		326		1,517		41.6%		27.3%								販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				326,345,631		413,978,936		36.0%		126.9%		1,517,918,000		27.3%

								人件費 ヒト ケン ヒ				90		7.8%		107.4%		83		410		11.2%		22.0%								人件費計 ヒト ケン ヒ				83,930,434		90,153,680		7.8%		107.4%		410,137,000		22.0%

								販売関係費				124		10.8%		135.8%		91		424		11.6%		29.3%								販売関係費計				91,509,470		124,231,764		10.8%		135.8%		424,000,000		29.3%

								物流関係費 ブツ リュウ				129		11.3%		133.9%		96		390		10.7%		33.2%								物流関係費計 ブツ リュウ				96,699,009		129,487,959		11.3%		133.9%		390,300,000		33.2%

								設備関係費				13		1.2%		99.9%		13		53		1.5%		24.7%								設備関係費計				13,294,712		13,281,177		1.2%		99.9%		53,730,000		24.7%

								一般経費				56		4.9%		138.9%		40		239		6.5%		23.7%								一般経費計				40,912,006		56,824,356		4.9%		138.9%		239,751,000		23.7%

								営業利益				113		9.9%		84.1%		132		300		8.2%		37.7%								営業利益				132,469,531		113,198,258		9.9%		85.5%		300,000,000		37.7%

								営業外損益 エイギョウガイソンエキ				22		1.9%		639.5%		3		37		1.0%		60.5%								営業外損益 エイギョウガイソンエキ				3,501,500		22,392,933		1.9%		639.5%		37,000,000		60.5%

								経常利益				90		7.9%		69.0%		128		263		7.2%		34.5%								経常利益				128,968,031		90,805,325		7.9%		70.4%		263,000,000		34.5%

								法人税等 ホウジンゼイトウ				35		3.1%		79.3%		44		92		2.5%		38.8%								法人税等 ホウジンゼイトウ				44,340,028		35,711,076		3.1%		80.5%		92,000,000		38.8%

								当期利益				55		4.8%		63.7%		84		171		4.7%		32.2%								当期利益				84,628,003		55,094,249		4.8%		65.1%		171,000,000		32.2%
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ブランド別売上

										ブランド別売上(四半期) ベツ ウリアゲ シハンキ														(単位 百万円) タンイ ヒャクマンエン																										(単位 百万円) タンイ ヒャクマンエン

														FY2020 1Q		FY2020 2Q		FY2020 3Q		FY2020 4Q		FY2021 1Q		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		増減要因 ゾウゲン ヨウイン														FY2020 1Q		FY2020 2Q		FY2020 3Q		FY2020 4Q		FY2021 1Q		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		通期見込 ツウキミコ		進捗率 シンチョクリツ		増減要因 ゾウゲン ヨウイン				FY2021 1Q計画 ケイカク		計画比 ケイカクヒ		計画比 ケイカクヒ

										ヘルスケア				163		146		109		130		118		-45												ヘルスケア				163,904,816		146,620,107		109,969,495		130,017,107		118,269,529		-45,635,287		479,880,000		24.6%						102,100,000		16,169,529		115.8%

										なかったコトに				148		129		97		110		109		-39		新型コロナの影響によるインバウンド需要減継続も計画を上回る シンガタ エイキョウ ジュヨウゲン ケイゾク ケイカク ウワマワ										なかったコトに				148,934,433		129,517,262		97,596,759		110,273,613		109,858,370		-39,076,063		438,240,000		25.1%						93,100,000		16,758,370		118.0%

										満腹30倍 マンプク バイ				10		16		12		19		5		-5		新型コロナの影響によるインバウンド需要減継続 シンガタ エイキョウ ジュヨウゲン ケイゾク										満腹30倍 マンプク バイ				10,993,475		16,311,835		12,149,491		19,218,540		5,952,343		-5,041,132		41,640,000		14.3%						9,000,000		-3,047,657		66.1%

										その他ヘルスケア タ				3		0		0		0		2		-1												その他ヘルスケア タ				3,976,908		791,010		223,245		524,954		2,458,816		-1,518,092		0								0		2,458,816

										ビューティーケア				147		102		206		230		102		-45												ビューティーケア				147,853,423		102,198,796		206,339,175		230,717,244		102,451,255		-45,402,168		801,320,000		12.8%						89,470,000		12,981,255		114.5%

										優月美人				12		39		11		-1		10		-1												優月美人				12,200,289		39,987,105		11,127,938		-1,225,433		10,020,447		-2,179,842		65,800,000		15.2%						9,700,000		320,447		103.3%

										フットメジ				127		79		164		206		86		-40		新型コロナの影響による需要減 シンガタ エイキョウ ジュヨウゲン										フットメジ				127,558,122		79,649,631		164,595,459		206,969,492		86,568,763		-40,989,359		685,500,000		12.6%						78,450,000		8,118,763		110.3%

										スキンピース				6		-14		26		22		4		-1		新型コロナの影響による需要減 シンガタ エイキョウ ジュヨウゲン										スキンピース				6,389,890		-14,582,147		26,826,194		22,319,352		4,853,649		-1,536,241		37,420,000		13.0%						1,320,000		3,533,649		367.7%

										その他ビューティーケア タ				1		-2		3		2		1		0												その他ビューティーケア タ				1,705,122		-2,855,793		3,789,584		2,653,833		1,008,396		-696,726		3,600,000		28.0%						0		1,008,396

										ハウスホールド				574		606		294		579		861		287												ハウスホールド				574,430,494		606,830,234		294,972,621		579,578,493		861,787,846		287,357,352		2,121,500,000		40.6%						551,475,000		310,312,846		156.3%

										オキシクリーン				574		606		294		579		861		287		巣ごもり需要・衛生意識の向上で見込を大幅に上回り、未導入の店舗並びに未導入アイテムの取扱いが進む ミコ ミ ドウニュウ テンポ ススム										オキシクリーン				574,430,494		606,830,234		294,972,621		579,578,493		861,787,846		287,357,352		2,121,500,000		40.6%						551,475,000		310,312,846		156.3%

										その他 タ				8		13		17		15		24		15												その他 タ				8,821,110		13,546,243		17,218,051		15,923,510		24,241,500		15,420,390		65,800,000		36.8%						13,200,000		11,041,500		183.6%

										医薬品等 イヤクヒン トウ				32		37		43		36		41		8		エタノールは原薬の供給不足により一時的に欠品 ゲンヤク キョウキュウ フソク イチジテキ ケッピン										医薬品等 イヤクヒン トウ				32,981,115		37,449,599		43,200,451		36,698,739		41,753,663		8,772,548		181,500,000		23.0%						55,250,000		-13,496,337		75.6%

										売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				927		906		671		992		1,148		220												売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				927,990,958		906,644,979		671,699,793		992,935,093		1,148,503,793		220,512,835		3,650,000,000		31.5%						811,495,000		337,008,793		141.5%







ブランド別グラフ

				ブランド別売上(四半期) ベツ ウリアゲ シハンキ

						FY2019 1Q		FY2019 2Q		FY2019 3Q		FY2019 4Q		FY2020 1Q		FY2020 2Q		FY2020 3Q		FY2020 4Q		FY2021 1Q

				なかったコトに		228		181		203		197		148		129		97		110		109

				満腹30倍 マンプク バイ		15		18		24		15		10		16		12		19		5

				その他ヘルスケア タ		4		4		6		4		3		0		0		0		2

				優月美人		21		61		16		-2		12		39		11		-1		10

				フットメジ		141		84		98		208		127		79		164		206		86

				スキンピース		15		-11		41		26		6		-14		26		22		4

				その他ビューティーケア タ				5		1		12		1		-2		3		2		1

				オキシクリーン		446		550		228		385		574		606		294		579		861

				その他 タ		7		5		23		11		8		13		17		15		24

				医薬品等 イヤクヒン トウ		38		31		13		29		32		37		43		36		41

				売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		919		932		636		888		927		906		671		992		1,148



ブランド別売上推移(四半期ベース)



オキシクリーン	

FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	446	550	228	385	574	606	294	579	861	優月美人	

FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	21	61	16	-2	12	39	11	-1	10	フットメジ	

FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	141	84	98	208	127	79	164	206	86	スキンピース	

FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	15	-11	41	26	6	-14	26	22	4	その他ビューティーケア	FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	5	1	12	1	-2	3	2	1	なかったコトに	

FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	228	181	203	197	148	129	97	110	109	満腹30倍	

FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	15	18	24	15	10	16	12	19	5	その他ヘルスケア	FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	4	4	6	4	3	0	0	0	2	医薬品等	

FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	38	31	13	29	32	37	43	36	41	その他	

FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	7	5	23	11	8	13	17	15	24	
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３．ブランド別売上(四半期ベース)
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2020/06/30
金額 前期末増減 金額

流 動 資 産 2,036 474 1,562
現 金 ・ 預 金 875 477 398 上場時公募増資・売上増
受取手形・売掛金 478 31 446 売上増に伴う増加
棚 卸 資 産 644 △13 658
そ の 他 38 △20 58
固 定 資 産 134 14 119
有 形 固 定 資 産 14 0 13
無 形 固 定 資 産 18 0 18
投資その他の資産 101 13 88
資 産 合 計 2,170 488 1,681
流 動 負 債 519 132 386
買 掛 金 220 96 124 売上増に伴う仕入の増加
未 払 法 人 税 等 53 33 20
そ の 他 245 3 242
固 定 負 債 5 0 5
負 債 合 計 524 132 391
資 本 金 160 150 10 上場時公募増資
資 本 剰 余 金 150 150 － 上場時公募増資
利 益 剰 余 金 1,335 55 1,279
純 資 産 合 計 1,646 356 1,289
負 債 純 資 産 合 計 2,170 488 1,681

2020/09/30
増減要因

(単位 百万円)


BS

																		(単位 百万円) タンイ ヒャクマンエン

														2020/09/30				2020/06/30		増減要因 ゾウゲン ヨウイン														2020/10実績 ジッセキ				2020/6実績 ジッセキ

														金額 キンガク		前期末増減 ゼンキ マツ ゾウゲン		金額 キンガク																金額
(円) キンガク エン		前期末増減
(円) ゼンキ マツ ゾウゲン		金額
(円) キンガク エン

										流動資産 リュウドウシサン				2,036		474		1,562												流動資産 リュウドウシサン				2,103,804,757		489,775,763		1,614,028,994

										現金・預金				875		477		398		上場時公募増資・売上増 ウリアゲ ゾウ										現金・預金				875,744,274		417,370,382		458,373,892

										受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン				478		31		446		売上増に伴う増加 ウリアゲ ゾウ トモナ ゾウカ										受取手形・売掛金 ウケトリ テガタ ウリカケ キン				478,238,118		91,124,462		387,113,656

										棚卸資産 タナオロシシサン				644		△13		658												棚卸資産 タナオロシシサン				644,312,267		-13,924,443		658,236,710

										その他 タ				38		△20		58												その他 タ				105,510,098		-4,794,638		110,304,736

										固定資産 コテイ シサン				134		14		119												固定資産 コテイ シサン				69,551,709		-498,888		70,050,597

										有形固定資産 ユウケイ コテイシサン				14		0		13												有形固定資産 ユウケイ コテイシサン				14,260,976		766,486		13,494,490

										無形固定資産 ムケイコテイシサン				18		0		18												無形固定資産 ムケイコテイシサン				18,602,473		430,006		18,172,467

										投資その他の資産 トウシ タ シサン				101		13		88												投資その他の資産 トウシ タ シサン				36,688,260		-1,695,380		38,383,640

										資産合計 シサンゴウケイ				2,170		488		1,681												資産合計 シサンゴウケイ				2,173,356,466		489,276,875		1,684,079,591

										流動負債 リュウドウ フサイ				519		132		386												流動負債 リュウドウ フサイ				522,902,919		134,453,185		388,449,734

										買掛金 カイカケキン				220		96		124		売上増に伴う仕入の増加 ウリアゲ ゾウ トモナ シイ ゾウカ										買掛金 カイカケキン				220,479,420		96,315,669		124,163,751

										未払法人税等 ミバライ ホウジンゼイ トウ				53		33		20												未払金・未払費用 ミバラ キン ミバラ ヒヨウ				158,017,662		-32,101,866		190,119,528

										その他 タ				245		3		242												その他 タ				144,405,837		70,239,382		74,166,455

										固定負債 コテイ フサイ				5		0		5												固定負債 コテイ フサイ				5,580,931		-77,006		5,657,937

										負債合計 フサイ ゴウケイ				524		132		391												負債合計 フサイ ゴウケイ				528,483,850		134,376,179		394,107,671

										資本金 シホンキン				160		150		10		上場時公募増資 ジョウジョウジ コウボゾウシ										資本金 シホンキン				160,512,000		150,512,000		10,000,000

										資本剰余金 シホンジョウヨキン				150		150		－		上場時公募増資 ジョウジョウジ コウボゾウシ										資本剰余金 シホンジョウヨキン				150,512,000		150,512,000

										利益剰余金 リエキジョウヨキン				1,335		55		1,279												利益剰余金 リエキジョウヨキン				1,333,848,616		53,876,696		1,279,971,920

										純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				1,646		356		1,289												純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				1,644,872,616		354,900,696		1,289,971,920

										負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				2,170		488		1,681												負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				2,173,356,466		489,276,875		1,684,079,591









業績

																								(単位 百万円) タンイ ヒャクマンエン																				(単位 百万円) タンイ ヒャクマンエン

												2020/7-10
実績 ジッセキ						2019/7-10
実績 ジッセキ		2021/6期
通期見込 キ ツウキミコ				通期見込
進捗率 ツウキ ミコ シンチョクリツ												2019/7-10実績 ジッセキ		2020/7-10実績 ジッセキ						2021/6期
通期見込 キ ツウキミコ

												金額 キンガク		対売上比率 タイウリアゲ ヒリツ		前期比 ゼンキ ヒ		金額 キンガク		金額 キンガク		対売上比率 タイウリアゲ ヒリツ														金額 キンガク		金額 キンガク		利益率 リエキリツ		前期比 ゼンキ ヒ				進捗率 シンチョクリツ

								売上 ウリアゲ				1,148				123.8%		928		3,650				31.5%								売上 ウリアゲ				928,028,016		1,148,503,793				123.8%		3,650,000,000		31.5%

								国内法人 コクナイ ホウジン				1,034				132.5%		840		3,184				32.5%								国内法人 コクナイ ホウジン				840,738,576		1,034,288,345				123.0%		3,184,140,000		32.5%

								海外向け法人 カイガイム ホウジン				33				44.4%		74		263				12.6%								海外向け法人 カイガイム ホウジン				74,440,238		33,042,376				44.4%		262,780,000		12.6%

								直販 チョクハン				81				138.5%		58		203				40.0%								直販 チョクハン				58,600,849		81,173,072				138.5%		203,080,000		40.0%

								売上原価 ウリアゲ ゲンカ				621		54.1%		132.8%		469		1,832		50.2%		33.9%								売上原価 ウリアゲ ゲンカ				469,212,854		621,326,599		54.1%		132.4%		1,832,082,000		33.9%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				527		45.9%		114.5%		458		1,818		49.8%		29.0%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				458,815,162		527,177,194		45.9%		114.9%		1,817,918,000		29.0%

								販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				414		36.0%		126.9%		326		1,518		41.6%		27.3%								販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ				326,345,631		413,978,936		36.0%		126.9%		1,517,918,000		27.3%

								人件費計 ヒト ケン ヒ				90		7.8%		107.4%		83		410		11.2%		22.0%								人件費計 ヒト ケン ヒ				83,930,434		90,153,680		7.8%		107.4%		410,137,000		22.0%

								販売関係費計				124		10.8%		135.8%		91		424		11.6%		29.3%								販売関係費計				91,509,470		124,231,764		10.8%		135.8%		424,000,000		29.3%

								物流関係費計 ブツ リュウ				129		11.3%		133.9%		96		390		10.7%		33.2%								物流関係費計 ブツ リュウ				96,699,009		129,487,959		11.3%		133.9%		390,300,000		33.2%

								設備関係費計				13		1.2%		99.9%		13		54		1.5%		24.7%								設備関係費計				13,294,712		13,281,177		1.2%		99.9%		53,730,000		24.7%

								一般経費計				57		4.9%		138.9%		40		240		6.6%		23.7%								一般経費計				40,912,006		56,824,356		4.9%		138.9%		239,751,000		23.7%

								営業利益				113		9.9%		84.1%		132		300		8.2%		37.7%								営業利益				132,469,531		113,198,258		9.9%		85.5%		300,000,000		37.7%

								営業外損益 エイギョウガイソンエキ				22		1.9%		639.5%		3		37		1.0%		60.5%								営業外損益 エイギョウガイソンエキ				3,501,500		22,392,933		1.9%		639.5%		37,000,000		60.5%

								経常利益				90		7.9%		69.0%		128		263		7.2%		34.5%								経常利益				128,968,031		90,805,325		7.9%		70.4%		263,000,000		34.5%

								法人税等 ホウジンゼイトウ				35		3.1%		79.3%		44		92		2.5%		38.8%								法人税等 ホウジンゼイトウ				44,340,028		35,711,076		3.1%		80.5%		92,000,000		38.8%

								当期利益				55		4.8%		63.7%		84		171		4.7%		32.2%								当期利益				84,628,003		55,094,249		4.8%		65.1%		171,000,000		32.2%





Sheet2





ブランド別売上

										ブランド別売上(四半期) ベツ ウリアゲ シハンキ														(単位 百万円) タンイ ヒャクマンエン																										(単位 百万円) タンイ ヒャクマンエン

														FY2020 1Q		FY2020 2Q		FY2020 3Q		FY2020 4Q		FY2021 1Q		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		増減要因 ゾウゲン ヨウイン														FY2020 1Q		FY2020 2Q		FY2020 3Q		FY2020 4Q		FY2021 1Q		前年同期比 ゼンネンドウキヒ		通期見込 ツウキミコ		進捗率 シンチョクリツ		増減要因 ゾウゲン ヨウイン				FY2021 1Q計画 ケイカク		計画比 ケイカクヒ		計画比 ケイカクヒ

										ヘルスケア				163		146		109		130		118		-45												ヘルスケア				163,904,816		146,620,107		109,969,495		130,017,107		118,269,529		-45,635,287		479,880,000		24.6%						102,100,000		16,169,529		115.8%

										なかったコトに				148		129		97		110		109		-39		新型コロナの影響によるインバウンド需要減継続も計画を上回る シンガタ エイキョウ ジュヨウゲン ケイゾク ケイカク ウワマワ										なかったコトに				148,934,433		129,517,262		97,596,759		110,273,613		109,858,370		-39,076,063		438,240,000		25.1%						93,100,000		16,758,370		118.0%

										満腹30倍 マンプク バイ				10		16		12		19		5		-5		新型コロナの影響によるインバウンド需要減継続 シンガタ エイキョウ ジュヨウゲン ケイゾク										満腹30倍 マンプク バイ				10,993,475		16,311,835		12,149,491		19,218,540		5,952,343		-5,041,132		41,640,000		14.3%						9,000,000		-3,047,657		66.1%

										その他ヘルスケア タ				3		0		0		0		2		-1												その他ヘルスケア タ				3,976,908		791,010		223,245		524,954		2,458,816		-1,518,092		0								0		2,458,816

										ビューティーケア				147		102		206		230		102		-45												ビューティーケア				147,853,423		102,198,796		206,339,175		230,717,244		102,451,255		-45,402,168		801,320,000		12.8%						89,470,000		12,981,255		114.5%

										優月美人				12		39		11		-1		10		-1												優月美人				12,200,289		39,987,105		11,127,938		-1,225,433		10,020,447		-2,179,842		65,800,000		15.2%						9,700,000		320,447		103.3%

										フットメジ				127		79		164		206		86		-40		新型コロナの影響による需要減 シンガタ エイキョウ ジュヨウゲン										フットメジ				127,558,122		79,649,631		164,595,459		206,969,492		86,568,763		-40,989,359		685,500,000		12.6%						78,450,000		8,118,763		110.3%

										スキンピース				6		-14		26		22		4		-1		新型コロナの影響による需要減 シンガタ エイキョウ ジュヨウゲン										スキンピース				6,389,890		-14,582,147		26,826,194		22,319,352		4,853,649		-1,536,241		37,420,000		13.0%						1,320,000		3,533,649		367.7%

										その他ビューティーケア タ				1		-2		3		2		1		0												その他ビューティーケア タ				1,705,122		-2,855,793		3,789,584		2,653,833		1,008,396		-696,726		3,600,000		28.0%						0		1,008,396

										ハウスホールド				574		606		294		579		861		287												ハウスホールド				574,430,494		606,830,234		294,972,621		579,578,493		861,787,846		287,357,352		2,121,500,000		40.6%						551,475,000		310,312,846		156.3%

										オキシクリーン				574		606		294		579		861		287		巣ごもり需要・衛生意識の向上で見込を大幅に上回り、未導入の店舗並びに未導入アイテムの取扱いが進む ミコ ミ ドウニュウ テンポ ススム										オキシクリーン				574,430,494		606,830,234		294,972,621		579,578,493		861,787,846		287,357,352		2,121,500,000		40.6%						551,475,000		310,312,846		156.3%

										その他 タ				8		13		17		15		24		15												その他 タ				8,821,110		13,546,243		17,218,051		15,923,510		24,241,500		15,420,390		65,800,000		36.8%						13,200,000		11,041,500		183.6%

										医薬品等 イヤクヒン トウ				32		37		43		36		41		8		エタノールは原薬の供給不足により一時的に欠品 ゲンヤク キョウキュウ フソク イチジテキ ケッピン										医薬品等 イヤクヒン トウ				32,981,115		37,449,599		43,200,451		36,698,739		41,753,663		8,772,548		181,500,000		23.0%						55,250,000		-13,496,337		75.6%

										売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				927		906		671		992		1,148		220												売上合計 ウリアゲ ゴウケイ				927,990,958		906,644,979		671,699,793		992,935,093		1,148,503,793		220,512,835		3,650,000,000		31.5%						811,495,000		337,008,793		141.5%







ブランド別グラフ

				ブランド別売上(四半期) ベツ ウリアゲ シハンキ

						FY2019 1Q		FY2019 2Q		FY2019 3Q		FY2019 4Q		FY2020 1Q		FY2020 2Q		FY2020 3Q		FY2020 4Q		FY2021 1Q

				なかったコトに		228		181		203		197		148		129		97		110		109

				満腹30倍 マンプク バイ		15		18		24		15		10		16		12		19		5

				その他ヘルスケア タ		4		4		6		4		3		0		0		0		2

				優月美人		21		61		16		-2		12		39		11		-1		10

				フットメジ		141		84		98		208		127		79		164		206		86

				スキンピース		15		-11		41		26		6		-14		26		22		4

				その他ビューティーケア タ				5		1		12		1		-2		3		2		1

				オキシクリーン		446		550		228		385		574		606		294		579		861

				その他 タ		7		5		23		11		8		13		17		15		24

				医薬品等 イヤクヒン トウ		38		31		13		29		32		37		43		36		41

				売上合計 ウリアゲ ゴウケイ		919		932		636		888		927		906		671		992		1,148



ブランド別売上推移(四半期ベース)



オキシクリーン	

FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	446	550	228	385	574	606	294	579	861	優月美人	

FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	21	61	16	-2	12	39	11	-1	10	フットメジ	

FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	141	84	98	208	127	79	164	206	86	スキンピース	

FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	15	-11	41	26	6	-14	26	22	4	その他ビューティーケア	FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	5	1	12	1	-2	3	2	1	なかったコトに	

FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	228	181	203	197	148	129	97	110	109	満腹30倍	

FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	15	18	24	15	10	16	12	19	5	その他ヘルスケア	FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	4	4	6	4	3	0	0	0	2	医薬品等	

FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	38	31	13	29	32	37	43	36	41	その他	

FY2019 1Q	FY2019 2Q	FY2019 3Q	FY2019 4Q	FY2020 1Q	FY2020 2Q	FY2020 3Q	FY2020 4Q	FY2021 1Q	7	5	23	11	8	13	17	15	24	











５-1．販売活動

5

新型コロナウイルス感染対策による衛生意識の高まりに対する需要を獲得すべく、8～9月に
オキシクリーンの新CMを投下。店頭・EC共に、引き続き売上好調を維持しております。
また、9月にはEC専用スキンケアブランド「エナシャス」の販売を開始しました。

Copyright © GRAPHICO, Inc. All Rights Reserved

オキシクリーン
「除菌訴求」
テレビCM投下

エナシャス
EC専用スキンケアブランドを新発売



５-2．マーケットレポート
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小売店での販売状況は、当期第1四半期(2020/7-9)と前期第1四半期(2019/7-9)を比較する
と、｢オキシクリーン」の好調に対し、｢なかったコトに｣｢フットメジ｣は新型コロナの
影響により1店舗あたりの販売個数が減少しております。

出典：ID-POSデータベース GAMシステム

期間 数/店 ﾘﾋﾟｰﾄ率

前期１Q 36.0 11.8%

当期１Q 48.4 13.1%

前年比 134.6% 111.0%

期間 数/店 ﾘﾋﾟｰﾄ率

前期１Q 5.8 28.7%

当期１Q 5.1 32.1%

前年比 88.1% 111.8%

期間 数/店 ﾘﾋﾟｰﾄ率

前期１Q 12.3 13.9%

当期１Q 10.5 12.1%

前年比 85.3% 87.1%
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Beauty care

ビューティーケア

Health care

ヘルスケア

Household

ハウスホールド

※

※1店舗当たりの販売個数

※ ※


Sheet1

		金額単位：千円				優月美人温座パッド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		111		優月美人温座パッド		2019年 ネン		61		70		148		47.30%		57		96		1.15		819		1.37		597		0.00%		9.80%		53		1.81

		111		優月美人温座パッド		2020年 ネン		39		45		105		42.90%		39		71		1.15		871		1.58		552		0.00%		7.70%		32		2.22

						前年比 ゼンネン ヒ		63.9%		64.3%		70.9%		90.7%		68.4%		74.0%		100.0%		106.3%		115.3%		92.5%		69.2%		78.6%		60.4%		122.7%



						優月美人温座パッド　1個

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		113		優月美人温座パッド　1個		2019年 ネン		25		27		66		40.90%		6		34		1.08		226		1.26		179		0.00%		8.00%		20		1.7

		113		優月美人温座パッド　1個		2020年 ネン		18		18		48		37.50%		6		31		1		313		1.72		182		0.00%		0.00%		16		1.94

						前年比 ゼンネン ヒ		72.0%		66.7%		72.7%		91.7%		100.0%		91.2%		92.6%		138.5%		136.5%		101.7%		80.0%		0.0%		80.0%		114.1%



						優月美人温座パッド　6個

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		114		優月美人温座パッド　6個		2019年 ネン		36		43		82		52.40%		51		62		1.19		1191		1.44		826		0.00%		11.10%		39		1.59

		114		優月美人温座パッド　6個		2020年 ネン		21		27		57		47.40%		34		40		1.29		1243		1.48		839		0.00%		14.30%		21		1.9

						前年比 ゼンネン ヒ		58.3%		62.8%		69.5%		90.5%		66.7%		64.5%		108.4%		104.4%		102.8%		101.6%		62.5%		128.8%		53.8%		119.5%



						フットメジブランド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		120		フットメジブランド		2019年 ネン		4510		5305		7045		75.30%		4697		5526		1.18		885		1.04		850		0.10%		13.90%		451		12.25

		120		フットメジブランド		2020年 ネン		3745		4322		5774		74.90%		3883		4515		1.15		899		1.04		860		0.09%		12.10%		432		10.45

						前年比 ゼンネン ヒ		83.0%		81.5%		82.0%		99.5%		82.7%		81.7%		97.5%		101.6%		100.0%		101.2%		86.8%		87.1%		95.8%		85.3%



						フットメジ石けん

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		121		フットメジ石けん		2019年 ネン		4497		5291		7022		75.30%		4683		5508		1.18		885		1.04		850		0.10%		13.90%		451		12.21

		121		フットメジ石けん		2020年 ネン		3613		4174		5545		75.30%		3736		4355		1.16		895		1.04		858		0.08%		12.20%		431		10.1

						前年比 ゼンネン ヒ		80.3%		78.9%		79.0%		100.0%		79.8%		79.1%		98.3%		101.1%		100.0%		100.9%		83.9%		87.8%		95.6%		82.7%



						フットメジ（石けん以外）

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		123		フットメジ（石けん以外）		2019年 ネン		19		19		31		61.30%		17		21		1		872		1.11		789		0.00%		0.00%		19		1.11

		123		フットメジ（石けん以外）		2020年 ネン		138		150		231		64.90%		147		160		1.09		981		1.07		920		0.00%		6.50%		58		2.76

						前年比 ゼンネン ヒ		726.3%		789.5%		745.2%		105.9%		864.7%		761.9%		109.0%		112.5%		96.4%		116.6%		800.0%		ERROR:#DIV/0!		305.3%		248.6%



						FMフレッシュハーブ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		125		FMフレッシュハーブ		2019年 ネン		2118		2424		3301		73.40%		1971		2468		1.14		813		1.02		798		0.05%		11.90%		340		7.26

		125		FMフレッシュハーブ		2020年 ネン		1493		1673		2338		71.60%		1374		1714		1.12		821		1.02		802		0.03%		9.70%		338		5.07

						前年比 ゼンネン ヒ		70.5%		69.0%		70.8%		97.5%		69.7%		69.4%		98.2%		101.0%		100.0%		100.5%		73.7%		81.5%		99.4%		69.8%



						FM爽快ミント

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		124		FM爽快ミント		2019年 ネン		1961		2284		2931		77.90%		2177		2396		1.16		953		1.05		909		0.04%		13.20%		310		7.73

		124		FM爽快ミント		2020年 ネン		1528		1766		2236		79.00%		1684		1838		1.16		954		1.04		916		0.03%		12.60%		280		6.56

						前年比 ゼンネン ヒ		77.9%		77.3%		76.3%		101.4%		77.4%		76.7%		100.0%		100.1%		99.0%		100.8%		81.5%		95.5%		90.3%		84.9%



						FMすっきりミント

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		126		FMすっきりミント		2019年 ネン		40		42		75		56.00%		39		44		1.05		926		1.05		884		0.00%		5.00%		14		3.14

		126		FMすっきりミント		2020年 ネン		19		19		41		46.30%		19		21		1		999		1.11		904		0.00%		0.00%		7		3

						前年比 ゼンネン ヒ		47.5%		45.2%		54.7%		82.7%		48.7%		47.7%		95.2%		107.9%		105.7%		102.3%		44.4%		0.0%		50.0%		95.5%



						FMクリアローズ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		127		FMクリアローズ		2020年 ネン		276		301		388		77.60%		269		312		1.09		893		1.04		861		0.01%		6.50%		71		4.39

						前年比 ゼンネン ヒ		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー



						FMフローラルピーチ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		128		FMフローラルピーチ		2019年 ネン		481		550		694		79.30%		462		557		1.14		840		1.01		829		0.01%		9.40%		146		3.82

		128		FMフローラルピーチ		2020年 ネン		389		435		542		80.30%		371		445		1.12		852		1.02		833		0.01%		8.50%		122		3.65

						前年比 ゼンネン ヒ		80.9%		79.1%		78.1%		101.3%		80.3%		79.9%		98.2%		101.4%		101.0%		100.5%		84.8%		90.4%		83.6%		95.5%



						FMラベンダー

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		129		FMラベンダー		2019年 ネン		26		29		70		41.40%		24		31		1.12		830		1.07		776		0.00%		11.50%		9		3.44

		129		FMラベンダー		2020年 ネン		25		25		54		46.30%		20		25		1		786		1		786		0.00%		0.00%		7		3.57

						前年比 ゼンネン ヒ		96.2%		86.2%		77.1%		111.8%		83.3%		80.6%		89.3%		94.7%		93.5%		101.3%		100.0%		0.0%		77.8%		103.8%



						FMドライシャンプー

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		220		FMドライシャンプー		2020年 ネン		22		24		41		58.50%		26		22		1.09		1084		0.92		1182		0.00%		4.50%		19		1.16

						前年比 ゼンネン ヒ		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー



						FMピーリング

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		221		FMピーリング		2019年 ネン		1		1		1		100.00%		1		1		1		810		1		810		0.00%		0.00%		1		1

		221		FMピーリング		2020年 ネン		103		112		172		65.10%		109		123		1.09		977		1.1		890		0.00%		6.80%		37		3.32

						前年比 ゼンネン ヒ		10300.0%		11200.0%		17200.0%		65.1%		10900.0%		12300.0%		109.0%		120.6%		110.0%		109.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3700.0%		332.0%



						なかったコトに！ブランド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		130		なかったコトに！ブランド		2019年 ネン		2262		3551		5047		70.40%		6159		3836		1.57		1735		1.08		1606		0.05%		28.70%		661		5.8

		130		なかったコトに！ブランド		2020年 ネン		1915		3131		4338		72.20%		5497		3317		1.63		1756		1.06		1657		0.04%		32.10%		649		5.11

						前年比 ゼンネン ヒ		84.7%		88.2%		86.0%		102.6%		89.3%		86.5%		103.8%		101.2%		98.1%		103.2%		88.5%		111.8%		98.2%		88.1%



						なかったコトに！Ｒ４０　

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		131		なかったコトに！Ｒ４０　		2019年 ネン		700		1115		1507		74.00%		1952		1170		1.59		1750		1.05		1668		0.02%		27.90%		333		3.51

		131		なかったコトに！Ｒ４０　		2020年 ネン		695		1113		1501		74.20%		2006		1178		1.6		1802		1.06		1703		0.02%		29.90%		425		2.77

						前年比 ゼンネン ヒ		99.3%		99.8%		99.6%		100.3%		102.8%		100.7%		100.6%		103.0%		101.0%		102.1%		103.9%		107.2%		127.6%		78.9%



						なかったコトに！赤

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		132		なかったコトに！赤		2019年 ネン		1094		1510		2382		63.40%		2606		1582		1.38		1726		1.05		1647		0.02%		22.00%		556		2.85

		132		なかったコトに！赤		2020年 ネン		794		1126		1760		64.00%		2008		1154		1.42		1783		1.02		1740		0.02%		25.80%		498		2.32

						前年比 ゼンネン ヒ		72.6%		74.6%		73.9%		100.9%		77.1%		72.9%		102.9%		103.3%		97.1%		105.6%		75.7%		117.3%		89.6%		81.4%



						なかったコトに！夜用

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		133		なかったコトに！夜用		2019年 ネン		192		311		441		70.50%		472		359		1.62		1517		1.15		1314		0.00%		26.00%		160		2.24

		133		なかったコトに！夜用		2020年 ネン		120		175		254		68.90%		253		190		1.46		1443		1.09		1329		0.00%		20.00%		129		1.47

						前年比 ゼンネン ヒ		62.5%		56.3%		57.6%		97.7%		53.6%		52.9%		90.1%		95.1%		94.8%		101.1%		64.3%		76.9%		80.6%		65.6%



						なかったコトに！するっ茶

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		134		なかったコトに！するっ茶		2019年 ネン		369		663		785		84.50%		1130		725		1.8		1704		1.09		1558		0.01%		37.90%		258		2.81

		134		なかったコトに！するっ茶		2020年 ネン		398		743		860		86.40%		1231		795		1.87		1657		1.07		1548		0.01%		38.90%		271		2.93

						前年比 ゼンネン ヒ		107.9%		112.1%		109.6%		102.2%		108.9%		109.7%		103.9%		97.2%		98.2%		99.4%		112.3%		102.6%		105.0%		104.3%



						満腹ダイエットブランド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		140		満腹ダイエットブランド		2019年 ネン		652		745		1708		43.60%		228		833		1.14		306		1.12		274		0.01%		9.50%		178		4.68

		140		満腹ダイエットブランド		2020年 ネン		739		845		1644		51.40%		268		1003		1.14		317		1.19		267		0.02%		8.50%		193		5.2

						前年比 ゼンネン ヒ		113.3%		113.4%		96.3%		117.9%		117.5%		120.4%		100.0%		103.6%		106.3%		97.4%		119.0%		89.5%		108.4%		111.1%



						スキンピースブランド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		150		スキンピースブランド		2019年 ネン		1078		1207		1451		83.20%		1095		1257		1.12		907		1.04		871		0.02%		8.30%		256		4.91

		150		スキンピースブランド		2020年 ネン		637		697		864		80.70%		644		741		1.09		924		1.06		869		0.01%		7.10%		235		3.15

						前年比 ゼンネン ヒ		59.1%		57.7%		59.5%		97.0%		58.8%		58.9%		97.3%		101.9%		101.9%		99.8%		61.4%		85.5%		91.8%		64.2%



						スキンピースＵＶ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		151		スキンピースＵＶ		2019年 ネン		1077		1206		1450		83.20%		1094		1256		1.12		907		1.04		871		0.02%		8.40%		255		4.93

		151		スキンピースＵＶ		2020年 ネン		637		697		864		80.70%		644		741		1.09		924		1.06		869		0.01%		7.10%		235		3.15

						前年比 ゼンネン ヒ		59.1%		57.8%		59.6%		97.0%		58.9%		59.0%		97.3%		101.9%		101.9%		99.8%		61.7%		84.5%		92.2%		63.9%



						スキンピースUV ミルク

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		152		スキンピースUV ミルク		2019年 ネン		391		415		497		83.50%		365		419		1.06		879		1.01		871		0.01%		5.10%		206		2.03

		152		スキンピースUV ミルク		2020年 ネン		198		206		250		82.40%		184		212		1.04		891		1.03		866		0.00%		4.00%		134		1.58

						前年比 ゼンネン ヒ		50.6%		49.6%		50.3%		98.7%		50.4%		50.6%		98.1%		101.4%		102.0%		99.4%		52.9%		78.4%		65.0%		77.8%



						スキンピースUV ジェル

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		153		スキンピースUV ジェル		2019年 ネン		410		464		544		85.30%		409		470		1.13		882		1.01		870		0.01%		9.30%		210		2.24

		153		スキンピースUV ジェル		2020年 ネン		254		280		340		82.40%		259		297		1.1		924		1.06		871		0.01%		7.10%		156		1.9

						前年比 ゼンネン ヒ		62.0%		60.3%		62.5%		96.6%		63.3%		63.2%		97.3%		104.8%		105.0%		100.1%		64.4%		76.3%		74.3%		84.8%



						スキンピースUV スプレー

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		154		スキンピースUV スプレー		2019年 ネン		317		357		446		80.00%		320		367		1.13		898		1.03		873		0.01%		7.90%		191		1.92

		154		スキンピースUV スプレー		2020年 ネン		209		227		293		77.50%		202		232		1.09		890		1.02		871		0.00%		7.20%		154		1.51

						前年比 ゼンネン ヒ		65.9%		63.6%		65.7%		96.9%		63.1%		63.2%		96.5%		99.1%		99.0%		99.8%		69.6%		91.1%		80.6%		78.6%



						オキシクリーンブランド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		160		オキシクリーンブランド		2019年 ネン		20354		23851		30513		78.20%		16191		24450		1.17		679		1.03		662		0.44%		11.80%		680		35.96

		160		オキシクリーンブランド		2020年 ネン		27748		33075		42844		77.20%		23899		34028		1.19		723		1.03		702		0.63%		13.10%		703		48.4

						前年比 ゼンネン ヒ		136.3%		138.7%		140.4%		98.7%		147.6%		139.2%		101.7%		106.5%		100.0%		106.0%		142.5%		111.0%		103.4%		134.6%



						オキシクリーン　５００ｇ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		161		オキシクリーン　５００ｇ		2019年 ネン		15185		17289		22433		77.10%		8897		17518		1.14		515		1.01		508		0.33%		9.40%		679		25.8

		161		オキシクリーン　５００ｇ		2020年 ネン		19225		22141		29505		75.00%		11443		22516		1.15		517		1.02		508		0.44%		10.30%		703		32.03

						前年比 ゼンネン ヒ		126.6%		128.1%		131.5%		97.3%		128.6%		128.5%		100.9%		100.4%		101.0%		100.0%		132.3%		109.6%		103.5%		124.1%



						オキシクリーン　１５００ｇ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		162		オキシクリーン　１５００ｇ		2019年 ネン		2775		3209		4013		80.00%		4081		3240		1.16		1272		1.01		1259		0.06%		11.60%		385		8.42

		162		オキシクリーン　１５００ｇ		2020年 ネン		4905		5849		7106		82.30%		7488		5912		1.19		1280		1.01		1267		0.11%		13.80%		367		16.11

						前年比 ゼンネン ヒ		176.8%		182.3%		177.1%		102.9%		183.5%		182.5%		102.6%		100.6%		100.0%		100.6%		184.8%		119.0%		95.3%		191.3%



						オキシクリーンＥＸ　８０２ｇ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		163		オキシクリーンＥＸ　８０２ｇ		2019年 ネン		622		690		801		86.10%		756		700		1.11		1095		1.01		1079		0.01%		7.40%		60		11.67

		163		オキシクリーンＥＸ　８０２ｇ		2020年 ネン		1114		1227		1449		84.70%		1352		1249		1.1		1102		1.02		1083		0.03%		7.80%		145		8.61

						前年比 ゼンネン ヒ		179.1%		177.8%		180.9%		98.4%		178.8%		178.4%		99.1%		100.6%		101.0%		100.4%		186.8%		105.4%		241.7%		73.8%



						ホワイトリバイブ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		164		ホワイトリバイブ		2019年 ネン		132		147		173		85.00%		284		144		1.11		1934		0.98		1974		0.00%		8.30%		37		3.89

		164		ホワイトリバイブ		2020年 ネン		174		204		231		88.30%		413		210		1.17		2026		1.03		1968		0.00%		10.30%		37		5.68

						前年比 ゼンネン ヒ		131.8%		138.8%		133.5%		103.9%		145.4%		145.8%		105.4%		104.8%		105.1%		99.7%		137.9%		124.1%		100.0%		146.0%



						マックスFスプレー

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		165		マックスFスプレー		2019年 ネン		1996		2156		2646		81.50%		1750		2209		1.08		812		1.02		792		0.04%		6.30%		370		5.97

		165		マックスFスプレー		2020年 ネン		2965		3243		3957		82.00%		2583		3293		1.09		796		1.02		784		0.07%		6.70%		390		8.44

						前年比 ゼンネン ヒ		148.5%		150.4%		149.5%		100.6%		147.6%		149.1%		100.9%		98.0%		100.0%		99.0%		155.3%		106.3%		105.4%		141.4%



						マックスFジェル

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		166		マックスFジェル		2019年 ネン		560		620		756		82.00%		424		639		1.11		684		1.03		664		0.01%		8.40%		53		12.06

		166		マックスFジェル		2020年 ネン		619		683		832		82.10%		464		694		1.1		679		1.02		668		0.01%		6.80%		56		12.39

						前年比 ゼンネン ヒ		110.5%		110.2%		110.1%		100.1%		109.4%		108.6%		99.1%		99.3%		99.0%		100.6%		115.6%		81.0%		105.7%		102.7%



						こりキュンブランド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		180		こりキュンブランド		2019年 ネン		169		181		295		61.40%		161		187		1.07		888		1.03		859		0.00%		4.70%		163		1.15

		180		こりキュンブランド		2020年 ネン		273		300		475		63.20%		258		313		1.1		859		1.04		823		0.01%		5.90%		220		1.42

						前年比 ゼンネン ヒ		161.5%		165.7%		161.0%		102.9%		160.2%		167.4%		102.8%		96.7%		101.0%		95.8%		167.6%		125.5%		135.0%		123.5%



						こりキュンA

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		181		こりキュンA		2019年 ネン		169		181		294		61.60%		161		187		1.07		888		1.03		859		0.00%		4.70%		163		1.15

		181		こりキュンA		2020年 ネン		204		218		355		61.40%		183		224		1.07		840		1.03		817		0.00%		3.90%		189		1.19

						前年比 ゼンネン ヒ		120.7%		120.4%		120.7%		99.7%		113.7%		119.8%		100.0%		94.6%		100.0%		95.1%		127.0%		83.0%		116.0%		103.5%



						こりキュンＢ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		182		こりキュンＢ		2019年 ネン

		182		こりキュンＢ		2020年 ネン		77		86		125		68.80%		75		89		1.12		868		1.03		839		0.00%		7.80%		77		1.16

						前年比 ゼンネン ヒ		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー



						ブテナロック足洗いソープ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		201		ブテナロック足洗いソープ		2020年 ネン		699		762		1101		69.20%		774		805		1.09		1016		1.06		962		0.02%		7.20%		310		2.6

		202		ベビーフット		2019年 ネン		991		1046		1702		61.50%		1475		1086		1.06		1410		1.04		1358		0.02%		4.10%		319		3.4

		202		ベビーフット		2020年 ネン		345		357		533		67.00%		501		361		1.03		1404		1.01		1389		0.01%		3.20%		214		1.69

		203		ベルベットスムーズ		2019年 ネン		725		743		989		75.10%		1276		754		1.02		1717		1.01		1692		0.02%		2.10%		353		2.14

		203		ベルベットスムーズ		2020年 ネン		426		436		576		75.70%		691		440		1.02		1585		1.01		1571		0.01%		2.10%		277		1.59

		204		デオナチュレ		2019年 ネン		9477		10854		16717		64.90%		8584		11523		1.15		791		1.06		745		0.21%		11.20%		745		15.47

		204		デオナチュレ		2020年 ネン		5127		5963		9358		63.70%		5344		6195		1.16		896		1.04		863		0.12%		12.20%		730		8.49

		300		オリヒロ　賢人の緑茶		2019年 ネン		883		1384		1645		84.10%		2796		1437		1.57		2021		1.04		1946		0.02%		33.50%		473		3.04

		300		オリヒロ　賢人の緑茶		2020年 ネン		853		1321		1581		83.60%		2569		1361		1.55		1945		1.03		1888		0.02%		33.40%		474		2.87

		301		糖×脂すっきり茶		2020年 ネン		1257		1712		1978		86.60%		1446		1829		1.36		845		1.07		790		0.03%		20.40%		446		4.1

		302		井藤漢　黒減肥茶		2019年 ネン		647		844		1042		81.00%		774		867		1.3		917		1.03		893		0.01%		20.70%		335		2.59

		302		井藤漢　黒減肥茶		2020年 ネン		547		741		875		84.70%		672		756		1.35		906		1.02		888		0.01%		23.00%		290		2.61

		303		糖流茶		2019年 ネン		437		593		705		84.10%		550		633		1.36		927		1.07		869		0.01%		24.90%		269		2.35

		303		糖流茶		2020年 ネン		348		503		591		85.10%		466		533		1.45		925		1.06		873		0.01%		27.90%		261		2.04

		304		ヘルシア粉末		2019年 ネン		75		91		141		64.50%		228		95		1.21		2502		1.04		2397		0.00%		14.70%		77		1.23

		304		ヘルシア粉末		2020年 ネン		103		145		165		87.90%		374		160		1.41		2576		1.1		2335		0.00%		20.40%		76		2.11

		311		カロリミット		2019年 ネン		8303		12290		18118		67.80%		21609		12463		1.48		1758		1.01		1734		0.18%		27.10%		748		16.66

		311		カロリミット		2020年 ネン		7547		10804		16285		66.30%		20772		10875		1.43		1923		1.01		1910		0.17%		25.10%		737		14.76

		312		大人のカロリミット		2019年 ネン		7275		10620		15459		68.70%		22440		10927		1.46		2113		1.03		2054		0.16%		28.20%		748		14.61

		312		大人のカロリミット		2020年 ネン		6822		9595		14092		68.10%		21765		9755		1.41		2268		1.02		2231		0.16%		26.20%		742		13.15

		313		ＤＨＣ（代謝燃焼）		2019年 ネン		9766		15387		21739		70.80%		21841		17578		1.58		1419		1.14		1243		0.21%		32.00%		753		23.34

		313		ＤＨＣ（代謝燃焼）		2020年 ネン		8370		13463		18559		72.50%		18752		14966		1.61		1393		1.11		1253		0.19%		33.60%		746		20.06

		314		ファンケル内脂サポート		2019年 ネン		4655		7042		9651		73.00%		19369		7251		1.51		2751		1.03		2671		0.10%		31.50%		643		11.28

		314		ファンケル内脂サポート		2020年 ネン		4886		7331		10055		72.90%		20016		7501		1.5		2730		1.02		2668		0.11%		31.90%		736		10.19

		315		メタバリア		2019年 ネン		3182		5631		7827		71.90%		15470		6307		1.77		2747		1.12		2453		0.07%		35.40%		674		9.36

		315		メタバリア		2020年 ネン		4854		8477		12016		70.50%		23305		9044		1.75		2749		1.07		2577		0.11%		35.90%		721		12.54

		316		ぱっくん分解酵母		2019年 ネン		3903		6341		10293		61.60%		11706		6790		1.62		1846		1.07		1724		0.09%		32.10%		640		10.61

		316		ぱっくん分解酵母		2020年 ネン		2765		4422		6398		69.10%		8230		4653		1.6		1861		1.05		1769		0.06%		31.20%		632		7.36

		317		イースト×エンザイム		2019年 ネン		2636		3617		5550		65.20%		5703		3879		1.37		1577		1.07		1470		0.06%		21.60%		625		6.21

		317		イースト×エンザイム		2020年 ネン		2205		2993		4201		71.20%		4851		3143		1.36		1621		1.05		1544		0.05%		22.50%		622		5.05

		318		ＤＨＣ（吸収阻害排出）		2019年 ネン		4028		6176		9408		65.60%		5986		7181		1.53		969		1.16		834		0.09%		28.80%		727		9.88

		318		ＤＨＣ（吸収阻害排出）		2020年 ネン		2606		3897		5784		67.40%		3913		4374		1.5		1004		1.12		895		0.06%		27.20%		674		6.49

		319		ｏｎａｋａ		2019年 ネン		769		1019		2304		44.20%		2516		1563		1.33		2469		1.53		1610		0.02%		20.70%		414		3.78

		319		ｏｎａｋａ		2020年 ネン		548		757		1129		67.10%		1337		832		1.38		1767		1.1		1607		0.01%		23.50%		366		2.27

		320		その他ダイエットサプリメント		2019年 ネン		22081		32062		47813		67.10%		39811		36803		1.45		1242		1.15		1082		0.48%		24.00%		752		48.94

		320		その他ダイエットサプリメント		2020年 ネン		16805		24288		33629		72.20%		36584		26936		1.45		1506		1.11		1358		0.38%		24.30%		744		36.2

		501		子どもUV		2019年 ネン		17734		19887		28074		70.80%		15231		20984		1.12		766		1.06		726		0.39%		9.10%		749		28.02

		501		子どもUV		2020年 ネン		20247		22519		31388		71.70%		17494		23709		1.11		777		1.05		738		0.46%		8.60%		744		31.87

		502		ビオレキッズUV		2019年 ネン		6		6		9		66.70%		4		6		1		591		1		591		0.00%		0.00%		6		1

		502		ビオレキッズUV		2020年 ネン		4029		4119		5894		69.90%		3310		4164		1.02		804		1.01		795		0.09%		1.90%		721		5.78

		503		ピジョン　ベビーUV		2019年 ネン		2161		2284		3298		69.30%		1619		2349		1.06		709		1.03		689		0.05%		4.60%		601		3.91

		503		ピジョン　ベビーUV		2020年 ネン		2289		2398		3273		73.30%		1471		2452		1.05		614		1.02		600		0.05%		3.90%		576		4.26

		504		ママハグ		2019年 ネン		589		656		785		83.60%		523		671		1.11		798		1.02		780		0.01%		9.70%		225		2.98

		504		ママハグ		2020年 ネン		726		775		902		85.90%		599		806		1.07		773		1.04		744		0.02%		6.10%		266		3.03

		505		ママバター		2019年 ネン		12		12		20		60.00%		17		13		1		1421		1.08		1312		0.00%		0.00%		16		0.81

		505		ママバター		2020年 ネン		20		20		30		66.70%		27		21		1		1365		1.05		1300		0.00%		0.00%		21		1

		506		ママラボ		2019年 ネン		2		2		2		100.00%		4		3		1		1752		1.5		1168		0.00%		0.00%		2		1.5

		506		ママラボ		2020年 ネン		148		159		207		76.80%		215		164		1.07		1351		1.03		1310		0.00%		6.80%		23		7.13

		507		マミー		2019年 ネン		9850		10964		15405		71.20%		9916		11362		1.11		904		1.04		873		0.22%		8.40%		741		15.33

		507		マミー		2020年 ネン		9481		10662		15070		70.70%		9616		11062		1.12		902		1.04		869		0.22%		9.50%		731		15.13

		508		ミルフワ　ベビ－ＵＶ		2019年 ネン		1144		1211		2059		58.80%		713		1266		1.06		589		1.05		563		0.03%		4.50%		363		3.49

		508		ミルフワ　ベビ－ＵＶ		2020年 ネン		720		789		1137		69.40%		472		819		1.1		598		1.04		576		0.02%		7.40%		362		2.26

		601		ワイドハイター		2019年 ネン		381927		680066		807804		84.20%		183480		899902		1.78		270		1.32		204		8.34%		37.80%		744		1209.55

		601		ワイドハイター		2020年 ネン		348406		616230		737353		83.60%		167318		790489		1.77		272		1.28		212		7.96%		37.10%		739		1069.67

		602		ブライト		2019年 ネン		43951		71354		81979		87.00%		24503		79424		1.62		343		1.11		309		0.96%		33.40%		684		116.12

		602		ブライト		2020年 ネン		40348		63737		73308		86.90%		21899		72447		1.58		344		1.14		302		0.92%		30.60%		677		107.01

		603		ウタマロ		2019年 ネン		41550		48463		60113		80.60%		8741		60321		1.17		180		1.24		145		0.91%		11.20%		734		82.18

		603		ウタマロ		2020年 ネン		35480		41318		51612		80.10%		7596		48944		1.16		184		1.18		155		0.81%		11.10%		730		67.05

		604		オキシウォッシュ		2019年 ネン		2419		3241		3703		87.50%		2682		3373		1.34		827		1.04		795		0.05%		20.40%		263		12.83

		604		オキシウォッシュ		2020年 ネン		3825		5273		6081		86.70%		2838		5707		1.38		538		1.08		497		0.09%		21.40%		262		21.78

		605		オキシクリーン（500,1500,EX）		2019年 ネン		18151		21168		27223		77.80%		13733		21458		1.17		649		1.01		640		0.40%		11.30%		680		31.56

		605		オキシクリーン（500,1500,EX）		2020年 ネン		24603		29184		38017		76.80%		20283		29677		1.19		695		1.02		683		0.56%		12.70%		703		42.21

		606		オキシクリーン以外		2019年 ネン		453572		802750		953357		84.20%		223251		1050994		1.77		278		1.31		212		9.91%		37.40%		744		1412.63

		606		オキシクリーン以外		2020年 ネン		416982		730893		873937		83.60%		203841		932368		1.75		279		1.28		219		9.52%		36.50%		739		1261.66

		607		ワイドハイターブランド		2019年 ネン		36502		55161		67868		81.30%		24127		61183		1.51		437		1.11		394		0.80%		28.30%		716		85.45

		607		ワイドハイターブランド		2020年 ネン		33727		53116		66144		80.30%		22862		59357		1.57		430		1.12		385		0.77%		30.80%		714		83.13

		608		ワイドハイター以外		2019年 ネン		440545		772798		917249		84.30%		213142		1011413		1.75		276		1.31		211		9.63%		36.80%		744		1359.43

		608		ワイドハイター以外		2020年 ネン		410690		710325		849588		83.60%		202503		903304		1.73		285		1.27		224		9.38%		35.60%		739		1222.33

		801		あずきのチカラ		2019年 ネン		650		684		1262		54.20%		646		723		1.05		944		1.06		893		0.01%		3.80%		175		4.13

		801		あずきのチカラ		2020年 ネン		897		926		1702		54.40%		873		991		1.03		943		1.07		881		0.02%		2.80%		218		4.55

		802		めぐりズム		2019年 ネン		34851		44476		78032		57.00%		40529		50673		1.28		911		1.14		800		0.76%		15.50%		753		67.29

		802		めぐりズム		2020年 ネン		29240		37369		61040		61.20%		32844		41897		1.28		879		1.12		784		0.67%		15.70%		746		56.16

		803		アンメルツ・アンメルシンヨコヨコ		2019年 ネン		19572		23904		33972		70.40%		13243		28304		1.22		554		1.18		468		0.43%		14.00%		752		37.64

		803		アンメルツ・アンメルシンヨコヨコ		2020年 ネン		16005		19173		26651		71.90%		10736		21405		1.2		560		1.12		502		0.37%		12.60%		746		28.69

		804		ロイヒ		2019年 ネン		8787		11200		19085		58.70%		11586		14400		1.27		1034		1.29		805		0.19%		16.40%		750		19.2

		804		ロイヒ		2020年 ネン		7288		9167		12582		72.90%		9149		10951		1.26		998		1.19		835		0.17%		15.20%		734		14.92

		805		ほぐリラロールオン		2019年 ネン		890		1017		1509		67.40%		945		1087		1.14		929		1.07		870		0.02%		9.10%		229		4.75

		805		ほぐリラロールオン		2020年 ネン		358		429		580		74.00%		408		473		1.2		952		1.1		863		0.01%		12.00%		138		3.43

		806		ほぐリラ温感		2019年 ネン		37		47		78		60.30%		44		56		1.27		937		1.19		786		0.00%		13.50%		10		5.6

		806		ほぐリラ温感		2020年 ネン		12		16		24		66.70%		14		19		1.33		884		1.19		744		0.00%		25.00%		7		2.71

		807		パスタイムＦＸこはる		2019年 ネン		104		114		130		87.70%		130		133		1.1		1143		1.17		980		0.00%		5.80%		69		1.93

		807		パスタイムＦＸこはる		2020年 ネン		81		91		113		80.50%		96		98		1.12		1055		1.08		980		0.00%		9.90%		62		1.58

		808		パスタイム クリーム		2019年 ネン		55		65		81		80.20%		70		65		1.18		1080		1		1080		0.00%		16.40%		43		1.51

		808		パスタイム クリーム		2020年 ネン		43		49		67		73.10%		57		53		1.14		1168		1.08		1080		0.00%		9.30%		44		1.2

		809		パスタイム　テープ		2019年 ネン		3224		4339		5437		79.80%		4532		4627		1.35		1044		1.07		979		0.07%		17.90%		540		8.57

		809		パスタイム　テープ		2020年 ネン		2668		3633		4474		81.20%		3900		3951		1.36		1073		1.09		987		0.06%		16.90%		533		7.41

		810		パスタイム ローション		2019年 ネン		77		91		131		69.50%		131		95		1.18		1441		1.04		1380		0.00%		10.40%		64		1.48

		810		パスタイム ローション		2020年 ネン		71		84		112		75.00%		120		87		1.18		1429		1.04		1380		0.00%		9.90%		58		1.5

		811		サロンパス 女性向け		2019年 ネン		7435		10016		14131		70.90%		9628		11085		1.35		961		1.11		869		0.16%		18.50%		661		16.77

		811		サロンパス 女性向け		2020年 ネン		6227		8526		11776		72.40%		8558		9253		1.37		1004		1.09		925		0.14%		18.50%		658		14.06

		812		サロンパス スプレー		2019年 ネン		7285		8918		14299		62.40%		12057		9610		1.22		1352		1.08		1255		0.16%		13.50%		749		12.83

		812		サロンパス スプレー		2020年 ネン		5839		7177		11066		64.90%		9749		7537		1.23		1358		1.05		1294		0.13%		13.20%		738		10.21

		813		サロンパス テープ		2019年 ネン		58517		75244		112042		67.20%		66313		81255		1.29		881		1.08		816		1.28%		16.80%		753		107.91

		813		サロンパス テープ		2020年 ネン		52647		67000		95945		69.80%		58868		72829		1.27		879		1.09		808		1.20%		16.10%		747		97.5

		814		サロンパス ローション		2019年 ネン		2813		3215		5384		59.70%		1899		3534		1.14		591		1.1		537		0.06%		8.60%		652		5.42

		814		サロンパス ローション		2020年 ネン		2673		3058		4659		65.60%		1813		3289		1.14		593		1.08		551		0.06%		7.70%		636		5.17

		815		ロキソニン		2019年 ネン		8518		11235		17443		64.40%		16892		12257		1.32		1504		1.09		1378		0.19%		17.80%		277		44.25

		815		ロキソニン		2020年 ネン		14330		17853		28150		63.40%		27866		20456		1.25		1561		1.15		1362		0.33%		15.20%		742		27.57

		816		ボルタレン		2019年 ネン		10952		13939		23836		58.50%		22681		14997		1.27		1627		1.08		1512		0.24%		15.00%		751		19.97

		816		ボルタレン		2020年 ネン		8422		10634		17652		60.20%		17397		11350		1.26		1636		1.07		1533		0.19%		14.20%		741		15.32

		817		フェイタス		2019年 ネン		31369		44524		72343		61.50%		78684		49748		1.42		1767		1.12		1582		0.69%		21.20%		753		66.07

		817		フェイタス		2020年 ネン		26628		37468		58597		63.90%		65874		41677		1.41		1758		1.11		1581		0.61%		21.10%		746		55.87

		818		バンテリン		2019年 ネン		12164		15334		24876		61.60%		23388		16676		1.26		1525		1.09		1402		0.27%		15.10%		753		22.15

		818		バンテリン		2020年 ネン		12885		16747		25465		65.80%		26131		18328		1.3		1560		1.09		1426		0.29%		16.80%		746		24.57

		819		ハリックス55		2019年 ネン		8299		10607		13592		78.00%		6765		11778		1.28		638		1.11		574		0.18%		15.90%		377		31.24

		819		ハリックス55		2020年 ネン		6907		8923		11137		80.10%		5543		9797		1.29		621		1.1		566		0.16%		16.10%		380		25.78

		820		パテックス		2019年 ネン		17454		22989		31900		72.10%		17326		26106		1.32		754		1.14		664		0.38%		17.60%		737		35.42

		820		パテックス		2020年 ネン		15206		20148		28394		71.00%		15586		22706		1.33		774		1.13		686		0.35%		17.40%		728		31.19

		821		トクホン		2019年 ネン		7040		8928		12676		70.40%		6091		9592		1.27		682		1.07		635		0.15%		14.70%		732		13.1

		821		トクホン		2020年 ネン		6454		8051		11107		72.50%		5402		8602		1.25		671		1.07		628		0.15%		14.50%		726		11.85

		822		その他　シップ剤		2019年 ネン		78197		111912		157535		71.00%		86073		135833		1.43		769		1.21		634		1.71%		21.60%		753		180.39

		822		その他　シップ剤		2020年 ネン		66857		96241		133893		71.90%		73682		117678		1.44		766		1.22		626		1.53%		21.80%		747		157.53

		823		ピップ　エレキバン		2019年 ネン		9572		11331		16650		68.10%		13930		12083		1.18		1229		1.07		1153		0.21%		12.30%		750		16.11

		823		ピップ　エレキバン		2020年 ネン		8734		10281		14430		71.20%		12780		10736		1.18		1243		1.04		1190		0.20%		11.30%		743		14.45

		824		ファイテン　テープ		2019年 ネン		1573		2083		2687		77.50%		1746		2557		1.32		838		1.23		683		0.03%		17.70%		502		5.09

		824		ファイテン　テープ		2020年 ネン		1392		1818		2359		77.10%		1527		2215		1.31		840		1.22		690		0.03%		17.10%		497		4.46

		825		ピップ　マグネループ		2019年 ネン		2561		2785		5068		55.00%		5231		2941		1.09		1878		1.06		1779		0.06%		5.90%		717		4.1

		825		ピップ　マグネループ		2020年 ネン		2013		2154		3627		59.40%		3780		2248		1.07		1755		1.04		1682		0.05%		5.10%		694		3.24

		826		ファイテン　RAKUWA		2019年 ネン		185		196		376		52.10%		541		203		1.06		2761		1.04		2666		0.00%		5.40%		122		1.66

		826		ファイテン　RAKUWA		2020年 ネン		117		119		164		72.60%		365		125		1.02		3070		1.05		2923		0.00%		1.70%		41		3.05

		827		その他磁気用品		2019年 ネン		4808		6133		8623		71.10%		4942		7332		1.28		806		1.2		674		0.11%		15.90%		606		12.1

		827		その他磁気用品		2020年 ネン		4301		5433		7431		73.10%		4364		6492		1.26		803		1.19		672		0.10%		15.40%		604		10.75

		828		千年灸		2019年 ネン		3952		5719		7434		76.90%		10014		6398		1.45		1751		1.12		1565		0.09%		22.60%		676		9.46

		828		千年灸		2020年 ネン		3933		5527		7399		74.70%		9122		6030		1.41		1650		1.09		1513		0.09%		21.60%		669		9.01

		829		その他鍼お灸用品		2019年 ネン		1691		2156		3137		68.70%		3218		2431		1.27		1493		1.13		1324		0.04%		15.40%		604		4.02

		829		その他鍼お灸用品		2020年 ネン		1787		2213		3104		71.30%		3156		2458		1.24		1426		1.11		1284		0.04%		14.00%		590		4.17

		900		カイロ用品		2019年 ネン		15070		21654		31594		68.50%		11321		37606		1.44		523		1.74		301		0.33%		20.60%		753		49.94

		900		カイロ用品		2020年 ネン		11720		17209		25464		67.60%		8402		27132		1.47		488		1.58		310		0.27%		22.00%		745		36.42

		901		桐灰ホットン		2019年 ネン		195		244		457		53.40%		138		282		1.25		565		1.16		489		0.00%		11.80%		119		2.37

		901		桐灰ホットン		2020年 ネン		260		297		471		63.10%		155		335		1.14		522		1.13		463		0.01%		9.20%		149		2.25

		902		白元 ゆたぽん		2019年 ネン		7		7		19		36.80%		5		7		1		777		1		777		0.00%		0.00%		17		0.41

		902		白元 ゆたぽん		2020年 ネン		17		17		31		54.80%		14		21		1		832		1.24		673		0.00%		0.00%		21		1

		5		ビオレ スキンケア		2019年 ネン		286029		373346		497180		75.10%		202729		435770		1.31		543		1.17		465		6.25%		21.60%		754		577.94

		5		ビオレ スキンケア		2020年 ネン		219682		277094		374110		74.10%		151846		321632		1.26		548		1.16		472		5.02%		19.00%		748		429.99

		6		ビオレ 日焼け止め		2019年 ネン		84093		96936		135682		71.40%		84183		103105		1.15		868		1.06		816		1.84%		11.60%		754		136.74

		6		ビオレ 日焼け止め		2020年 ネン		66429		75376		107410		70.20%		62815		78863		1.13		833		1.05		797		1.52%		10.40%		748		105.43

		7		ミノン スキンケア		2019年 ネン		18587		24857		37165		66.90%		44648		28838		1.34		1796		1.16		1548		0.41%		21.70%		751		38.4

		7		ミノン スキンケア		2020年 ネン		16306		21238		30544		69.50%		37438		23958		1.3		1763		1.13		1563		0.37%		19.40%		745		32.16

		8		ミノン ヘアケア		2019年 ネン		6659		8822		11847		74.50%		10266		11599		1.32		1164		1.31		885		0.15%		23.40%		647		17.93

		8		ミノン ヘアケア		2020年 ネン		6610		8579		11945		71.80%		10429		10949		1.3		1216		1.28		952		0.15%		20.80%		657		16.67

		9		ミノン ベビー		2019年 ネン		1193		1674		2043		81.90%		1402		1855		1.4		838		1.11		756		0.03%		26.50%		276		6.72

		9		ミノン ベビー		2020年 ネン		1385		1887		2367		79.70%		1578		2091		1.36		836		1.11		754		0.03%		23.20%		356		5.87

		10		キュレル スキンケア		2019年 ネン		65552		94306		134286		70.20%		169442		121964		1.44		1797		1.29		1389		1.43%		27.00%		754		161.76

		10		キュレル スキンケア		2020年 ネン		69349		96005		136699		70.20%		161519		113611		1.38		1682		1.18		1422		1.58%		24.40%		747		152.09

		11		キュレル 日焼け止め		2019年 ネン		7168		7769		10838		71.70%		11426		7944		1.08		1471		1.02		1438		0.16%		6.60%		745		10.66

		11		キュレル 日焼け止め		2020年 ネン		6681		7158		10072		71.10%		10353		7204		1.07		1446		1.01		1437		0.15%		5.90%		734		9.81

		12		キュレル ヘアケア		2019年 ネン		21051		28910		38218		75.60%		28247		38617		1.37		977		1.34		731		0.46%		24.90%		752		51.35

		12		キュレル ヘアケア		2020年 ネン		19122		25925		35421		73.20%		25357		34329		1.36		978		1.32		739		0.44%		24.20%		744		46.14

		13		セタフィル スキンケア		2019年 ネン		2		2		3		66.70%		3		2		1		1650		1		1650		0.00%		0.00%		3		0.67

		13		セタフィル スキンケア		2020年 ネン		9		9		15		60.00%		20		9		1		2176		1		2176		0.00%		0.00%		12		0.75





Sheet1 (2)

		金額単位：千円																																		優月美人温座パッド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		111		優月美人温座パッド				61		70		148		47.30%		57		96		1.15		819		1.37		597		0.00%		53						前期１Q ゼンキ		1.8  		9.8%

		111		優月美人温座パッド				39		45		105		42.90%		39		71		1.15		871		1.58		552		0.00%		32						当期１Q トウキ		2.2  		7.7%

								63.9%		64.3%		70.9%		90.7%		68.4%		74.0%		100.0%		106.3%		115.3%		92.5%		69.2%		60.4%						前年比 ゼンネン ヒ		122.7%		78.6%





																																				フットメジブランド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		120		フットメジブランド				4510		5305		7045		75.30%		4,697		5526		1.18		885		1.04		850		0.10%		451						前期１Q ゼンキ		12.3  		13.9%

		120		フットメジブランド				3745		4322		5774		74.90%		3,883		4515		1.15		899		1.04		860		0.09%		432						当期１Q トウキ		10.5  		12.1%

								83.0%		81.5%		82.0%		99.5%		82.7%		81.7%		97.5%		101.6%		100.0%		101.2%		86.8%		95.8%						前年比 ゼンネン ヒ		85.3%		87.1%



																																				フットメジ石けん

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		121		フットメジ石けん				4497		5291		7022		75.30%		4683		5508		1.18		885		1.04		850		0.10%		451						2019年 ネン		12.21		13.90%

		121		フットメジ石けん				3613		4174		5545		75.30%		3736		4355		1.16		895		1.04		858		0.08%		431						2020年 ネン		10.1		12.20%

								80.3%		78.9%		79.0%		100.0%		79.8%		79.1%		98.3%		101.1%		100.0%		100.9%		83.9%		95.6%						前年比 ゼンネン ヒ		82.7%		87.8%



																																				フットメジ（石けん以外）

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		123		フットメジ（石けん以外）				19		19		31		61.30%		17		21		1		872		1.11		789		0.00%		19						2019年 ネン		1.11		0.00%

		123		フットメジ（石けん以外）				138		150		231		64.90%		147		160		1.09		981		1.07		920		0.00%		58						2020年 ネン		2.76		6.50%

								726.3%		789.5%		745.2%		105.9%		864.7%		761.9%		109.0%		112.5%		96.4%		116.6%		800.0%		305.3%						前年比 ゼンネン ヒ		248.6%		ERROR:#DIV/0!





																																				なかったコトに！ブランド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		130		なかったコトに！ブランド				2262		3551		5047		70.40%		6,159		3836		1.57		1735		1.08		1606		0.05%		661						前期１Q ゼンキ		5.8  		28.7%

		130		なかったコトに！ブランド				1915		3131		4338		72.20%		5,497		3317		1.63		1756		1.06		1657		0.04%		649						当期１Q トウキ		5.1  		32.1%

								84.7%		88.2%		86.0%		102.6%		89.3%		86.5%		103.8%		101.2%		98.1%		103.2%		88.5%		98.2%						前年比 ゼンネン ヒ		88.1%		111.8%





																																				満腹ダイエットブランド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		140		満腹ダイエットブランド				652		745		1708		43.60%		228		833		1.14		306		1.12		274		0.01%		178						前期１Q ゼンキ		4.7  		9.5%

		140		満腹ダイエットブランド				739		845		1644		51.40%		268		1003		1.14		317		1.19		267		0.02%		193						当期１Q トウキ		5.2  		8.5%

								113.3%		113.4%		96.3%		117.9%		117.5%		120.4%		100.0%		103.6%		106.3%		97.4%		119.0%		108.4%						前年比 ゼンネン ヒ		111.1%		89.5%



																																				スキンピースブランド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		150		スキンピースブランド				1078		1207		1451		83.20%		1,095		1257		1.12		907		1.04		871		0.02%		256						前期１Q ゼンキ		4.7  		9.5%

		150		スキンピースブランド				637		697		864		80.70%		644		741		1.09		924		1.06		869		0.01%		235						当期１Q トウキ		5.2  		8.5%

								59.1%		57.7%		59.5%		97.0%		58.8%		58.9%		97.3%		101.9%		101.9%		99.8%		61.4%		91.8%						前年比 ゼンネン ヒ		111.1%		89.5%





																																				オキシクリーンブランド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		160		オキシクリーンブランド				20354		23851		30513		78.20%		16,191		24450		1.17		679		1.03		662		0.44%		680						前期１Q ゼンキ		36.0  		11.8%

		160		オキシクリーンブランド				27748		33075		42844		77.20%		23,899		34028		1.19		723		1.03		702		0.63%		703						当期１Q トウキ		48.4  		13.1%

								136.3%		138.7%		140.4%		98.7%		147.6%		139.2%		101.7%		106.5%		100.0%		106.0%		142.5%		103.4%						前年比 ゼンネン ヒ		134.6%		111.0%



																																				こりキュンブランド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		180		こりキュンブランド				169		181		295		61.40%		161		187		1.07		888		1.03		859		0.00%		163						2019年 ネン		1.15		4.70%

		180		こりキュンブランド				273		300		475		63.20%		258		313		1.1		859		1.04		823		0.01%		220						2020年 ネン		1.42		5.90%

								161.5%		165.7%		161.0%		102.9%		160.2%		167.4%		102.8%		96.7%		101.0%		95.8%		167.6%		135.0%						前年比 ゼンネン ヒ		123.5%		125.5%





																																				ブテナロック足洗いソープ

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		201		ブテナロック足洗いソープ				699		762		1101		69.20%		774		805		1.09		1016		1.06		962		0.02%		310						2020年 ネン		2.6		7.20%

		202		ベビーフット				991		1046		1702		61.50%		1475		1086		1.06		1410		1.04		1358		0.02%		319						2019年 ネン		3.4		4.10%

		202		ベビーフット				345		357		533		67.00%		501		361		1.03		1404		1.01		1389		0.01%		214						2020年 ネン		1.69		3.20%

		203		ベルベットスムーズ				725		743		989		75.10%		1276		754		1.02		1717		1.01		1692		0.02%		353						2019年 ネン		2.14		2.10%

		203		ベルベットスムーズ				426		436		576		75.70%		691		440		1.02		1585		1.01		1571		0.01%		277						2020年 ネン		1.59		2.10%

		204		デオナチュレ				9477		10854		16717		64.90%		8584		11523		1.15		791		1.06		745		0.21%		745						2019年 ネン		15.47		11.20%

		204		デオナチュレ				5127		5963		9358		63.70%		5344		6195		1.16		896		1.04		863		0.12%		730						2020年 ネン		8.49		12.20%

		300		オリヒロ　賢人の緑茶				883		1384		1645		84.10%		2796		1437		1.57		2021		1.04		1946		0.02%		473						2019年 ネン		3.04		33.50%

		300		オリヒロ　賢人の緑茶				853		1321		1581		83.60%		2569		1361		1.55		1945		1.03		1888		0.02%		474						2020年 ネン		2.87		33.40%

		301		糖×脂すっきり茶				1257		1712		1978		86.60%		1446		1829		1.36		845		1.07		790		0.03%		446						2020年 ネン		4.1		20.40%

		302		井藤漢　黒減肥茶				647		844		1042		81.00%		774		867		1.3		917		1.03		893		0.01%		335						2019年 ネン		2.59		20.70%

		302		井藤漢　黒減肥茶				547		741		875		84.70%		672		756		1.35		906		1.02		888		0.01%		290						2020年 ネン		2.61		23.00%

		303		糖流茶				437		593		705		84.10%		550		633		1.36		927		1.07		869		0.01%		269						2019年 ネン		2.35		24.90%

		303		糖流茶				348		503		591		85.10%		466		533		1.45		925		1.06		873		0.01%		261						2020年 ネン		2.04		27.90%

		304		ヘルシア粉末				75		91		141		64.50%		228		95		1.21		2502		1.04		2397		0.00%		77						2019年 ネン		1.23		14.70%

		304		ヘルシア粉末				103		145		165		87.90%		374		160		1.41		2576		1.1		2335		0.00%		76						2020年 ネン		2.11		20.40%

		311		カロリミット				8303		12290		18118		67.80%		21609		12463		1.48		1758		1.01		1734		0.18%		748						2019年 ネン		16.66		27.10%

		311		カロリミット				7547		10804		16285		66.30%		20772		10875		1.43		1923		1.01		1910		0.17%		737						2020年 ネン		14.76		25.10%

		312		大人のカロリミット				7275		10620		15459		68.70%		22440		10927		1.46		2113		1.03		2054		0.16%		748						2019年 ネン		14.61		28.20%

		312		大人のカロリミット				6822		9595		14092		68.10%		21765		9755		1.41		2268		1.02		2231		0.16%		742						2020年 ネン		13.15		26.20%

		313		ＤＨＣ（代謝燃焼）				9766		15387		21739		70.80%		21841		17578		1.58		1419		1.14		1243		0.21%		753						2019年 ネン		23.34		32.00%

		313		ＤＨＣ（代謝燃焼）				8370		13463		18559		72.50%		18752		14966		1.61		1393		1.11		1253		0.19%		746						2020年 ネン		20.06		33.60%

		314		ファンケル内脂サポート				4655		7042		9651		73.00%		19369		7251		1.51		2751		1.03		2671		0.10%		643						2019年 ネン		11.28		31.50%

		314		ファンケル内脂サポート				4886		7331		10055		72.90%		20016		7501		1.5		2730		1.02		2668		0.11%		736						2020年 ネン		10.19		31.90%

		315		メタバリア				3182		5631		7827		71.90%		15470		6307		1.77		2747		1.12		2453		0.07%		674						2019年 ネン		9.36		35.40%

		315		メタバリア				4854		8477		12016		70.50%		23305		9044		1.75		2749		1.07		2577		0.11%		721						2020年 ネン		12.54		35.90%

		316		ぱっくん分解酵母				3903		6341		10293		61.60%		11706		6790		1.62		1846		1.07		1724		0.09%		640						2019年 ネン		10.61		32.10%

		316		ぱっくん分解酵母				2765		4422		6398		69.10%		8230		4653		1.6		1861		1.05		1769		0.06%		632						2020年 ネン		7.36		31.20%

		317		イースト×エンザイム				2636		3617		5550		65.20%		5703		3879		1.37		1577		1.07		1470		0.06%		625						2019年 ネン		6.21		21.60%

		317		イースト×エンザイム				2205		2993		4201		71.20%		4851		3143		1.36		1621		1.05		1544		0.05%		622						2020年 ネン		5.05		22.50%

		318		ＤＨＣ（吸収阻害排出）				4028		6176		9408		65.60%		5986		7181		1.53		969		1.16		834		0.09%		727						2019年 ネン		9.88		28.80%

		318		ＤＨＣ（吸収阻害排出）				2606		3897		5784		67.40%		3913		4374		1.5		1004		1.12		895		0.06%		674						2020年 ネン		6.49		27.20%

		319		ｏｎａｋａ				769		1019		2304		44.20%		2516		1563		1.33		2469		1.53		1610		0.02%		414						2019年 ネン		3.78		20.70%

		319		ｏｎａｋａ				548		757		1129		67.10%		1337		832		1.38		1767		1.1		1607		0.01%		366						2020年 ネン		2.27		23.50%

		320		その他ダイエットサプリメント				22081		32062		47813		67.10%		39811		36803		1.45		1242		1.15		1082		0.48%		752						2019年 ネン		48.94		24.00%

		320		その他ダイエットサプリメント				16805		24288		33629		72.20%		36584		26936		1.45		1506		1.11		1358		0.38%		744						2020年 ネン		36.2		24.30%

		501		子どもUV				17734		19887		28074		70.80%		15231		20984		1.12		766		1.06		726		0.39%		749						2019年 ネン		28.02		9.10%

		501		子どもUV				20247		22519		31388		71.70%		17494		23709		1.11		777		1.05		738		0.46%		744						2020年 ネン		31.87		8.60%

		502		ビオレキッズUV				6		6		9		66.70%		4		6		1		591		1		591		0.00%		6						2019年 ネン		1		0.00%

		502		ビオレキッズUV				4029		4119		5894		69.90%		3310		4164		1.02		804		1.01		795		0.09%		721						2020年 ネン		5.78		1.90%

		503		ピジョン　ベビーUV				2161		2284		3298		69.30%		1619		2349		1.06		709		1.03		689		0.05%		601						2019年 ネン		3.91		4.60%

		503		ピジョン　ベビーUV				2289		2398		3273		73.30%		1471		2452		1.05		614		1.02		600		0.05%		576						2020年 ネン		4.26		3.90%

		504		ママハグ				589		656		785		83.60%		523		671		1.11		798		1.02		780		0.01%		225						2019年 ネン		2.98		9.70%

		504		ママハグ				726		775		902		85.90%		599		806		1.07		773		1.04		744		0.02%		266						2020年 ネン		3.03		6.10%

		505		ママバター				12		12		20		60.00%		17		13		1		1421		1.08		1312		0.00%		16						2019年 ネン		0.81		0.00%

		505		ママバター				20		20		30		66.70%		27		21		1		1365		1.05		1300		0.00%		21						2020年 ネン		1		0.00%

		506		ママラボ				2		2		2		100.00%		4		3		1		1752		1.5		1168		0.00%		2						2019年 ネン		1.5		0.00%

		506		ママラボ				148		159		207		76.80%		215		164		1.07		1351		1.03		1310		0.00%		23						2020年 ネン		7.13		6.80%

		507		マミー				9850		10964		15405		71.20%		9916		11362		1.11		904		1.04		873		0.22%		741						2019年 ネン		15.33		8.40%

		507		マミー				9481		10662		15070		70.70%		9616		11062		1.12		902		1.04		869		0.22%		731						2020年 ネン		15.13		9.50%

		508		ミルフワ　ベビ－ＵＶ				1144		1211		2059		58.80%		713		1266		1.06		589		1.05		563		0.03%		363						2019年 ネン		3.49		4.50%

		508		ミルフワ　ベビ－ＵＶ				720		789		1137		69.40%		472		819		1.1		598		1.04		576		0.02%		362						2020年 ネン		2.26		7.40%

		601		ワイドハイター				381927		680066		807804		84.20%		183480		899902		1.78		270		1.32		204		8.34%		744						2019年 ネン		1209.55		37.80%

		601		ワイドハイター				348406		616230		737353		83.60%		167318		790489		1.77		272		1.28		212		7.96%		739						2020年 ネン		1069.67		37.10%

		602		ブライト				43951		71354		81979		87.00%		24503		79424		1.62		343		1.11		309		0.96%		684						2019年 ネン		116.12		33.40%

		602		ブライト				40348		63737		73308		86.90%		21899		72447		1.58		344		1.14		302		0.92%		677						2020年 ネン		107.01		30.60%

		603		ウタマロ				41550		48463		60113		80.60%		8741		60321		1.17		180		1.24		145		0.91%		734						2019年 ネン		82.18		11.20%

		603		ウタマロ				35480		41318		51612		80.10%		7596		48944		1.16		184		1.18		155		0.81%		730						2020年 ネン		67.05		11.10%

		604		オキシウォッシュ				2419		3241		3703		87.50%		2682		3373		1.34		827		1.04		795		0.05%		263						2019年 ネン		12.83		20.40%

		604		オキシウォッシュ				3825		5273		6081		86.70%		2838		5707		1.38		538		1.08		497		0.09%		262						2020年 ネン		21.78		21.40%

		605		オキシクリーン（500,1500,EX）				18151		21168		27223		77.80%		13733		21458		1.17		649		1.01		640		0.40%		680						2019年 ネン		31.56		11.30%

		605		オキシクリーン（500,1500,EX）				24603		29184		38017		76.80%		20283		29677		1.19		695		1.02		683		0.56%		703						2020年 ネン		42.21		12.70%

		606		オキシクリーン以外				453572		802750		953357		84.20%		223251		1050994		1.77		278		1.31		212		9.91%		744						2019年 ネン		1412.63		37.40%

		606		オキシクリーン以外				416982		730893		873937		83.60%		203841		932368		1.75		279		1.28		219		9.52%		739						2020年 ネン		1261.66		36.50%

		607		ワイドハイターブランド				36502		55161		67868		81.30%		24127		61183		1.51		437		1.11		394		0.80%		716						2019年 ネン		85.45		28.30%

		607		ワイドハイターブランド				33727		53116		66144		80.30%		22862		59357		1.57		430		1.12		385		0.77%		714						2020年 ネン		83.13		30.80%

		608		ワイドハイター以外				440545		772798		917249		84.30%		213142		1011413		1.75		276		1.31		211		9.63%		744						2019年 ネン		1359.43		36.80%

		608		ワイドハイター以外				410690		710325		849588		83.60%		202503		903304		1.73		285		1.27		224		9.38%		739						2020年 ネン		1222.33		35.60%

		801		あずきのチカラ				650		684		1262		54.20%		646		723		1.05		944		1.06		893		0.01%		175						2019年 ネン		4.13		3.80%

		801		あずきのチカラ				897		926		1702		54.40%		873		991		1.03		943		1.07		881		0.02%		218						2020年 ネン		4.55		2.80%

		802		めぐりズム				34851		44476		78032		57.00%		40529		50673		1.28		911		1.14		800		0.76%		753						2019年 ネン		67.29		15.50%

		802		めぐりズム				29240		37369		61040		61.20%		32844		41897		1.28		879		1.12		784		0.67%		746						2020年 ネン		56.16		15.70%

		803		アンメルツ・アンメルシンヨコヨコ				19572		23904		33972		70.40%		13243		28304		1.22		554		1.18		468		0.43%		752						2019年 ネン		37.64		14.00%

		803		アンメルツ・アンメルシンヨコヨコ				16005		19173		26651		71.90%		10736		21405		1.2		560		1.12		502		0.37%		746						2020年 ネン		28.69		12.60%

		804		ロイヒ				8787		11200		19085		58.70%		11586		14400		1.27		1034		1.29		805		0.19%		750						2019年 ネン		19.2		16.40%

		804		ロイヒ				7288		9167		12582		72.90%		9149		10951		1.26		998		1.19		835		0.17%		734						2020年 ネン		14.92		15.20%

		805		ほぐリラロールオン				890		1017		1509		67.40%		945		1087		1.14		929		1.07		870		0.02%		229						2019年 ネン		4.75		9.10%

		805		ほぐリラロールオン				358		429		580		74.00%		408		473		1.2		952		1.1		863		0.01%		138						2020年 ネン		3.43		12.00%

		806		ほぐリラ温感				37		47		78		60.30%		44		56		1.27		937		1.19		786		0.00%		10						2019年 ネン		5.6		13.50%

		806		ほぐリラ温感				12		16		24		66.70%		14		19		1.33		884		1.19		744		0.00%		7						2020年 ネン		2.71		25.00%

		807		パスタイムＦＸこはる				104		114		130		87.70%		130		133		1.1		1143		1.17		980		0.00%		69						2019年 ネン		1.93		5.80%

		807		パスタイムＦＸこはる				81		91		113		80.50%		96		98		1.12		1055		1.08		980		0.00%		62						2020年 ネン		1.58		9.90%

		808		パスタイム クリーム				55		65		81		80.20%		70		65		1.18		1080		1		1080		0.00%		43						2019年 ネン		1.51		16.40%

		808		パスタイム クリーム				43		49		67		73.10%		57		53		1.14		1168		1.08		1080		0.00%		44						2020年 ネン		1.2		9.30%

		809		パスタイム　テープ				3224		4339		5437		79.80%		4532		4627		1.35		1044		1.07		979		0.07%		540						2019年 ネン		8.57		17.90%

		809		パスタイム　テープ				2668		3633		4474		81.20%		3900		3951		1.36		1073		1.09		987		0.06%		533						2020年 ネン		7.41		16.90%

		810		パスタイム ローション				77		91		131		69.50%		131		95		1.18		1441		1.04		1380		0.00%		64						2019年 ネン		1.48		10.40%

		810		パスタイム ローション				71		84		112		75.00%		120		87		1.18		1429		1.04		1380		0.00%		58						2020年 ネン		1.5		9.90%

		811		サロンパス 女性向け				7435		10016		14131		70.90%		9628		11085		1.35		961		1.11		869		0.16%		661						2019年 ネン		16.77		18.50%

		811		サロンパス 女性向け				6227		8526		11776		72.40%		8558		9253		1.37		1004		1.09		925		0.14%		658						2020年 ネン		14.06		18.50%

		812		サロンパス スプレー				7285		8918		14299		62.40%		12057		9610		1.22		1352		1.08		1255		0.16%		749						2019年 ネン		12.83		13.50%

		812		サロンパス スプレー				5839		7177		11066		64.90%		9749		7537		1.23		1358		1.05		1294		0.13%		738						2020年 ネン		10.21		13.20%

		813		サロンパス テープ				58517		75244		112042		67.20%		66313		81255		1.29		881		1.08		816		1.28%		753						2019年 ネン		107.91		16.80%

		813		サロンパス テープ				52647		67000		95945		69.80%		58868		72829		1.27		879		1.09		808		1.20%		747						2020年 ネン		97.5		16.10%

		814		サロンパス ローション				2813		3215		5384		59.70%		1899		3534		1.14		591		1.1		537		0.06%		652						2019年 ネン		5.42		8.60%

		814		サロンパス ローション				2673		3058		4659		65.60%		1813		3289		1.14		593		1.08		551		0.06%		636						2020年 ネン		5.17		7.70%

		815		ロキソニン				8518		11235		17443		64.40%		16892		12257		1.32		1504		1.09		1378		0.19%		277						2019年 ネン		44.25		17.80%

		815		ロキソニン				14330		17853		28150		63.40%		27866		20456		1.25		1561		1.15		1362		0.33%		742						2020年 ネン		27.57		15.20%

		816		ボルタレン				10952		13939		23836		58.50%		22681		14997		1.27		1627		1.08		1512		0.24%		751						2019年 ネン		19.97		15.00%

		816		ボルタレン				8422		10634		17652		60.20%		17397		11350		1.26		1636		1.07		1533		0.19%		741						2020年 ネン		15.32		14.20%

		817		フェイタス				31369		44524		72343		61.50%		78684		49748		1.42		1767		1.12		1582		0.69%		753						2019年 ネン		66.07		21.20%

		817		フェイタス				26628		37468		58597		63.90%		65874		41677		1.41		1758		1.11		1581		0.61%		746						2020年 ネン		55.87		21.10%

		818		バンテリン				12164		15334		24876		61.60%		23388		16676		1.26		1525		1.09		1402		0.27%		753						2019年 ネン		22.15		15.10%

		818		バンテリン				12885		16747		25465		65.80%		26131		18328		1.3		1560		1.09		1426		0.29%		746						2020年 ネン		24.57		16.80%

		819		ハリックス55				8299		10607		13592		78.00%		6765		11778		1.28		638		1.11		574		0.18%		377						2019年 ネン		31.24		15.90%

		819		ハリックス55				6907		8923		11137		80.10%		5543		9797		1.29		621		1.1		566		0.16%		380						2020年 ネン		25.78		16.10%

		820		パテックス				17454		22989		31900		72.10%		17326		26106		1.32		754		1.14		664		0.38%		737						2019年 ネン		35.42		17.60%

		820		パテックス				15206		20148		28394		71.00%		15586		22706		1.33		774		1.13		686		0.35%		728						2020年 ネン		31.19		17.40%

		821		トクホン				7040		8928		12676		70.40%		6091		9592		1.27		682		1.07		635		0.15%		732						2019年 ネン		13.1		14.70%

		821		トクホン				6454		8051		11107		72.50%		5402		8602		1.25		671		1.07		628		0.15%		726						2020年 ネン		11.85		14.50%

		822		その他　シップ剤				78197		111912		157535		71.00%		86073		135833		1.43		769		1.21		634		1.71%		753						2019年 ネン		180.39		21.60%

		822		その他　シップ剤				66857		96241		133893		71.90%		73682		117678		1.44		766		1.22		626		1.53%		747						2020年 ネン		157.53		21.80%

		823		ピップ　エレキバン				9572		11331		16650		68.10%		13930		12083		1.18		1229		1.07		1153		0.21%		750						2019年 ネン		16.11		12.30%

		823		ピップ　エレキバン				8734		10281		14430		71.20%		12780		10736		1.18		1243		1.04		1190		0.20%		743						2020年 ネン		14.45		11.30%

		824		ファイテン　テープ				1573		2083		2687		77.50%		1746		2557		1.32		838		1.23		683		0.03%		502						2019年 ネン		5.09		17.70%

		824		ファイテン　テープ				1392		1818		2359		77.10%		1527		2215		1.31		840		1.22		690		0.03%		497						2020年 ネン		4.46		17.10%

		825		ピップ　マグネループ				2561		2785		5068		55.00%		5231		2941		1.09		1878		1.06		1779		0.06%		717						2019年 ネン		4.1		5.90%

		825		ピップ　マグネループ				2013		2154		3627		59.40%		3780		2248		1.07		1755		1.04		1682		0.05%		694						2020年 ネン		3.24		5.10%

		826		ファイテン　RAKUWA				185		196		376		52.10%		541		203		1.06		2761		1.04		2666		0.00%		122						2019年 ネン		1.66		5.40%

		826		ファイテン　RAKUWA				117		119		164		72.60%		365		125		1.02		3070		1.05		2923		0.00%		41						2020年 ネン		3.05		1.70%

		827		その他磁気用品				4808		6133		8623		71.10%		4942		7332		1.28		806		1.2		674		0.11%		606						2019年 ネン		12.1		15.90%

		827		その他磁気用品				4301		5433		7431		73.10%		4364		6492		1.26		803		1.19		672		0.10%		604						2020年 ネン		10.75		15.40%

		828		千年灸				3952		5719		7434		76.90%		10014		6398		1.45		1751		1.12		1565		0.09%		676						2019年 ネン		9.46		22.60%

		828		千年灸				3933		5527		7399		74.70%		9122		6030		1.41		1650		1.09		1513		0.09%		669						2020年 ネン		9.01		21.60%

		829		その他鍼お灸用品				1691		2156		3137		68.70%		3218		2431		1.27		1493		1.13		1324		0.04%		604						2019年 ネン		4.02		15.40%

		829		その他鍼お灸用品				1787		2213		3104		71.30%		3156		2458		1.24		1426		1.11		1284		0.04%		590						2020年 ネン		4.17		14.00%

		900		カイロ用品				15070		21654		31594		68.50%		11321		37606		1.44		523		1.74		301		0.33%		753						2019年 ネン		49.94		20.60%

		900		カイロ用品				11720		17209		25464		67.60%		8402		27132		1.47		488		1.58		310		0.27%		745						2020年 ネン		36.42		22.00%

		901		桐灰ホットン				195		244		457		53.40%		138		282		1.25		565		1.16		489		0.00%		119						2019年 ネン		2.37		11.80%

		901		桐灰ホットン				260		297		471		63.10%		155		335		1.14		522		1.13		463		0.01%		149						2020年 ネン		2.25		9.20%

		902		白元 ゆたぽん				7		7		19		36.80%		5		7		1		777		1		777		0.00%		17						2019年 ネン		0.41		0.00%

		902		白元 ゆたぽん				17		17		31		54.80%		14		21		1		832		1.24		673		0.00%		21						2020年 ネン		1		0.00%

		5		ビオレ スキンケア				286029		373346		497180		75.10%		202729		435770		1.31		543		1.17		465		6.25%		754						2019年 ネン		577.94		21.60%

		5		ビオレ スキンケア				219682		277094		374110		74.10%		151846		321632		1.26		548		1.16		472		5.02%		748						2020年 ネン		429.99		19.00%

		6		ビオレ 日焼け止め				84093		96936		135682		71.40%		84183		103105		1.15		868		1.06		816		1.84%		754						2019年 ネン		136.74		11.60%

		6		ビオレ 日焼け止め				66429		75376		107410		70.20%		62815		78863		1.13		833		1.05		797		1.52%		748						2020年 ネン		105.43		10.40%

		7		ミノン スキンケア				18587		24857		37165		66.90%		44648		28838		1.34		1796		1.16		1548		0.41%		751						2019年 ネン		38.4		21.70%

		7		ミノン スキンケア				16306		21238		30544		69.50%		37438		23958		1.3		1763		1.13		1563		0.37%		745						2020年 ネン		32.16		19.40%

		8		ミノン ヘアケア				6659		8822		11847		74.50%		10266		11599		1.32		1164		1.31		885		0.15%		647						2019年 ネン		17.93		23.40%

		8		ミノン ヘアケア				6610		8579		11945		71.80%		10429		10949		1.3		1216		1.28		952		0.15%		657						2020年 ネン		16.67		20.80%

		9		ミノン ベビー				1193		1674		2043		81.90%		1402		1855		1.4		838		1.11		756		0.03%		276						2019年 ネン		6.72		26.50%

		9		ミノン ベビー				1385		1887		2367		79.70%		1578		2091		1.36		836		1.11		754		0.03%		356						2020年 ネン		5.87		23.20%

		10		キュレル スキンケア				65552		94306		134286		70.20%		169442		121964		1.44		1797		1.29		1389		1.43%		754						2019年 ネン		161.76		27.00%

		10		キュレル スキンケア				69349		96005		136699		70.20%		161519		113611		1.38		1682		1.18		1422		1.58%		747						2020年 ネン		152.09		24.40%

		11		キュレル 日焼け止め				7168		7769		10838		71.70%		11426		7944		1.08		1471		1.02		1438		0.16%		745						2019年 ネン		10.66		6.60%

		11		キュレル 日焼け止め				6681		7158		10072		71.10%		10353		7204		1.07		1446		1.01		1437		0.15%		734						2020年 ネン		9.81		5.90%

		12		キュレル ヘアケア				21051		28910		38218		75.60%		28247		38617		1.37		977		1.34		731		0.46%		752						2019年 ネン		51.35		24.90%

		12		キュレル ヘアケア				19122		25925		35421		73.20%		25357		34329		1.36		978		1.32		739		0.44%		744						2020年 ネン		46.14		24.20%

		13		セタフィル スキンケア				2		2		3		66.70%		3		2		1		1650		1		1650		0.00%		3						2019年 ネン		0.67		0.00%

		13		セタフィル スキンケア				9		9		15		60.00%		20		9		1		2176		1		2176		0.00%		12						2020年 ネン		0.75		0.00%






Sheet1

		金額単位：千円				優月美人温座パッド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		111		優月美人温座パッド		2019年 ネン		61		70		148		47.30%		57		96		1.15		819		1.37		597		0.00%		9.80%		53		1.81

		111		優月美人温座パッド		2020年 ネン		39		45		105		42.90%		39		71		1.15		871		1.58		552		0.00%		7.70%		32		2.22

						前年比 ゼンネン ヒ		63.9%		64.3%		70.9%		90.7%		68.4%		74.0%		100.0%		106.3%		115.3%		92.5%		69.2%		78.6%		60.4%		122.7%



						優月美人温座パッド　1個

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		113		優月美人温座パッド　1個		2019年 ネン		25		27		66		40.90%		6		34		1.08		226		1.26		179		0.00%		8.00%		20		1.7

		113		優月美人温座パッド　1個		2020年 ネン		18		18		48		37.50%		6		31		1		313		1.72		182		0.00%		0.00%		16		1.94

						前年比 ゼンネン ヒ		72.0%		66.7%		72.7%		91.7%		100.0%		91.2%		92.6%		138.5%		136.5%		101.7%		80.0%		0.0%		80.0%		114.1%



						優月美人温座パッド　6個

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		114		優月美人温座パッド　6個		2019年 ネン		36		43		82		52.40%		51		62		1.19		1191		1.44		826		0.00%		11.10%		39		1.59

		114		優月美人温座パッド　6個		2020年 ネン		21		27		57		47.40%		34		40		1.29		1243		1.48		839		0.00%		14.30%		21		1.9

						前年比 ゼンネン ヒ		58.3%		62.8%		69.5%		90.5%		66.7%		64.5%		108.4%		104.4%		102.8%		101.6%		62.5%		128.8%		53.8%		119.5%



						フットメジブランド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		120		フットメジブランド		2019年 ネン		4510		5305		7045		75.30%		4697		5526		1.18		885		1.04		850		0.10%		13.90%		451		12.25

		120		フットメジブランド		2020年 ネン		3745		4322		5774		74.90%		3883		4515		1.15		899		1.04		860		0.09%		12.10%		432		10.45

						前年比 ゼンネン ヒ		83.0%		81.5%		82.0%		99.5%		82.7%		81.7%		97.5%		101.6%		100.0%		101.2%		86.8%		87.1%		95.8%		85.3%



						フットメジ石けん

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		121		フットメジ石けん		2019年 ネン		4497		5291		7022		75.30%		4683		5508		1.18		885		1.04		850		0.10%		13.90%		451		12.21

		121		フットメジ石けん		2020年 ネン		3613		4174		5545		75.30%		3736		4355		1.16		895		1.04		858		0.08%		12.20%		431		10.1

						前年比 ゼンネン ヒ		80.3%		78.9%		79.0%		100.0%		79.8%		79.1%		98.3%		101.1%		100.0%		100.9%		83.9%		87.8%		95.6%		82.7%



						フットメジ（石けん以外）

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		123		フットメジ（石けん以外）		2019年 ネン		19		19		31		61.30%		17		21		1		872		1.11		789		0.00%		0.00%		19		1.11

		123		フットメジ（石けん以外）		2020年 ネン		138		150		231		64.90%		147		160		1.09		981		1.07		920		0.00%		6.50%		58		2.76

						前年比 ゼンネン ヒ		726.3%		789.5%		745.2%		105.9%		864.7%		761.9%		109.0%		112.5%		96.4%		116.6%		800.0%		ERROR:#DIV/0!		305.3%		248.6%



						FMフレッシュハーブ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		125		FMフレッシュハーブ		2019年 ネン		2118		2424		3301		73.40%		1971		2468		1.14		813		1.02		798		0.05%		11.90%		340		7.26

		125		FMフレッシュハーブ		2020年 ネン		1493		1673		2338		71.60%		1374		1714		1.12		821		1.02		802		0.03%		9.70%		338		5.07

						前年比 ゼンネン ヒ		70.5%		69.0%		70.8%		97.5%		69.7%		69.4%		98.2%		101.0%		100.0%		100.5%		73.7%		81.5%		99.4%		69.8%



						FM爽快ミント

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		124		FM爽快ミント		2019年 ネン		1961		2284		2931		77.90%		2177		2396		1.16		953		1.05		909		0.04%		13.20%		310		7.73

		124		FM爽快ミント		2020年 ネン		1528		1766		2236		79.00%		1684		1838		1.16		954		1.04		916		0.03%		12.60%		280		6.56

						前年比 ゼンネン ヒ		77.9%		77.3%		76.3%		101.4%		77.4%		76.7%		100.0%		100.1%		99.0%		100.8%		81.5%		95.5%		90.3%		84.9%



						FMすっきりミント

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		126		FMすっきりミント		2019年 ネン		40		42		75		56.00%		39		44		1.05		926		1.05		884		0.00%		5.00%		14		3.14

		126		FMすっきりミント		2020年 ネン		19		19		41		46.30%		19		21		1		999		1.11		904		0.00%		0.00%		7		3

						前年比 ゼンネン ヒ		47.5%		45.2%		54.7%		82.7%		48.7%		47.7%		95.2%		107.9%		105.7%		102.3%		44.4%		0.0%		50.0%		95.5%



						FMクリアローズ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		127		FMクリアローズ		2020年 ネン		276		301		388		77.60%		269		312		1.09		893		1.04		861		0.01%		6.50%		71		4.39

						前年比 ゼンネン ヒ		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー



						FMフローラルピーチ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		128		FMフローラルピーチ		2019年 ネン		481		550		694		79.30%		462		557		1.14		840		1.01		829		0.01%		9.40%		146		3.82

		128		FMフローラルピーチ		2020年 ネン		389		435		542		80.30%		371		445		1.12		852		1.02		833		0.01%		8.50%		122		3.65

						前年比 ゼンネン ヒ		80.9%		79.1%		78.1%		101.3%		80.3%		79.9%		98.2%		101.4%		101.0%		100.5%		84.8%		90.4%		83.6%		95.5%



						FMラベンダー

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		129		FMラベンダー		2019年 ネン		26		29		70		41.40%		24		31		1.12		830		1.07		776		0.00%		11.50%		9		3.44

		129		FMラベンダー		2020年 ネン		25		25		54		46.30%		20		25		1		786		1		786		0.00%		0.00%		7		3.57

						前年比 ゼンネン ヒ		96.2%		86.2%		77.1%		111.8%		83.3%		80.6%		89.3%		94.7%		93.5%		101.3%		100.0%		0.0%		77.8%		103.8%



						FMドライシャンプー

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		220		FMドライシャンプー		2020年 ネン		22		24		41		58.50%		26		22		1.09		1084		0.92		1182		0.00%		4.50%		19		1.16

						前年比 ゼンネン ヒ		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー



						FMピーリング

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		221		FMピーリング		2019年 ネン		1		1		1		100.00%		1		1		1		810		1		810		0.00%		0.00%		1		1

		221		FMピーリング		2020年 ネン		103		112		172		65.10%		109		123		1.09		977		1.1		890		0.00%		6.80%		37		3.32

						前年比 ゼンネン ヒ		10300.0%		11200.0%		17200.0%		65.1%		10900.0%		12300.0%		109.0%		120.6%		110.0%		109.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3700.0%		332.0%



						なかったコトに！ブランド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		130		なかったコトに！ブランド		2019年 ネン		2262		3551		5047		70.40%		6159		3836		1.57		1735		1.08		1606		0.05%		28.70%		661		5.8

		130		なかったコトに！ブランド		2020年 ネン		1915		3131		4338		72.20%		5497		3317		1.63		1756		1.06		1657		0.04%		32.10%		649		5.11

						前年比 ゼンネン ヒ		84.7%		88.2%		86.0%		102.6%		89.3%		86.5%		103.8%		101.2%		98.1%		103.2%		88.5%		111.8%		98.2%		88.1%



						なかったコトに！Ｒ４０　

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		131		なかったコトに！Ｒ４０　		2019年 ネン		700		1115		1507		74.00%		1952		1170		1.59		1750		1.05		1668		0.02%		27.90%		333		3.51

		131		なかったコトに！Ｒ４０　		2020年 ネン		695		1113		1501		74.20%		2006		1178		1.6		1802		1.06		1703		0.02%		29.90%		425		2.77

						前年比 ゼンネン ヒ		99.3%		99.8%		99.6%		100.3%		102.8%		100.7%		100.6%		103.0%		101.0%		102.1%		103.9%		107.2%		127.6%		78.9%



						なかったコトに！赤

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		132		なかったコトに！赤		2019年 ネン		1094		1510		2382		63.40%		2606		1582		1.38		1726		1.05		1647		0.02%		22.00%		556		2.85

		132		なかったコトに！赤		2020年 ネン		794		1126		1760		64.00%		2008		1154		1.42		1783		1.02		1740		0.02%		25.80%		498		2.32

						前年比 ゼンネン ヒ		72.6%		74.6%		73.9%		100.9%		77.1%		72.9%		102.9%		103.3%		97.1%		105.6%		75.7%		117.3%		89.6%		81.4%



						なかったコトに！夜用

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		133		なかったコトに！夜用		2019年 ネン		192		311		441		70.50%		472		359		1.62		1517		1.15		1314		0.00%		26.00%		160		2.24

		133		なかったコトに！夜用		2020年 ネン		120		175		254		68.90%		253		190		1.46		1443		1.09		1329		0.00%		20.00%		129		1.47

						前年比 ゼンネン ヒ		62.5%		56.3%		57.6%		97.7%		53.6%		52.9%		90.1%		95.1%		94.8%		101.1%		64.3%		76.9%		80.6%		65.6%



						なかったコトに！するっ茶

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		134		なかったコトに！するっ茶		2019年 ネン		369		663		785		84.50%		1130		725		1.8		1704		1.09		1558		0.01%		37.90%		258		2.81

		134		なかったコトに！するっ茶		2020年 ネン		398		743		860		86.40%		1231		795		1.87		1657		1.07		1548		0.01%		38.90%		271		2.93

						前年比 ゼンネン ヒ		107.9%		112.1%		109.6%		102.2%		108.9%		109.7%		103.9%		97.2%		98.2%		99.4%		112.3%		102.6%		105.0%		104.3%



						満腹ダイエットブランド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		140		満腹ダイエットブランド		2019年 ネン		652		745		1708		43.60%		228		833		1.14		306		1.12		274		0.01%		9.50%		178		4.68

		140		満腹ダイエットブランド		2020年 ネン		739		845		1644		51.40%		268		1003		1.14		317		1.19		267		0.02%		8.50%		193		5.2

						前年比 ゼンネン ヒ		113.3%		113.4%		96.3%		117.9%		117.5%		120.4%		100.0%		103.6%		106.3%		97.4%		119.0%		89.5%		108.4%		111.1%



						スキンピースブランド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		150		スキンピースブランド		2019年 ネン		1078		1207		1451		83.20%		1095		1257		1.12		907		1.04		871		0.02%		8.30%		256		4.91

		150		スキンピースブランド		2020年 ネン		637		697		864		80.70%		644		741		1.09		924		1.06		869		0.01%		7.10%		235		3.15

						前年比 ゼンネン ヒ		59.1%		57.7%		59.5%		97.0%		58.8%		58.9%		97.3%		101.9%		101.9%		99.8%		61.4%		85.5%		91.8%		64.2%



						スキンピースＵＶ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		151		スキンピースＵＶ		2019年 ネン		1077		1206		1450		83.20%		1094		1256		1.12		907		1.04		871		0.02%		8.40%		255		4.93

		151		スキンピースＵＶ		2020年 ネン		637		697		864		80.70%		644		741		1.09		924		1.06		869		0.01%		7.10%		235		3.15

						前年比 ゼンネン ヒ		59.1%		57.8%		59.6%		97.0%		58.9%		59.0%		97.3%		101.9%		101.9%		99.8%		61.7%		84.5%		92.2%		63.9%



						スキンピースUV ミルク

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		152		スキンピースUV ミルク		2019年 ネン		391		415		497		83.50%		365		419		1.06		879		1.01		871		0.01%		5.10%		206		2.03

		152		スキンピースUV ミルク		2020年 ネン		198		206		250		82.40%		184		212		1.04		891		1.03		866		0.00%		4.00%		134		1.58

						前年比 ゼンネン ヒ		50.6%		49.6%		50.3%		98.7%		50.4%		50.6%		98.1%		101.4%		102.0%		99.4%		52.9%		78.4%		65.0%		77.8%



						スキンピースUV ジェル

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		153		スキンピースUV ジェル		2019年 ネン		410		464		544		85.30%		409		470		1.13		882		1.01		870		0.01%		9.30%		210		2.24

		153		スキンピースUV ジェル		2020年 ネン		254		280		340		82.40%		259		297		1.1		924		1.06		871		0.01%		7.10%		156		1.9

						前年比 ゼンネン ヒ		62.0%		60.3%		62.5%		96.6%		63.3%		63.2%		97.3%		104.8%		105.0%		100.1%		64.4%		76.3%		74.3%		84.8%



						スキンピースUV スプレー

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		154		スキンピースUV スプレー		2019年 ネン		317		357		446		80.00%		320		367		1.13		898		1.03		873		0.01%		7.90%		191		1.92

		154		スキンピースUV スプレー		2020年 ネン		209		227		293		77.50%		202		232		1.09		890		1.02		871		0.00%		7.20%		154		1.51

						前年比 ゼンネン ヒ		65.9%		63.6%		65.7%		96.9%		63.1%		63.2%		96.5%		99.1%		99.0%		99.8%		69.6%		91.1%		80.6%		78.6%



						オキシクリーンブランド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		160		オキシクリーンブランド		2019年 ネン		20354		23851		30513		78.20%		16191		24450		1.17		679		1.03		662		0.44%		11.80%		680		35.96

		160		オキシクリーンブランド		2020年 ネン		27748		33075		42844		77.20%		23899		34028		1.19		723		1.03		702		0.63%		13.10%		703		48.4

						前年比 ゼンネン ヒ		136.3%		138.7%		140.4%		98.7%		147.6%		139.2%		101.7%		106.5%		100.0%		106.0%		142.5%		111.0%		103.4%		134.6%



						オキシクリーン　５００ｇ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		161		オキシクリーン　５００ｇ		2019年 ネン		15185		17289		22433		77.10%		8897		17518		1.14		515		1.01		508		0.33%		9.40%		679		25.8

		161		オキシクリーン　５００ｇ		2020年 ネン		19225		22141		29505		75.00%		11443		22516		1.15		517		1.02		508		0.44%		10.30%		703		32.03

						前年比 ゼンネン ヒ		126.6%		128.1%		131.5%		97.3%		128.6%		128.5%		100.9%		100.4%		101.0%		100.0%		132.3%		109.6%		103.5%		124.1%



						オキシクリーン　１５００ｇ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		162		オキシクリーン　１５００ｇ		2019年 ネン		2775		3209		4013		80.00%		4081		3240		1.16		1272		1.01		1259		0.06%		11.60%		385		8.42

		162		オキシクリーン　１５００ｇ		2020年 ネン		4905		5849		7106		82.30%		7488		5912		1.19		1280		1.01		1267		0.11%		13.80%		367		16.11

						前年比 ゼンネン ヒ		176.8%		182.3%		177.1%		102.9%		183.5%		182.5%		102.6%		100.6%		100.0%		100.6%		184.8%		119.0%		95.3%		191.3%



						オキシクリーンＥＸ　８０２ｇ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		163		オキシクリーンＥＸ　８０２ｇ		2019年 ネン		622		690		801		86.10%		756		700		1.11		1095		1.01		1079		0.01%		7.40%		60		11.67

		163		オキシクリーンＥＸ　８０２ｇ		2020年 ネン		1114		1227		1449		84.70%		1352		1249		1.1		1102		1.02		1083		0.03%		7.80%		145		8.61

						前年比 ゼンネン ヒ		179.1%		177.8%		180.9%		98.4%		178.8%		178.4%		99.1%		100.6%		101.0%		100.4%		186.8%		105.4%		241.7%		73.8%



						ホワイトリバイブ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		164		ホワイトリバイブ		2019年 ネン		132		147		173		85.00%		284		144		1.11		1934		0.98		1974		0.00%		8.30%		37		3.89

		164		ホワイトリバイブ		2020年 ネン		174		204		231		88.30%		413		210		1.17		2026		1.03		1968		0.00%		10.30%		37		5.68

						前年比 ゼンネン ヒ		131.8%		138.8%		133.5%		103.9%		145.4%		145.8%		105.4%		104.8%		105.1%		99.7%		137.9%		124.1%		100.0%		146.0%



						マックスFスプレー

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		165		マックスFスプレー		2019年 ネン		1996		2156		2646		81.50%		1750		2209		1.08		812		1.02		792		0.04%		6.30%		370		5.97

		165		マックスFスプレー		2020年 ネン		2965		3243		3957		82.00%		2583		3293		1.09		796		1.02		784		0.07%		6.70%		390		8.44

						前年比 ゼンネン ヒ		148.5%		150.4%		149.5%		100.6%		147.6%		149.1%		100.9%		98.0%		100.0%		99.0%		155.3%		106.3%		105.4%		141.4%



						マックスFジェル

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		166		マックスFジェル		2019年 ネン		560		620		756		82.00%		424		639		1.11		684		1.03		664		0.01%		8.40%		53		12.06

		166		マックスFジェル		2020年 ネン		619		683		832		82.10%		464		694		1.1		679		1.02		668		0.01%		6.80%		56		12.39

						前年比 ゼンネン ヒ		110.5%		110.2%		110.1%		100.1%		109.4%		108.6%		99.1%		99.3%		99.0%		100.6%		115.6%		81.0%		105.7%		102.7%



						こりキュンブランド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		180		こりキュンブランド		2019年 ネン		169		181		295		61.40%		161		187		1.07		888		1.03		859		0.00%		4.70%		163		1.15

		180		こりキュンブランド		2020年 ネン		273		300		475		63.20%		258		313		1.1		859		1.04		823		0.01%		5.90%		220		1.42

						前年比 ゼンネン ヒ		161.5%		165.7%		161.0%		102.9%		160.2%		167.4%		102.8%		96.7%		101.0%		95.8%		167.6%		125.5%		135.0%		123.5%



						こりキュンA

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		181		こりキュンA		2019年 ネン		169		181		294		61.60%		161		187		1.07		888		1.03		859		0.00%		4.70%		163		1.15

		181		こりキュンA		2020年 ネン		204		218		355		61.40%		183		224		1.07		840		1.03		817		0.00%		3.90%		189		1.19

						前年比 ゼンネン ヒ		120.7%		120.4%		120.7%		99.7%		113.7%		119.8%		100.0%		94.6%		100.0%		95.1%		127.0%		83.0%		116.0%		103.5%



						こりキュンＢ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		182		こりキュンＢ		2019年 ネン

		182		こりキュンＢ		2020年 ネン		77		86		125		68.80%		75		89		1.12		868		1.03		839		0.00%		7.80%		77		1.16

						前年比 ゼンネン ヒ		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー



						ブテナロック足洗いソープ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		201		ブテナロック足洗いソープ		2020年 ネン		699		762		1101		69.20%		774		805		1.09		1016		1.06		962		0.02%		7.20%		310		2.6

		202		ベビーフット		2019年 ネン		991		1046		1702		61.50%		1475		1086		1.06		1410		1.04		1358		0.02%		4.10%		319		3.4

		202		ベビーフット		2020年 ネン		345		357		533		67.00%		501		361		1.03		1404		1.01		1389		0.01%		3.20%		214		1.69

		203		ベルベットスムーズ		2019年 ネン		725		743		989		75.10%		1276		754		1.02		1717		1.01		1692		0.02%		2.10%		353		2.14

		203		ベルベットスムーズ		2020年 ネン		426		436		576		75.70%		691		440		1.02		1585		1.01		1571		0.01%		2.10%		277		1.59

		204		デオナチュレ		2019年 ネン		9477		10854		16717		64.90%		8584		11523		1.15		791		1.06		745		0.21%		11.20%		745		15.47

		204		デオナチュレ		2020年 ネン		5127		5963		9358		63.70%		5344		6195		1.16		896		1.04		863		0.12%		12.20%		730		8.49

		300		オリヒロ　賢人の緑茶		2019年 ネン		883		1384		1645		84.10%		2796		1437		1.57		2021		1.04		1946		0.02%		33.50%		473		3.04

		300		オリヒロ　賢人の緑茶		2020年 ネン		853		1321		1581		83.60%		2569		1361		1.55		1945		1.03		1888		0.02%		33.40%		474		2.87

		301		糖×脂すっきり茶		2020年 ネン		1257		1712		1978		86.60%		1446		1829		1.36		845		1.07		790		0.03%		20.40%		446		4.1

		302		井藤漢　黒減肥茶		2019年 ネン		647		844		1042		81.00%		774		867		1.3		917		1.03		893		0.01%		20.70%		335		2.59

		302		井藤漢　黒減肥茶		2020年 ネン		547		741		875		84.70%		672		756		1.35		906		1.02		888		0.01%		23.00%		290		2.61

		303		糖流茶		2019年 ネン		437		593		705		84.10%		550		633		1.36		927		1.07		869		0.01%		24.90%		269		2.35

		303		糖流茶		2020年 ネン		348		503		591		85.10%		466		533		1.45		925		1.06		873		0.01%		27.90%		261		2.04

		304		ヘルシア粉末		2019年 ネン		75		91		141		64.50%		228		95		1.21		2502		1.04		2397		0.00%		14.70%		77		1.23

		304		ヘルシア粉末		2020年 ネン		103		145		165		87.90%		374		160		1.41		2576		1.1		2335		0.00%		20.40%		76		2.11

		311		カロリミット		2019年 ネン		8303		12290		18118		67.80%		21609		12463		1.48		1758		1.01		1734		0.18%		27.10%		748		16.66

		311		カロリミット		2020年 ネン		7547		10804		16285		66.30%		20772		10875		1.43		1923		1.01		1910		0.17%		25.10%		737		14.76

		312		大人のカロリミット		2019年 ネン		7275		10620		15459		68.70%		22440		10927		1.46		2113		1.03		2054		0.16%		28.20%		748		14.61

		312		大人のカロリミット		2020年 ネン		6822		9595		14092		68.10%		21765		9755		1.41		2268		1.02		2231		0.16%		26.20%		742		13.15

		313		ＤＨＣ（代謝燃焼）		2019年 ネン		9766		15387		21739		70.80%		21841		17578		1.58		1419		1.14		1243		0.21%		32.00%		753		23.34

		313		ＤＨＣ（代謝燃焼）		2020年 ネン		8370		13463		18559		72.50%		18752		14966		1.61		1393		1.11		1253		0.19%		33.60%		746		20.06

		314		ファンケル内脂サポート		2019年 ネン		4655		7042		9651		73.00%		19369		7251		1.51		2751		1.03		2671		0.10%		31.50%		643		11.28

		314		ファンケル内脂サポート		2020年 ネン		4886		7331		10055		72.90%		20016		7501		1.5		2730		1.02		2668		0.11%		31.90%		736		10.19

		315		メタバリア		2019年 ネン		3182		5631		7827		71.90%		15470		6307		1.77		2747		1.12		2453		0.07%		35.40%		674		9.36

		315		メタバリア		2020年 ネン		4854		8477		12016		70.50%		23305		9044		1.75		2749		1.07		2577		0.11%		35.90%		721		12.54

		316		ぱっくん分解酵母		2019年 ネン		3903		6341		10293		61.60%		11706		6790		1.62		1846		1.07		1724		0.09%		32.10%		640		10.61

		316		ぱっくん分解酵母		2020年 ネン		2765		4422		6398		69.10%		8230		4653		1.6		1861		1.05		1769		0.06%		31.20%		632		7.36

		317		イースト×エンザイム		2019年 ネン		2636		3617		5550		65.20%		5703		3879		1.37		1577		1.07		1470		0.06%		21.60%		625		6.21

		317		イースト×エンザイム		2020年 ネン		2205		2993		4201		71.20%		4851		3143		1.36		1621		1.05		1544		0.05%		22.50%		622		5.05

		318		ＤＨＣ（吸収阻害排出）		2019年 ネン		4028		6176		9408		65.60%		5986		7181		1.53		969		1.16		834		0.09%		28.80%		727		9.88

		318		ＤＨＣ（吸収阻害排出）		2020年 ネン		2606		3897		5784		67.40%		3913		4374		1.5		1004		1.12		895		0.06%		27.20%		674		6.49

		319		ｏｎａｋａ		2019年 ネン		769		1019		2304		44.20%		2516		1563		1.33		2469		1.53		1610		0.02%		20.70%		414		3.78

		319		ｏｎａｋａ		2020年 ネン		548		757		1129		67.10%		1337		832		1.38		1767		1.1		1607		0.01%		23.50%		366		2.27

		320		その他ダイエットサプリメント		2019年 ネン		22081		32062		47813		67.10%		39811		36803		1.45		1242		1.15		1082		0.48%		24.00%		752		48.94

		320		その他ダイエットサプリメント		2020年 ネン		16805		24288		33629		72.20%		36584		26936		1.45		1506		1.11		1358		0.38%		24.30%		744		36.2

		501		子どもUV		2019年 ネン		17734		19887		28074		70.80%		15231		20984		1.12		766		1.06		726		0.39%		9.10%		749		28.02

		501		子どもUV		2020年 ネン		20247		22519		31388		71.70%		17494		23709		1.11		777		1.05		738		0.46%		8.60%		744		31.87

		502		ビオレキッズUV		2019年 ネン		6		6		9		66.70%		4		6		1		591		1		591		0.00%		0.00%		6		1

		502		ビオレキッズUV		2020年 ネン		4029		4119		5894		69.90%		3310		4164		1.02		804		1.01		795		0.09%		1.90%		721		5.78

		503		ピジョン　ベビーUV		2019年 ネン		2161		2284		3298		69.30%		1619		2349		1.06		709		1.03		689		0.05%		4.60%		601		3.91

		503		ピジョン　ベビーUV		2020年 ネン		2289		2398		3273		73.30%		1471		2452		1.05		614		1.02		600		0.05%		3.90%		576		4.26

		504		ママハグ		2019年 ネン		589		656		785		83.60%		523		671		1.11		798		1.02		780		0.01%		9.70%		225		2.98

		504		ママハグ		2020年 ネン		726		775		902		85.90%		599		806		1.07		773		1.04		744		0.02%		6.10%		266		3.03

		505		ママバター		2019年 ネン		12		12		20		60.00%		17		13		1		1421		1.08		1312		0.00%		0.00%		16		0.81

		505		ママバター		2020年 ネン		20		20		30		66.70%		27		21		1		1365		1.05		1300		0.00%		0.00%		21		1

		506		ママラボ		2019年 ネン		2		2		2		100.00%		4		3		1		1752		1.5		1168		0.00%		0.00%		2		1.5

		506		ママラボ		2020年 ネン		148		159		207		76.80%		215		164		1.07		1351		1.03		1310		0.00%		6.80%		23		7.13

		507		マミー		2019年 ネン		9850		10964		15405		71.20%		9916		11362		1.11		904		1.04		873		0.22%		8.40%		741		15.33

		507		マミー		2020年 ネン		9481		10662		15070		70.70%		9616		11062		1.12		902		1.04		869		0.22%		9.50%		731		15.13

		508		ミルフワ　ベビ－ＵＶ		2019年 ネン		1144		1211		2059		58.80%		713		1266		1.06		589		1.05		563		0.03%		4.50%		363		3.49

		508		ミルフワ　ベビ－ＵＶ		2020年 ネン		720		789		1137		69.40%		472		819		1.1		598		1.04		576		0.02%		7.40%		362		2.26

		601		ワイドハイター		2019年 ネン		381927		680066		807804		84.20%		183480		899902		1.78		270		1.32		204		8.34%		37.80%		744		1209.55

		601		ワイドハイター		2020年 ネン		348406		616230		737353		83.60%		167318		790489		1.77		272		1.28		212		7.96%		37.10%		739		1069.67

		602		ブライト		2019年 ネン		43951		71354		81979		87.00%		24503		79424		1.62		343		1.11		309		0.96%		33.40%		684		116.12

		602		ブライト		2020年 ネン		40348		63737		73308		86.90%		21899		72447		1.58		344		1.14		302		0.92%		30.60%		677		107.01

		603		ウタマロ		2019年 ネン		41550		48463		60113		80.60%		8741		60321		1.17		180		1.24		145		0.91%		11.20%		734		82.18

		603		ウタマロ		2020年 ネン		35480		41318		51612		80.10%		7596		48944		1.16		184		1.18		155		0.81%		11.10%		730		67.05

		604		オキシウォッシュ		2019年 ネン		2419		3241		3703		87.50%		2682		3373		1.34		827		1.04		795		0.05%		20.40%		263		12.83

		604		オキシウォッシュ		2020年 ネン		3825		5273		6081		86.70%		2838		5707		1.38		538		1.08		497		0.09%		21.40%		262		21.78

		605		オキシクリーン（500,1500,EX）		2019年 ネン		18151		21168		27223		77.80%		13733		21458		1.17		649		1.01		640		0.40%		11.30%		680		31.56

		605		オキシクリーン（500,1500,EX）		2020年 ネン		24603		29184		38017		76.80%		20283		29677		1.19		695		1.02		683		0.56%		12.70%		703		42.21

		606		オキシクリーン以外		2019年 ネン		453572		802750		953357		84.20%		223251		1050994		1.77		278		1.31		212		9.91%		37.40%		744		1412.63

		606		オキシクリーン以外		2020年 ネン		416982		730893		873937		83.60%		203841		932368		1.75		279		1.28		219		9.52%		36.50%		739		1261.66

		607		ワイドハイターブランド		2019年 ネン		36502		55161		67868		81.30%		24127		61183		1.51		437		1.11		394		0.80%		28.30%		716		85.45

		607		ワイドハイターブランド		2020年 ネン		33727		53116		66144		80.30%		22862		59357		1.57		430		1.12		385		0.77%		30.80%		714		83.13

		608		ワイドハイター以外		2019年 ネン		440545		772798		917249		84.30%		213142		1011413		1.75		276		1.31		211		9.63%		36.80%		744		1359.43

		608		ワイドハイター以外		2020年 ネン		410690		710325		849588		83.60%		202503		903304		1.73		285		1.27		224		9.38%		35.60%		739		1222.33

		801		あずきのチカラ		2019年 ネン		650		684		1262		54.20%		646		723		1.05		944		1.06		893		0.01%		3.80%		175		4.13

		801		あずきのチカラ		2020年 ネン		897		926		1702		54.40%		873		991		1.03		943		1.07		881		0.02%		2.80%		218		4.55

		802		めぐりズム		2019年 ネン		34851		44476		78032		57.00%		40529		50673		1.28		911		1.14		800		0.76%		15.50%		753		67.29

		802		めぐりズム		2020年 ネン		29240		37369		61040		61.20%		32844		41897		1.28		879		1.12		784		0.67%		15.70%		746		56.16

		803		アンメルツ・アンメルシンヨコヨコ		2019年 ネン		19572		23904		33972		70.40%		13243		28304		1.22		554		1.18		468		0.43%		14.00%		752		37.64

		803		アンメルツ・アンメルシンヨコヨコ		2020年 ネン		16005		19173		26651		71.90%		10736		21405		1.2		560		1.12		502		0.37%		12.60%		746		28.69

		804		ロイヒ		2019年 ネン		8787		11200		19085		58.70%		11586		14400		1.27		1034		1.29		805		0.19%		16.40%		750		19.2

		804		ロイヒ		2020年 ネン		7288		9167		12582		72.90%		9149		10951		1.26		998		1.19		835		0.17%		15.20%		734		14.92

		805		ほぐリラロールオン		2019年 ネン		890		1017		1509		67.40%		945		1087		1.14		929		1.07		870		0.02%		9.10%		229		4.75

		805		ほぐリラロールオン		2020年 ネン		358		429		580		74.00%		408		473		1.2		952		1.1		863		0.01%		12.00%		138		3.43

		806		ほぐリラ温感		2019年 ネン		37		47		78		60.30%		44		56		1.27		937		1.19		786		0.00%		13.50%		10		5.6

		806		ほぐリラ温感		2020年 ネン		12		16		24		66.70%		14		19		1.33		884		1.19		744		0.00%		25.00%		7		2.71

		807		パスタイムＦＸこはる		2019年 ネン		104		114		130		87.70%		130		133		1.1		1143		1.17		980		0.00%		5.80%		69		1.93

		807		パスタイムＦＸこはる		2020年 ネン		81		91		113		80.50%		96		98		1.12		1055		1.08		980		0.00%		9.90%		62		1.58

		808		パスタイム クリーム		2019年 ネン		55		65		81		80.20%		70		65		1.18		1080		1		1080		0.00%		16.40%		43		1.51

		808		パスタイム クリーム		2020年 ネン		43		49		67		73.10%		57		53		1.14		1168		1.08		1080		0.00%		9.30%		44		1.2

		809		パスタイム　テープ		2019年 ネン		3224		4339		5437		79.80%		4532		4627		1.35		1044		1.07		979		0.07%		17.90%		540		8.57

		809		パスタイム　テープ		2020年 ネン		2668		3633		4474		81.20%		3900		3951		1.36		1073		1.09		987		0.06%		16.90%		533		7.41

		810		パスタイム ローション		2019年 ネン		77		91		131		69.50%		131		95		1.18		1441		1.04		1380		0.00%		10.40%		64		1.48

		810		パスタイム ローション		2020年 ネン		71		84		112		75.00%		120		87		1.18		1429		1.04		1380		0.00%		9.90%		58		1.5

		811		サロンパス 女性向け		2019年 ネン		7435		10016		14131		70.90%		9628		11085		1.35		961		1.11		869		0.16%		18.50%		661		16.77

		811		サロンパス 女性向け		2020年 ネン		6227		8526		11776		72.40%		8558		9253		1.37		1004		1.09		925		0.14%		18.50%		658		14.06

		812		サロンパス スプレー		2019年 ネン		7285		8918		14299		62.40%		12057		9610		1.22		1352		1.08		1255		0.16%		13.50%		749		12.83

		812		サロンパス スプレー		2020年 ネン		5839		7177		11066		64.90%		9749		7537		1.23		1358		1.05		1294		0.13%		13.20%		738		10.21

		813		サロンパス テープ		2019年 ネン		58517		75244		112042		67.20%		66313		81255		1.29		881		1.08		816		1.28%		16.80%		753		107.91

		813		サロンパス テープ		2020年 ネン		52647		67000		95945		69.80%		58868		72829		1.27		879		1.09		808		1.20%		16.10%		747		97.5

		814		サロンパス ローション		2019年 ネン		2813		3215		5384		59.70%		1899		3534		1.14		591		1.1		537		0.06%		8.60%		652		5.42

		814		サロンパス ローション		2020年 ネン		2673		3058		4659		65.60%		1813		3289		1.14		593		1.08		551		0.06%		7.70%		636		5.17

		815		ロキソニン		2019年 ネン		8518		11235		17443		64.40%		16892		12257		1.32		1504		1.09		1378		0.19%		17.80%		277		44.25

		815		ロキソニン		2020年 ネン		14330		17853		28150		63.40%		27866		20456		1.25		1561		1.15		1362		0.33%		15.20%		742		27.57

		816		ボルタレン		2019年 ネン		10952		13939		23836		58.50%		22681		14997		1.27		1627		1.08		1512		0.24%		15.00%		751		19.97

		816		ボルタレン		2020年 ネン		8422		10634		17652		60.20%		17397		11350		1.26		1636		1.07		1533		0.19%		14.20%		741		15.32

		817		フェイタス		2019年 ネン		31369		44524		72343		61.50%		78684		49748		1.42		1767		1.12		1582		0.69%		21.20%		753		66.07

		817		フェイタス		2020年 ネン		26628		37468		58597		63.90%		65874		41677		1.41		1758		1.11		1581		0.61%		21.10%		746		55.87

		818		バンテリン		2019年 ネン		12164		15334		24876		61.60%		23388		16676		1.26		1525		1.09		1402		0.27%		15.10%		753		22.15

		818		バンテリン		2020年 ネン		12885		16747		25465		65.80%		26131		18328		1.3		1560		1.09		1426		0.29%		16.80%		746		24.57

		819		ハリックス55		2019年 ネン		8299		10607		13592		78.00%		6765		11778		1.28		638		1.11		574		0.18%		15.90%		377		31.24

		819		ハリックス55		2020年 ネン		6907		8923		11137		80.10%		5543		9797		1.29		621		1.1		566		0.16%		16.10%		380		25.78

		820		パテックス		2019年 ネン		17454		22989		31900		72.10%		17326		26106		1.32		754		1.14		664		0.38%		17.60%		737		35.42

		820		パテックス		2020年 ネン		15206		20148		28394		71.00%		15586		22706		1.33		774		1.13		686		0.35%		17.40%		728		31.19

		821		トクホン		2019年 ネン		7040		8928		12676		70.40%		6091		9592		1.27		682		1.07		635		0.15%		14.70%		732		13.1

		821		トクホン		2020年 ネン		6454		8051		11107		72.50%		5402		8602		1.25		671		1.07		628		0.15%		14.50%		726		11.85

		822		その他　シップ剤		2019年 ネン		78197		111912		157535		71.00%		86073		135833		1.43		769		1.21		634		1.71%		21.60%		753		180.39

		822		その他　シップ剤		2020年 ネン		66857		96241		133893		71.90%		73682		117678		1.44		766		1.22		626		1.53%		21.80%		747		157.53

		823		ピップ　エレキバン		2019年 ネン		9572		11331		16650		68.10%		13930		12083		1.18		1229		1.07		1153		0.21%		12.30%		750		16.11

		823		ピップ　エレキバン		2020年 ネン		8734		10281		14430		71.20%		12780		10736		1.18		1243		1.04		1190		0.20%		11.30%		743		14.45

		824		ファイテン　テープ		2019年 ネン		1573		2083		2687		77.50%		1746		2557		1.32		838		1.23		683		0.03%		17.70%		502		5.09

		824		ファイテン　テープ		2020年 ネン		1392		1818		2359		77.10%		1527		2215		1.31		840		1.22		690		0.03%		17.10%		497		4.46

		825		ピップ　マグネループ		2019年 ネン		2561		2785		5068		55.00%		5231		2941		1.09		1878		1.06		1779		0.06%		5.90%		717		4.1

		825		ピップ　マグネループ		2020年 ネン		2013		2154		3627		59.40%		3780		2248		1.07		1755		1.04		1682		0.05%		5.10%		694		3.24

		826		ファイテン　RAKUWA		2019年 ネン		185		196		376		52.10%		541		203		1.06		2761		1.04		2666		0.00%		5.40%		122		1.66

		826		ファイテン　RAKUWA		2020年 ネン		117		119		164		72.60%		365		125		1.02		3070		1.05		2923		0.00%		1.70%		41		3.05

		827		その他磁気用品		2019年 ネン		4808		6133		8623		71.10%		4942		7332		1.28		806		1.2		674		0.11%		15.90%		606		12.1

		827		その他磁気用品		2020年 ネン		4301		5433		7431		73.10%		4364		6492		1.26		803		1.19		672		0.10%		15.40%		604		10.75

		828		千年灸		2019年 ネン		3952		5719		7434		76.90%		10014		6398		1.45		1751		1.12		1565		0.09%		22.60%		676		9.46

		828		千年灸		2020年 ネン		3933		5527		7399		74.70%		9122		6030		1.41		1650		1.09		1513		0.09%		21.60%		669		9.01

		829		その他鍼お灸用品		2019年 ネン		1691		2156		3137		68.70%		3218		2431		1.27		1493		1.13		1324		0.04%		15.40%		604		4.02

		829		その他鍼お灸用品		2020年 ネン		1787		2213		3104		71.30%		3156		2458		1.24		1426		1.11		1284		0.04%		14.00%		590		4.17

		900		カイロ用品		2019年 ネン		15070		21654		31594		68.50%		11321		37606		1.44		523		1.74		301		0.33%		20.60%		753		49.94

		900		カイロ用品		2020年 ネン		11720		17209		25464		67.60%		8402		27132		1.47		488		1.58		310		0.27%		22.00%		745		36.42

		901		桐灰ホットン		2019年 ネン		195		244		457		53.40%		138		282		1.25		565		1.16		489		0.00%		11.80%		119		2.37

		901		桐灰ホットン		2020年 ネン		260		297		471		63.10%		155		335		1.14		522		1.13		463		0.01%		9.20%		149		2.25

		902		白元 ゆたぽん		2019年 ネン		7		7		19		36.80%		5		7		1		777		1		777		0.00%		0.00%		17		0.41

		902		白元 ゆたぽん		2020年 ネン		17		17		31		54.80%		14		21		1		832		1.24		673		0.00%		0.00%		21		1

		5		ビオレ スキンケア		2019年 ネン		286029		373346		497180		75.10%		202729		435770		1.31		543		1.17		465		6.25%		21.60%		754		577.94

		5		ビオレ スキンケア		2020年 ネン		219682		277094		374110		74.10%		151846		321632		1.26		548		1.16		472		5.02%		19.00%		748		429.99

		6		ビオレ 日焼け止め		2019年 ネン		84093		96936		135682		71.40%		84183		103105		1.15		868		1.06		816		1.84%		11.60%		754		136.74

		6		ビオレ 日焼け止め		2020年 ネン		66429		75376		107410		70.20%		62815		78863		1.13		833		1.05		797		1.52%		10.40%		748		105.43

		7		ミノン スキンケア		2019年 ネン		18587		24857		37165		66.90%		44648		28838		1.34		1796		1.16		1548		0.41%		21.70%		751		38.4

		7		ミノン スキンケア		2020年 ネン		16306		21238		30544		69.50%		37438		23958		1.3		1763		1.13		1563		0.37%		19.40%		745		32.16

		8		ミノン ヘアケア		2019年 ネン		6659		8822		11847		74.50%		10266		11599		1.32		1164		1.31		885		0.15%		23.40%		647		17.93

		8		ミノン ヘアケア		2020年 ネン		6610		8579		11945		71.80%		10429		10949		1.3		1216		1.28		952		0.15%		20.80%		657		16.67

		9		ミノン ベビー		2019年 ネン		1193		1674		2043		81.90%		1402		1855		1.4		838		1.11		756		0.03%		26.50%		276		6.72

		9		ミノン ベビー		2020年 ネン		1385		1887		2367		79.70%		1578		2091		1.36		836		1.11		754		0.03%		23.20%		356		5.87

		10		キュレル スキンケア		2019年 ネン		65552		94306		134286		70.20%		169442		121964		1.44		1797		1.29		1389		1.43%		27.00%		754		161.76

		10		キュレル スキンケア		2020年 ネン		69349		96005		136699		70.20%		161519		113611		1.38		1682		1.18		1422		1.58%		24.40%		747		152.09

		11		キュレル 日焼け止め		2019年 ネン		7168		7769		10838		71.70%		11426		7944		1.08		1471		1.02		1438		0.16%		6.60%		745		10.66

		11		キュレル 日焼け止め		2020年 ネン		6681		7158		10072		71.10%		10353		7204		1.07		1446		1.01		1437		0.15%		5.90%		734		9.81

		12		キュレル ヘアケア		2019年 ネン		21051		28910		38218		75.60%		28247		38617		1.37		977		1.34		731		0.46%		24.90%		752		51.35

		12		キュレル ヘアケア		2020年 ネン		19122		25925		35421		73.20%		25357		34329		1.36		978		1.32		739		0.44%		24.20%		744		46.14

		13		セタフィル スキンケア		2019年 ネン		2		2		3		66.70%		3		2		1		1650		1		1650		0.00%		0.00%		3		0.67

		13		セタフィル スキンケア		2020年 ネン		9		9		15		60.00%		20		9		1		2176		1		2176		0.00%		0.00%		12		0.75





Sheet1 (2)

		金額単位：千円																																		優月美人温座パッド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		111		優月美人温座パッド				61		70		148		47.30%		57		96		1.15		819		1.37		597		0.00%		53						前期１Q ゼンキ		1.8  		9.8%

		111		優月美人温座パッド				39		45		105		42.90%		39		71		1.15		871		1.58		552		0.00%		32						当期１Q トウキ		2.2  		7.7%

								63.9%		64.3%		70.9%		90.7%		68.4%		74.0%		100.0%		106.3%		115.3%		92.5%		69.2%		60.4%						前年比 ゼンネン ヒ		122.7%		78.6%





																																				フットメジブランド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		120		フットメジブランド				4510		5305		7045		75.30%		4,697		5526		1.18		885		1.04		850		0.10%		451						前期１Q ゼンキ		12.3  		13.9%

		120		フットメジブランド				3745		4322		5774		74.90%		3,883		4515		1.15		899		1.04		860		0.09%		432						当期１Q トウキ		10.5  		12.1%

								83.0%		81.5%		82.0%		99.5%		82.7%		81.7%		97.5%		101.6%		100.0%		101.2%		86.8%		95.8%						前年比 ゼンネン ヒ		85.3%		87.1%



																																				フットメジ石けん

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		121		フットメジ石けん				4497		5291		7022		75.30%		4683		5508		1.18		885		1.04		850		0.10%		451						2019年 ネン		12.21		13.90%

		121		フットメジ石けん				3613		4174		5545		75.30%		3736		4355		1.16		895		1.04		858		0.08%		431						2020年 ネン		10.1		12.20%

								80.3%		78.9%		79.0%		100.0%		79.8%		79.1%		98.3%		101.1%		100.0%		100.9%		83.9%		95.6%						前年比 ゼンネン ヒ		82.7%		87.8%



																																				フットメジ（石けん以外）

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		123		フットメジ（石けん以外）				19		19		31		61.30%		17		21		1		872		1.11		789		0.00%		19						2019年 ネン		1.11		0.00%

		123		フットメジ（石けん以外）				138		150		231		64.90%		147		160		1.09		981		1.07		920		0.00%		58						2020年 ネン		2.76		6.50%

								726.3%		789.5%		745.2%		105.9%		864.7%		761.9%		109.0%		112.5%		96.4%		116.6%		800.0%		305.3%						前年比 ゼンネン ヒ		248.6%		ERROR:#DIV/0!





																																				なかったコトに！ブランド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		130		なかったコトに！ブランド				2262		3551		5047		70.40%		6,159		3836		1.57		1735		1.08		1606		0.05%		661						前期１Q ゼンキ		5.8  		28.7%

		130		なかったコトに！ブランド				1915		3131		4338		72.20%		5,497		3317		1.63		1756		1.06		1657		0.04%		649						当期１Q トウキ		5.1  		32.1%

								84.7%		88.2%		86.0%		102.6%		89.3%		86.5%		103.8%		101.2%		98.1%		103.2%		88.5%		98.2%						前年比 ゼンネン ヒ		88.1%		111.8%





																																				満腹ダイエットブランド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		140		満腹ダイエットブランド				652		745		1708		43.60%		228		833		1.14		306		1.12		274		0.01%		178						前期１Q ゼンキ		4.7  		9.5%

		140		満腹ダイエットブランド				739		845		1644		51.40%		268		1003		1.14		317		1.19		267		0.02%		193						当期１Q トウキ		5.2  		8.5%

								113.3%		113.4%		96.3%		117.9%		117.5%		120.4%		100.0%		103.6%		106.3%		97.4%		119.0%		108.4%						前年比 ゼンネン ヒ		111.1%		89.5%



																																				スキンピースブランド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		150		スキンピースブランド				1078		1207		1451		83.20%		1,095		1257		1.12		907		1.04		871		0.02%		256						前期１Q ゼンキ		4.7  		9.5%

		150		スキンピースブランド				637		697		864		80.70%		644		741		1.09		924		1.06		869		0.01%		235						当期１Q トウキ		5.2  		8.5%

								59.1%		57.7%		59.5%		97.0%		58.8%		58.9%		97.3%		101.9%		101.9%		99.8%		61.4%		91.8%						前年比 ゼンネン ヒ		111.1%		89.5%





																																				オキシクリーンブランド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		160		オキシクリーンブランド				20354		23851		30513		78.20%		16,191		24450		1.17		679		1.03		662		0.44%		680						前期１Q ゼンキ		36.0  		11.8%

		160		オキシクリーンブランド				27748		33075		42844		77.20%		23,899		34028		1.19		723		1.03		702		0.63%		703						当期１Q トウキ		48.4  		13.1%

								136.3%		138.7%		140.4%		98.7%		147.6%		139.2%		101.7%		106.5%		100.0%		106.0%		142.5%		103.4%						前年比 ゼンネン ヒ		134.6%		111.0%



																																				こりキュンブランド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		180		こりキュンブランド				169		181		295		61.40%		161		187		1.07		888		1.03		859		0.00%		163						2019年 ネン		1.15		4.70%

		180		こりキュンブランド				273		300		475		63.20%		258		313		1.1		859		1.04		823		0.01%		220						2020年 ネン		1.42		5.90%

								161.5%		165.7%		161.0%		102.9%		160.2%		167.4%		102.8%		96.7%		101.0%		95.8%		167.6%		135.0%						前年比 ゼンネン ヒ		123.5%		125.5%





																																				ブテナロック足洗いソープ

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		201		ブテナロック足洗いソープ				699		762		1101		69.20%		774		805		1.09		1016		1.06		962		0.02%		310						2020年 ネン		2.6		7.20%

		202		ベビーフット				991		1046		1702		61.50%		1475		1086		1.06		1410		1.04		1358		0.02%		319						2019年 ネン		3.4		4.10%

		202		ベビーフット				345		357		533		67.00%		501		361		1.03		1404		1.01		1389		0.01%		214						2020年 ネン		1.69		3.20%

		203		ベルベットスムーズ				725		743		989		75.10%		1276		754		1.02		1717		1.01		1692		0.02%		353						2019年 ネン		2.14		2.10%

		203		ベルベットスムーズ				426		436		576		75.70%		691		440		1.02		1585		1.01		1571		0.01%		277						2020年 ネン		1.59		2.10%

		204		デオナチュレ				9477		10854		16717		64.90%		8584		11523		1.15		791		1.06		745		0.21%		745						2019年 ネン		15.47		11.20%

		204		デオナチュレ				5127		5963		9358		63.70%		5344		6195		1.16		896		1.04		863		0.12%		730						2020年 ネン		8.49		12.20%

		300		オリヒロ　賢人の緑茶				883		1384		1645		84.10%		2796		1437		1.57		2021		1.04		1946		0.02%		473						2019年 ネン		3.04		33.50%

		300		オリヒロ　賢人の緑茶				853		1321		1581		83.60%		2569		1361		1.55		1945		1.03		1888		0.02%		474						2020年 ネン		2.87		33.40%

		301		糖×脂すっきり茶				1257		1712		1978		86.60%		1446		1829		1.36		845		1.07		790		0.03%		446						2020年 ネン		4.1		20.40%

		302		井藤漢　黒減肥茶				647		844		1042		81.00%		774		867		1.3		917		1.03		893		0.01%		335						2019年 ネン		2.59		20.70%

		302		井藤漢　黒減肥茶				547		741		875		84.70%		672		756		1.35		906		1.02		888		0.01%		290						2020年 ネン		2.61		23.00%

		303		糖流茶				437		593		705		84.10%		550		633		1.36		927		1.07		869		0.01%		269						2019年 ネン		2.35		24.90%

		303		糖流茶				348		503		591		85.10%		466		533		1.45		925		1.06		873		0.01%		261						2020年 ネン		2.04		27.90%

		304		ヘルシア粉末				75		91		141		64.50%		228		95		1.21		2502		1.04		2397		0.00%		77						2019年 ネン		1.23		14.70%

		304		ヘルシア粉末				103		145		165		87.90%		374		160		1.41		2576		1.1		2335		0.00%		76						2020年 ネン		2.11		20.40%

		311		カロリミット				8303		12290		18118		67.80%		21609		12463		1.48		1758		1.01		1734		0.18%		748						2019年 ネン		16.66		27.10%

		311		カロリミット				7547		10804		16285		66.30%		20772		10875		1.43		1923		1.01		1910		0.17%		737						2020年 ネン		14.76		25.10%

		312		大人のカロリミット				7275		10620		15459		68.70%		22440		10927		1.46		2113		1.03		2054		0.16%		748						2019年 ネン		14.61		28.20%

		312		大人のカロリミット				6822		9595		14092		68.10%		21765		9755		1.41		2268		1.02		2231		0.16%		742						2020年 ネン		13.15		26.20%

		313		ＤＨＣ（代謝燃焼）				9766		15387		21739		70.80%		21841		17578		1.58		1419		1.14		1243		0.21%		753						2019年 ネン		23.34		32.00%

		313		ＤＨＣ（代謝燃焼）				8370		13463		18559		72.50%		18752		14966		1.61		1393		1.11		1253		0.19%		746						2020年 ネン		20.06		33.60%

		314		ファンケル内脂サポート				4655		7042		9651		73.00%		19369		7251		1.51		2751		1.03		2671		0.10%		643						2019年 ネン		11.28		31.50%

		314		ファンケル内脂サポート				4886		7331		10055		72.90%		20016		7501		1.5		2730		1.02		2668		0.11%		736						2020年 ネン		10.19		31.90%

		315		メタバリア				3182		5631		7827		71.90%		15470		6307		1.77		2747		1.12		2453		0.07%		674						2019年 ネン		9.36		35.40%

		315		メタバリア				4854		8477		12016		70.50%		23305		9044		1.75		2749		1.07		2577		0.11%		721						2020年 ネン		12.54		35.90%

		316		ぱっくん分解酵母				3903		6341		10293		61.60%		11706		6790		1.62		1846		1.07		1724		0.09%		640						2019年 ネン		10.61		32.10%

		316		ぱっくん分解酵母				2765		4422		6398		69.10%		8230		4653		1.6		1861		1.05		1769		0.06%		632						2020年 ネン		7.36		31.20%

		317		イースト×エンザイム				2636		3617		5550		65.20%		5703		3879		1.37		1577		1.07		1470		0.06%		625						2019年 ネン		6.21		21.60%

		317		イースト×エンザイム				2205		2993		4201		71.20%		4851		3143		1.36		1621		1.05		1544		0.05%		622						2020年 ネン		5.05		22.50%

		318		ＤＨＣ（吸収阻害排出）				4028		6176		9408		65.60%		5986		7181		1.53		969		1.16		834		0.09%		727						2019年 ネン		9.88		28.80%

		318		ＤＨＣ（吸収阻害排出）				2606		3897		5784		67.40%		3913		4374		1.5		1004		1.12		895		0.06%		674						2020年 ネン		6.49		27.20%

		319		ｏｎａｋａ				769		1019		2304		44.20%		2516		1563		1.33		2469		1.53		1610		0.02%		414						2019年 ネン		3.78		20.70%

		319		ｏｎａｋａ				548		757		1129		67.10%		1337		832		1.38		1767		1.1		1607		0.01%		366						2020年 ネン		2.27		23.50%

		320		その他ダイエットサプリメント				22081		32062		47813		67.10%		39811		36803		1.45		1242		1.15		1082		0.48%		752						2019年 ネン		48.94		24.00%

		320		その他ダイエットサプリメント				16805		24288		33629		72.20%		36584		26936		1.45		1506		1.11		1358		0.38%		744						2020年 ネン		36.2		24.30%

		501		子どもUV				17734		19887		28074		70.80%		15231		20984		1.12		766		1.06		726		0.39%		749						2019年 ネン		28.02		9.10%

		501		子どもUV				20247		22519		31388		71.70%		17494		23709		1.11		777		1.05		738		0.46%		744						2020年 ネン		31.87		8.60%

		502		ビオレキッズUV				6		6		9		66.70%		4		6		1		591		1		591		0.00%		6						2019年 ネン		1		0.00%

		502		ビオレキッズUV				4029		4119		5894		69.90%		3310		4164		1.02		804		1.01		795		0.09%		721						2020年 ネン		5.78		1.90%

		503		ピジョン　ベビーUV				2161		2284		3298		69.30%		1619		2349		1.06		709		1.03		689		0.05%		601						2019年 ネン		3.91		4.60%

		503		ピジョン　ベビーUV				2289		2398		3273		73.30%		1471		2452		1.05		614		1.02		600		0.05%		576						2020年 ネン		4.26		3.90%

		504		ママハグ				589		656		785		83.60%		523		671		1.11		798		1.02		780		0.01%		225						2019年 ネン		2.98		9.70%

		504		ママハグ				726		775		902		85.90%		599		806		1.07		773		1.04		744		0.02%		266						2020年 ネン		3.03		6.10%

		505		ママバター				12		12		20		60.00%		17		13		1		1421		1.08		1312		0.00%		16						2019年 ネン		0.81		0.00%

		505		ママバター				20		20		30		66.70%		27		21		1		1365		1.05		1300		0.00%		21						2020年 ネン		1		0.00%

		506		ママラボ				2		2		2		100.00%		4		3		1		1752		1.5		1168		0.00%		2						2019年 ネン		1.5		0.00%

		506		ママラボ				148		159		207		76.80%		215		164		1.07		1351		1.03		1310		0.00%		23						2020年 ネン		7.13		6.80%

		507		マミー				9850		10964		15405		71.20%		9916		11362		1.11		904		1.04		873		0.22%		741						2019年 ネン		15.33		8.40%

		507		マミー				9481		10662		15070		70.70%		9616		11062		1.12		902		1.04		869		0.22%		731						2020年 ネン		15.13		9.50%

		508		ミルフワ　ベビ－ＵＶ				1144		1211		2059		58.80%		713		1266		1.06		589		1.05		563		0.03%		363						2019年 ネン		3.49		4.50%

		508		ミルフワ　ベビ－ＵＶ				720		789		1137		69.40%		472		819		1.1		598		1.04		576		0.02%		362						2020年 ネン		2.26		7.40%

		601		ワイドハイター				381927		680066		807804		84.20%		183480		899902		1.78		270		1.32		204		8.34%		744						2019年 ネン		1209.55		37.80%

		601		ワイドハイター				348406		616230		737353		83.60%		167318		790489		1.77		272		1.28		212		7.96%		739						2020年 ネン		1069.67		37.10%

		602		ブライト				43951		71354		81979		87.00%		24503		79424		1.62		343		1.11		309		0.96%		684						2019年 ネン		116.12		33.40%

		602		ブライト				40348		63737		73308		86.90%		21899		72447		1.58		344		1.14		302		0.92%		677						2020年 ネン		107.01		30.60%

		603		ウタマロ				41550		48463		60113		80.60%		8741		60321		1.17		180		1.24		145		0.91%		734						2019年 ネン		82.18		11.20%

		603		ウタマロ				35480		41318		51612		80.10%		7596		48944		1.16		184		1.18		155		0.81%		730						2020年 ネン		67.05		11.10%

		604		オキシウォッシュ				2419		3241		3703		87.50%		2682		3373		1.34		827		1.04		795		0.05%		263						2019年 ネン		12.83		20.40%

		604		オキシウォッシュ				3825		5273		6081		86.70%		2838		5707		1.38		538		1.08		497		0.09%		262						2020年 ネン		21.78		21.40%

		605		オキシクリーン（500,1500,EX）				18151		21168		27223		77.80%		13733		21458		1.17		649		1.01		640		0.40%		680						2019年 ネン		31.56		11.30%

		605		オキシクリーン（500,1500,EX）				24603		29184		38017		76.80%		20283		29677		1.19		695		1.02		683		0.56%		703						2020年 ネン		42.21		12.70%

		606		オキシクリーン以外				453572		802750		953357		84.20%		223251		1050994		1.77		278		1.31		212		9.91%		744						2019年 ネン		1412.63		37.40%

		606		オキシクリーン以外				416982		730893		873937		83.60%		203841		932368		1.75		279		1.28		219		9.52%		739						2020年 ネン		1261.66		36.50%

		607		ワイドハイターブランド				36502		55161		67868		81.30%		24127		61183		1.51		437		1.11		394		0.80%		716						2019年 ネン		85.45		28.30%

		607		ワイドハイターブランド				33727		53116		66144		80.30%		22862		59357		1.57		430		1.12		385		0.77%		714						2020年 ネン		83.13		30.80%

		608		ワイドハイター以外				440545		772798		917249		84.30%		213142		1011413		1.75		276		1.31		211		9.63%		744						2019年 ネン		1359.43		36.80%

		608		ワイドハイター以外				410690		710325		849588		83.60%		202503		903304		1.73		285		1.27		224		9.38%		739						2020年 ネン		1222.33		35.60%

		801		あずきのチカラ				650		684		1262		54.20%		646		723		1.05		944		1.06		893		0.01%		175						2019年 ネン		4.13		3.80%

		801		あずきのチカラ				897		926		1702		54.40%		873		991		1.03		943		1.07		881		0.02%		218						2020年 ネン		4.55		2.80%

		802		めぐりズム				34851		44476		78032		57.00%		40529		50673		1.28		911		1.14		800		0.76%		753						2019年 ネン		67.29		15.50%

		802		めぐりズム				29240		37369		61040		61.20%		32844		41897		1.28		879		1.12		784		0.67%		746						2020年 ネン		56.16		15.70%

		803		アンメルツ・アンメルシンヨコヨコ				19572		23904		33972		70.40%		13243		28304		1.22		554		1.18		468		0.43%		752						2019年 ネン		37.64		14.00%

		803		アンメルツ・アンメルシンヨコヨコ				16005		19173		26651		71.90%		10736		21405		1.2		560		1.12		502		0.37%		746						2020年 ネン		28.69		12.60%

		804		ロイヒ				8787		11200		19085		58.70%		11586		14400		1.27		1034		1.29		805		0.19%		750						2019年 ネン		19.2		16.40%

		804		ロイヒ				7288		9167		12582		72.90%		9149		10951		1.26		998		1.19		835		0.17%		734						2020年 ネン		14.92		15.20%

		805		ほぐリラロールオン				890		1017		1509		67.40%		945		1087		1.14		929		1.07		870		0.02%		229						2019年 ネン		4.75		9.10%

		805		ほぐリラロールオン				358		429		580		74.00%		408		473		1.2		952		1.1		863		0.01%		138						2020年 ネン		3.43		12.00%

		806		ほぐリラ温感				37		47		78		60.30%		44		56		1.27		937		1.19		786		0.00%		10						2019年 ネン		5.6		13.50%

		806		ほぐリラ温感				12		16		24		66.70%		14		19		1.33		884		1.19		744		0.00%		7						2020年 ネン		2.71		25.00%

		807		パスタイムＦＸこはる				104		114		130		87.70%		130		133		1.1		1143		1.17		980		0.00%		69						2019年 ネン		1.93		5.80%

		807		パスタイムＦＸこはる				81		91		113		80.50%		96		98		1.12		1055		1.08		980		0.00%		62						2020年 ネン		1.58		9.90%

		808		パスタイム クリーム				55		65		81		80.20%		70		65		1.18		1080		1		1080		0.00%		43						2019年 ネン		1.51		16.40%

		808		パスタイム クリーム				43		49		67		73.10%		57		53		1.14		1168		1.08		1080		0.00%		44						2020年 ネン		1.2		9.30%

		809		パスタイム　テープ				3224		4339		5437		79.80%		4532		4627		1.35		1044		1.07		979		0.07%		540						2019年 ネン		8.57		17.90%

		809		パスタイム　テープ				2668		3633		4474		81.20%		3900		3951		1.36		1073		1.09		987		0.06%		533						2020年 ネン		7.41		16.90%

		810		パスタイム ローション				77		91		131		69.50%		131		95		1.18		1441		1.04		1380		0.00%		64						2019年 ネン		1.48		10.40%

		810		パスタイム ローション				71		84		112		75.00%		120		87		1.18		1429		1.04		1380		0.00%		58						2020年 ネン		1.5		9.90%

		811		サロンパス 女性向け				7435		10016		14131		70.90%		9628		11085		1.35		961		1.11		869		0.16%		661						2019年 ネン		16.77		18.50%

		811		サロンパス 女性向け				6227		8526		11776		72.40%		8558		9253		1.37		1004		1.09		925		0.14%		658						2020年 ネン		14.06		18.50%

		812		サロンパス スプレー				7285		8918		14299		62.40%		12057		9610		1.22		1352		1.08		1255		0.16%		749						2019年 ネン		12.83		13.50%

		812		サロンパス スプレー				5839		7177		11066		64.90%		9749		7537		1.23		1358		1.05		1294		0.13%		738						2020年 ネン		10.21		13.20%

		813		サロンパス テープ				58517		75244		112042		67.20%		66313		81255		1.29		881		1.08		816		1.28%		753						2019年 ネン		107.91		16.80%

		813		サロンパス テープ				52647		67000		95945		69.80%		58868		72829		1.27		879		1.09		808		1.20%		747						2020年 ネン		97.5		16.10%

		814		サロンパス ローション				2813		3215		5384		59.70%		1899		3534		1.14		591		1.1		537		0.06%		652						2019年 ネン		5.42		8.60%

		814		サロンパス ローション				2673		3058		4659		65.60%		1813		3289		1.14		593		1.08		551		0.06%		636						2020年 ネン		5.17		7.70%

		815		ロキソニン				8518		11235		17443		64.40%		16892		12257		1.32		1504		1.09		1378		0.19%		277						2019年 ネン		44.25		17.80%

		815		ロキソニン				14330		17853		28150		63.40%		27866		20456		1.25		1561		1.15		1362		0.33%		742						2020年 ネン		27.57		15.20%

		816		ボルタレン				10952		13939		23836		58.50%		22681		14997		1.27		1627		1.08		1512		0.24%		751						2019年 ネン		19.97		15.00%

		816		ボルタレン				8422		10634		17652		60.20%		17397		11350		1.26		1636		1.07		1533		0.19%		741						2020年 ネン		15.32		14.20%

		817		フェイタス				31369		44524		72343		61.50%		78684		49748		1.42		1767		1.12		1582		0.69%		753						2019年 ネン		66.07		21.20%

		817		フェイタス				26628		37468		58597		63.90%		65874		41677		1.41		1758		1.11		1581		0.61%		746						2020年 ネン		55.87		21.10%

		818		バンテリン				12164		15334		24876		61.60%		23388		16676		1.26		1525		1.09		1402		0.27%		753						2019年 ネン		22.15		15.10%

		818		バンテリン				12885		16747		25465		65.80%		26131		18328		1.3		1560		1.09		1426		0.29%		746						2020年 ネン		24.57		16.80%

		819		ハリックス55				8299		10607		13592		78.00%		6765		11778		1.28		638		1.11		574		0.18%		377						2019年 ネン		31.24		15.90%

		819		ハリックス55				6907		8923		11137		80.10%		5543		9797		1.29		621		1.1		566		0.16%		380						2020年 ネン		25.78		16.10%

		820		パテックス				17454		22989		31900		72.10%		17326		26106		1.32		754		1.14		664		0.38%		737						2019年 ネン		35.42		17.60%

		820		パテックス				15206		20148		28394		71.00%		15586		22706		1.33		774		1.13		686		0.35%		728						2020年 ネン		31.19		17.40%

		821		トクホン				7040		8928		12676		70.40%		6091		9592		1.27		682		1.07		635		0.15%		732						2019年 ネン		13.1		14.70%

		821		トクホン				6454		8051		11107		72.50%		5402		8602		1.25		671		1.07		628		0.15%		726						2020年 ネン		11.85		14.50%

		822		その他　シップ剤				78197		111912		157535		71.00%		86073		135833		1.43		769		1.21		634		1.71%		753						2019年 ネン		180.39		21.60%

		822		その他　シップ剤				66857		96241		133893		71.90%		73682		117678		1.44		766		1.22		626		1.53%		747						2020年 ネン		157.53		21.80%

		823		ピップ　エレキバン				9572		11331		16650		68.10%		13930		12083		1.18		1229		1.07		1153		0.21%		750						2019年 ネン		16.11		12.30%

		823		ピップ　エレキバン				8734		10281		14430		71.20%		12780		10736		1.18		1243		1.04		1190		0.20%		743						2020年 ネン		14.45		11.30%

		824		ファイテン　テープ				1573		2083		2687		77.50%		1746		2557		1.32		838		1.23		683		0.03%		502						2019年 ネン		5.09		17.70%

		824		ファイテン　テープ				1392		1818		2359		77.10%		1527		2215		1.31		840		1.22		690		0.03%		497						2020年 ネン		4.46		17.10%

		825		ピップ　マグネループ				2561		2785		5068		55.00%		5231		2941		1.09		1878		1.06		1779		0.06%		717						2019年 ネン		4.1		5.90%

		825		ピップ　マグネループ				2013		2154		3627		59.40%		3780		2248		1.07		1755		1.04		1682		0.05%		694						2020年 ネン		3.24		5.10%

		826		ファイテン　RAKUWA				185		196		376		52.10%		541		203		1.06		2761		1.04		2666		0.00%		122						2019年 ネン		1.66		5.40%

		826		ファイテン　RAKUWA				117		119		164		72.60%		365		125		1.02		3070		1.05		2923		0.00%		41						2020年 ネン		3.05		1.70%

		827		その他磁気用品				4808		6133		8623		71.10%		4942		7332		1.28		806		1.2		674		0.11%		606						2019年 ネン		12.1		15.90%

		827		その他磁気用品				4301		5433		7431		73.10%		4364		6492		1.26		803		1.19		672		0.10%		604						2020年 ネン		10.75		15.40%

		828		千年灸				3952		5719		7434		76.90%		10014		6398		1.45		1751		1.12		1565		0.09%		676						2019年 ネン		9.46		22.60%

		828		千年灸				3933		5527		7399		74.70%		9122		6030		1.41		1650		1.09		1513		0.09%		669						2020年 ネン		9.01		21.60%

		829		その他鍼お灸用品				1691		2156		3137		68.70%		3218		2431		1.27		1493		1.13		1324		0.04%		604						2019年 ネン		4.02		15.40%

		829		その他鍼お灸用品				1787		2213		3104		71.30%		3156		2458		1.24		1426		1.11		1284		0.04%		590						2020年 ネン		4.17		14.00%

		900		カイロ用品				15070		21654		31594		68.50%		11321		37606		1.44		523		1.74		301		0.33%		753						2019年 ネン		49.94		20.60%

		900		カイロ用品				11720		17209		25464		67.60%		8402		27132		1.47		488		1.58		310		0.27%		745						2020年 ネン		36.42		22.00%

		901		桐灰ホットン				195		244		457		53.40%		138		282		1.25		565		1.16		489		0.00%		119						2019年 ネン		2.37		11.80%

		901		桐灰ホットン				260		297		471		63.10%		155		335		1.14		522		1.13		463		0.01%		149						2020年 ネン		2.25		9.20%

		902		白元 ゆたぽん				7		7		19		36.80%		5		7		1		777		1		777		0.00%		17						2019年 ネン		0.41		0.00%

		902		白元 ゆたぽん				17		17		31		54.80%		14		21		1		832		1.24		673		0.00%		21						2020年 ネン		1		0.00%

		5		ビオレ スキンケア				286029		373346		497180		75.10%		202729		435770		1.31		543		1.17		465		6.25%		754						2019年 ネン		577.94		21.60%

		5		ビオレ スキンケア				219682		277094		374110		74.10%		151846		321632		1.26		548		1.16		472		5.02%		748						2020年 ネン		429.99		19.00%

		6		ビオレ 日焼け止め				84093		96936		135682		71.40%		84183		103105		1.15		868		1.06		816		1.84%		754						2019年 ネン		136.74		11.60%

		6		ビオレ 日焼け止め				66429		75376		107410		70.20%		62815		78863		1.13		833		1.05		797		1.52%		748						2020年 ネン		105.43		10.40%

		7		ミノン スキンケア				18587		24857		37165		66.90%		44648		28838		1.34		1796		1.16		1548		0.41%		751						2019年 ネン		38.4		21.70%

		7		ミノン スキンケア				16306		21238		30544		69.50%		37438		23958		1.3		1763		1.13		1563		0.37%		745						2020年 ネン		32.16		19.40%

		8		ミノン ヘアケア				6659		8822		11847		74.50%		10266		11599		1.32		1164		1.31		885		0.15%		647						2019年 ネン		17.93		23.40%

		8		ミノン ヘアケア				6610		8579		11945		71.80%		10429		10949		1.3		1216		1.28		952		0.15%		657						2020年 ネン		16.67		20.80%

		9		ミノン ベビー				1193		1674		2043		81.90%		1402		1855		1.4		838		1.11		756		0.03%		276						2019年 ネン		6.72		26.50%

		9		ミノン ベビー				1385		1887		2367		79.70%		1578		2091		1.36		836		1.11		754		0.03%		356						2020年 ネン		5.87		23.20%

		10		キュレル スキンケア				65552		94306		134286		70.20%		169442		121964		1.44		1797		1.29		1389		1.43%		754						2019年 ネン		161.76		27.00%

		10		キュレル スキンケア				69349		96005		136699		70.20%		161519		113611		1.38		1682		1.18		1422		1.58%		747						2020年 ネン		152.09		24.40%

		11		キュレル 日焼け止め				7168		7769		10838		71.70%		11426		7944		1.08		1471		1.02		1438		0.16%		745						2019年 ネン		10.66		6.60%

		11		キュレル 日焼け止め				6681		7158		10072		71.10%		10353		7204		1.07		1446		1.01		1437		0.15%		734						2020年 ネン		9.81		5.90%

		12		キュレル ヘアケア				21051		28910		38218		75.60%		28247		38617		1.37		977		1.34		731		0.46%		752						2019年 ネン		51.35		24.90%

		12		キュレル ヘアケア				19122		25925		35421		73.20%		25357		34329		1.36		978		1.32		739		0.44%		744						2020年 ネン		46.14		24.20%

		13		セタフィル スキンケア				2		2		3		66.70%		3		2		1		1650		1		1650		0.00%		3						2019年 ネン		0.67		0.00%

		13		セタフィル スキンケア				9		9		15		60.00%		20		9		1		2176		1		2176		0.00%		12						2020年 ネン		0.75		0.00%






Sheet1

		金額単位：千円				優月美人温座パッド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		111		優月美人温座パッド		2019年 ネン		61		70		148		47.30%		57		96		1.15		819		1.37		597		0.00%		9.80%		53		1.81

		111		優月美人温座パッド		2020年 ネン		39		45		105		42.90%		39		71		1.15		871		1.58		552		0.00%		7.70%		32		2.22

						前年比 ゼンネン ヒ		63.9%		64.3%		70.9%		90.7%		68.4%		74.0%		100.0%		106.3%		115.3%		92.5%		69.2%		78.6%		60.4%		122.7%



						優月美人温座パッド　1個

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		113		優月美人温座パッド　1個		2019年 ネン		25		27		66		40.90%		6		34		1.08		226		1.26		179		0.00%		8.00%		20		1.7

		113		優月美人温座パッド　1個		2020年 ネン		18		18		48		37.50%		6		31		1		313		1.72		182		0.00%		0.00%		16		1.94

						前年比 ゼンネン ヒ		72.0%		66.7%		72.7%		91.7%		100.0%		91.2%		92.6%		138.5%		136.5%		101.7%		80.0%		0.0%		80.0%		114.1%



						優月美人温座パッド　6個

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		114		優月美人温座パッド　6個		2019年 ネン		36		43		82		52.40%		51		62		1.19		1191		1.44		826		0.00%		11.10%		39		1.59

		114		優月美人温座パッド　6個		2020年 ネン		21		27		57		47.40%		34		40		1.29		1243		1.48		839		0.00%		14.30%		21		1.9

						前年比 ゼンネン ヒ		58.3%		62.8%		69.5%		90.5%		66.7%		64.5%		108.4%		104.4%		102.8%		101.6%		62.5%		128.8%		53.8%		119.5%



						フットメジブランド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		120		フットメジブランド		2019年 ネン		4510		5305		7045		75.30%		4697		5526		1.18		885		1.04		850		0.10%		13.90%		451		12.25

		120		フットメジブランド		2020年 ネン		3745		4322		5774		74.90%		3883		4515		1.15		899		1.04		860		0.09%		12.10%		432		10.45

						前年比 ゼンネン ヒ		83.0%		81.5%		82.0%		99.5%		82.7%		81.7%		97.5%		101.6%		100.0%		101.2%		86.8%		87.1%		95.8%		85.3%



						フットメジ石けん

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		121		フットメジ石けん		2019年 ネン		4497		5291		7022		75.30%		4683		5508		1.18		885		1.04		850		0.10%		13.90%		451		12.21

		121		フットメジ石けん		2020年 ネン		3613		4174		5545		75.30%		3736		4355		1.16		895		1.04		858		0.08%		12.20%		431		10.1

						前年比 ゼンネン ヒ		80.3%		78.9%		79.0%		100.0%		79.8%		79.1%		98.3%		101.1%		100.0%		100.9%		83.9%		87.8%		95.6%		82.7%



						フットメジ（石けん以外）

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		123		フットメジ（石けん以外）		2019年 ネン		19		19		31		61.30%		17		21		1		872		1.11		789		0.00%		0.00%		19		1.11

		123		フットメジ（石けん以外）		2020年 ネン		138		150		231		64.90%		147		160		1.09		981		1.07		920		0.00%		6.50%		58		2.76

						前年比 ゼンネン ヒ		726.3%		789.5%		745.2%		105.9%		864.7%		761.9%		109.0%		112.5%		96.4%		116.6%		800.0%		ERROR:#DIV/0!		305.3%		248.6%



						FMフレッシュハーブ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		125		FMフレッシュハーブ		2019年 ネン		2118		2424		3301		73.40%		1971		2468		1.14		813		1.02		798		0.05%		11.90%		340		7.26

		125		FMフレッシュハーブ		2020年 ネン		1493		1673		2338		71.60%		1374		1714		1.12		821		1.02		802		0.03%		9.70%		338		5.07

						前年比 ゼンネン ヒ		70.5%		69.0%		70.8%		97.5%		69.7%		69.4%		98.2%		101.0%		100.0%		100.5%		73.7%		81.5%		99.4%		69.8%



						FM爽快ミント

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		124		FM爽快ミント		2019年 ネン		1961		2284		2931		77.90%		2177		2396		1.16		953		1.05		909		0.04%		13.20%		310		7.73

		124		FM爽快ミント		2020年 ネン		1528		1766		2236		79.00%		1684		1838		1.16		954		1.04		916		0.03%		12.60%		280		6.56

						前年比 ゼンネン ヒ		77.9%		77.3%		76.3%		101.4%		77.4%		76.7%		100.0%		100.1%		99.0%		100.8%		81.5%		95.5%		90.3%		84.9%



						FMすっきりミント

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		126		FMすっきりミント		2019年 ネン		40		42		75		56.00%		39		44		1.05		926		1.05		884		0.00%		5.00%		14		3.14

		126		FMすっきりミント		2020年 ネン		19		19		41		46.30%		19		21		1		999		1.11		904		0.00%		0.00%		7		3

						前年比 ゼンネン ヒ		47.5%		45.2%		54.7%		82.7%		48.7%		47.7%		95.2%		107.9%		105.7%		102.3%		44.4%		0.0%		50.0%		95.5%



						FMクリアローズ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		127		FMクリアローズ		2020年 ネン		276		301		388		77.60%		269		312		1.09		893		1.04		861		0.01%		6.50%		71		4.39

						前年比 ゼンネン ヒ		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー



						FMフローラルピーチ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		128		FMフローラルピーチ		2019年 ネン		481		550		694		79.30%		462		557		1.14		840		1.01		829		0.01%		9.40%		146		3.82

		128		FMフローラルピーチ		2020年 ネン		389		435		542		80.30%		371		445		1.12		852		1.02		833		0.01%		8.50%		122		3.65

						前年比 ゼンネン ヒ		80.9%		79.1%		78.1%		101.3%		80.3%		79.9%		98.2%		101.4%		101.0%		100.5%		84.8%		90.4%		83.6%		95.5%



						FMラベンダー

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		129		FMラベンダー		2019年 ネン		26		29		70		41.40%		24		31		1.12		830		1.07		776		0.00%		11.50%		9		3.44

		129		FMラベンダー		2020年 ネン		25		25		54		46.30%		20		25		1		786		1		786		0.00%		0.00%		7		3.57

						前年比 ゼンネン ヒ		96.2%		86.2%		77.1%		111.8%		83.3%		80.6%		89.3%		94.7%		93.5%		101.3%		100.0%		0.0%		77.8%		103.8%



						FMドライシャンプー

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		220		FMドライシャンプー		2020年 ネン		22		24		41		58.50%		26		22		1.09		1084		0.92		1182		0.00%		4.50%		19		1.16

						前年比 ゼンネン ヒ		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー



						FMピーリング

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		221		FMピーリング		2019年 ネン		1		1		1		100.00%		1		1		1		810		1		810		0.00%		0.00%		1		1

		221		FMピーリング		2020年 ネン		103		112		172		65.10%		109		123		1.09		977		1.1		890		0.00%		6.80%		37		3.32

						前年比 ゼンネン ヒ		10300.0%		11200.0%		17200.0%		65.1%		10900.0%		12300.0%		109.0%		120.6%		110.0%		109.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3700.0%		332.0%



						なかったコトに！ブランド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		130		なかったコトに！ブランド		2019年 ネン		2262		3551		5047		70.40%		6159		3836		1.57		1735		1.08		1606		0.05%		28.70%		661		5.8

		130		なかったコトに！ブランド		2020年 ネン		1915		3131		4338		72.20%		5497		3317		1.63		1756		1.06		1657		0.04%		32.10%		649		5.11

						前年比 ゼンネン ヒ		84.7%		88.2%		86.0%		102.6%		89.3%		86.5%		103.8%		101.2%		98.1%		103.2%		88.5%		111.8%		98.2%		88.1%



						なかったコトに！Ｒ４０　

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		131		なかったコトに！Ｒ４０　		2019年 ネン		700		1115		1507		74.00%		1952		1170		1.59		1750		1.05		1668		0.02%		27.90%		333		3.51

		131		なかったコトに！Ｒ４０　		2020年 ネン		695		1113		1501		74.20%		2006		1178		1.6		1802		1.06		1703		0.02%		29.90%		425		2.77

						前年比 ゼンネン ヒ		99.3%		99.8%		99.6%		100.3%		102.8%		100.7%		100.6%		103.0%		101.0%		102.1%		103.9%		107.2%		127.6%		78.9%



						なかったコトに！赤

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		132		なかったコトに！赤		2019年 ネン		1094		1510		2382		63.40%		2606		1582		1.38		1726		1.05		1647		0.02%		22.00%		556		2.85

		132		なかったコトに！赤		2020年 ネン		794		1126		1760		64.00%		2008		1154		1.42		1783		1.02		1740		0.02%		25.80%		498		2.32

						前年比 ゼンネン ヒ		72.6%		74.6%		73.9%		100.9%		77.1%		72.9%		102.9%		103.3%		97.1%		105.6%		75.7%		117.3%		89.6%		81.4%



						なかったコトに！夜用

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		133		なかったコトに！夜用		2019年 ネン		192		311		441		70.50%		472		359		1.62		1517		1.15		1314		0.00%		26.00%		160		2.24

		133		なかったコトに！夜用		2020年 ネン		120		175		254		68.90%		253		190		1.46		1443		1.09		1329		0.00%		20.00%		129		1.47

						前年比 ゼンネン ヒ		62.5%		56.3%		57.6%		97.7%		53.6%		52.9%		90.1%		95.1%		94.8%		101.1%		64.3%		76.9%		80.6%		65.6%



						なかったコトに！するっ茶

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		134		なかったコトに！するっ茶		2019年 ネン		369		663		785		84.50%		1130		725		1.8		1704		1.09		1558		0.01%		37.90%		258		2.81

		134		なかったコトに！するっ茶		2020年 ネン		398		743		860		86.40%		1231		795		1.87		1657		1.07		1548		0.01%		38.90%		271		2.93

						前年比 ゼンネン ヒ		107.9%		112.1%		109.6%		102.2%		108.9%		109.7%		103.9%		97.2%		98.2%		99.4%		112.3%		102.6%		105.0%		104.3%



						満腹ダイエットブランド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		140		満腹ダイエットブランド		2019年 ネン		652		745		1708		43.60%		228		833		1.14		306		1.12		274		0.01%		9.50%		178		4.68

		140		満腹ダイエットブランド		2020年 ネン		739		845		1644		51.40%		268		1003		1.14		317		1.19		267		0.02%		8.50%		193		5.2

						前年比 ゼンネン ヒ		113.3%		113.4%		96.3%		117.9%		117.5%		120.4%		100.0%		103.6%		106.3%		97.4%		119.0%		89.5%		108.4%		111.1%



						スキンピースブランド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		150		スキンピースブランド		2019年 ネン		1078		1207		1451		83.20%		1095		1257		1.12		907		1.04		871		0.02%		8.30%		256		4.91

		150		スキンピースブランド		2020年 ネン		637		697		864		80.70%		644		741		1.09		924		1.06		869		0.01%		7.10%		235		3.15

						前年比 ゼンネン ヒ		59.1%		57.7%		59.5%		97.0%		58.8%		58.9%		97.3%		101.9%		101.9%		99.8%		61.4%		85.5%		91.8%		64.2%



						スキンピースＵＶ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		151		スキンピースＵＶ		2019年 ネン		1077		1206		1450		83.20%		1094		1256		1.12		907		1.04		871		0.02%		8.40%		255		4.93

		151		スキンピースＵＶ		2020年 ネン		637		697		864		80.70%		644		741		1.09		924		1.06		869		0.01%		7.10%		235		3.15

						前年比 ゼンネン ヒ		59.1%		57.8%		59.6%		97.0%		58.9%		59.0%		97.3%		101.9%		101.9%		99.8%		61.7%		84.5%		92.2%		63.9%



						スキンピースUV ミルク

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		152		スキンピースUV ミルク		2019年 ネン		391		415		497		83.50%		365		419		1.06		879		1.01		871		0.01%		5.10%		206		2.03

		152		スキンピースUV ミルク		2020年 ネン		198		206		250		82.40%		184		212		1.04		891		1.03		866		0.00%		4.00%		134		1.58

						前年比 ゼンネン ヒ		50.6%		49.6%		50.3%		98.7%		50.4%		50.6%		98.1%		101.4%		102.0%		99.4%		52.9%		78.4%		65.0%		77.8%



						スキンピースUV ジェル

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		153		スキンピースUV ジェル		2019年 ネン		410		464		544		85.30%		409		470		1.13		882		1.01		870		0.01%		9.30%		210		2.24

		153		スキンピースUV ジェル		2020年 ネン		254		280		340		82.40%		259		297		1.1		924		1.06		871		0.01%		7.10%		156		1.9

						前年比 ゼンネン ヒ		62.0%		60.3%		62.5%		96.6%		63.3%		63.2%		97.3%		104.8%		105.0%		100.1%		64.4%		76.3%		74.3%		84.8%



						スキンピースUV スプレー

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		154		スキンピースUV スプレー		2019年 ネン		317		357		446		80.00%		320		367		1.13		898		1.03		873		0.01%		7.90%		191		1.92

		154		スキンピースUV スプレー		2020年 ネン		209		227		293		77.50%		202		232		1.09		890		1.02		871		0.00%		7.20%		154		1.51

						前年比 ゼンネン ヒ		65.9%		63.6%		65.7%		96.9%		63.1%		63.2%		96.5%		99.1%		99.0%		99.8%		69.6%		91.1%		80.6%		78.6%



						オキシクリーンブランド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		160		オキシクリーンブランド		2019年 ネン		20354		23851		30513		78.20%		16191		24450		1.17		679		1.03		662		0.44%		11.80%		680		35.96

		160		オキシクリーンブランド		2020年 ネン		27748		33075		42844		77.20%		23899		34028		1.19		723		1.03		702		0.63%		13.10%		703		48.4

						前年比 ゼンネン ヒ		136.3%		138.7%		140.4%		98.7%		147.6%		139.2%		101.7%		106.5%		100.0%		106.0%		142.5%		111.0%		103.4%		134.6%



						オキシクリーン　５００ｇ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		161		オキシクリーン　５００ｇ		2019年 ネン		15185		17289		22433		77.10%		8897		17518		1.14		515		1.01		508		0.33%		9.40%		679		25.8

		161		オキシクリーン　５００ｇ		2020年 ネン		19225		22141		29505		75.00%		11443		22516		1.15		517		1.02		508		0.44%		10.30%		703		32.03

						前年比 ゼンネン ヒ		126.6%		128.1%		131.5%		97.3%		128.6%		128.5%		100.9%		100.4%		101.0%		100.0%		132.3%		109.6%		103.5%		124.1%



						オキシクリーン　１５００ｇ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		162		オキシクリーン　１５００ｇ		2019年 ネン		2775		3209		4013		80.00%		4081		3240		1.16		1272		1.01		1259		0.06%		11.60%		385		8.42

		162		オキシクリーン　１５００ｇ		2020年 ネン		4905		5849		7106		82.30%		7488		5912		1.19		1280		1.01		1267		0.11%		13.80%		367		16.11

						前年比 ゼンネン ヒ		176.8%		182.3%		177.1%		102.9%		183.5%		182.5%		102.6%		100.6%		100.0%		100.6%		184.8%		119.0%		95.3%		191.3%



						オキシクリーンＥＸ　８０２ｇ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		163		オキシクリーンＥＸ　８０２ｇ		2019年 ネン		622		690		801		86.10%		756		700		1.11		1095		1.01		1079		0.01%		7.40%		60		11.67

		163		オキシクリーンＥＸ　８０２ｇ		2020年 ネン		1114		1227		1449		84.70%		1352		1249		1.1		1102		1.02		1083		0.03%		7.80%		145		8.61

						前年比 ゼンネン ヒ		179.1%		177.8%		180.9%		98.4%		178.8%		178.4%		99.1%		100.6%		101.0%		100.4%		186.8%		105.4%		241.7%		73.8%



						ホワイトリバイブ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		164		ホワイトリバイブ		2019年 ネン		132		147		173		85.00%		284		144		1.11		1934		0.98		1974		0.00%		8.30%		37		3.89

		164		ホワイトリバイブ		2020年 ネン		174		204		231		88.30%		413		210		1.17		2026		1.03		1968		0.00%		10.30%		37		5.68

						前年比 ゼンネン ヒ		131.8%		138.8%		133.5%		103.9%		145.4%		145.8%		105.4%		104.8%		105.1%		99.7%		137.9%		124.1%		100.0%		146.0%



						マックスFスプレー

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		165		マックスFスプレー		2019年 ネン		1996		2156		2646		81.50%		1750		2209		1.08		812		1.02		792		0.04%		6.30%		370		5.97

		165		マックスFスプレー		2020年 ネン		2965		3243		3957		82.00%		2583		3293		1.09		796		1.02		784		0.07%		6.70%		390		8.44

						前年比 ゼンネン ヒ		148.5%		150.4%		149.5%		100.6%		147.6%		149.1%		100.9%		98.0%		100.0%		99.0%		155.3%		106.3%		105.4%		141.4%



						マックスFジェル

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		166		マックスFジェル		2019年 ネン		560		620		756		82.00%		424		639		1.11		684		1.03		664		0.01%		8.40%		53		12.06

		166		マックスFジェル		2020年 ネン		619		683		832		82.10%		464		694		1.1		679		1.02		668		0.01%		6.80%		56		12.39

						前年比 ゼンネン ヒ		110.5%		110.2%		110.1%		100.1%		109.4%		108.6%		99.1%		99.3%		99.0%		100.6%		115.6%		81.0%		105.7%		102.7%



						こりキュンブランド

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		180		こりキュンブランド		2019年 ネン		169		181		295		61.40%		161		187		1.07		888		1.03		859		0.00%		4.70%		163		1.15

		180		こりキュンブランド		2020年 ネン		273		300		475		63.20%		258		313		1.1		859		1.04		823		0.01%		5.90%		220		1.42

						前年比 ゼンネン ヒ		161.5%		165.7%		161.0%		102.9%		160.2%		167.4%		102.8%		96.7%		101.0%		95.8%		167.6%		125.5%		135.0%		123.5%



						こりキュンA

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		181		こりキュンA		2019年 ネン		169		181		294		61.60%		161		187		1.07		888		1.03		859		0.00%		4.70%		163		1.15

		181		こりキュンA		2020年 ネン		204		218		355		61.40%		183		224		1.07		840		1.03		817		0.00%		3.90%		189		1.19

						前年比 ゼンネン ヒ		120.7%		120.4%		120.7%		99.7%		113.7%		119.8%		100.0%		94.6%		100.0%		95.1%		127.0%		83.0%		116.0%		103.5%



						こりキュンＢ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		182		こりキュンＢ		2019年 ネン

		182		こりキュンＢ		2020年 ネン		77		86		125		68.80%		75		89		1.12		868		1.03		839		0.00%		7.80%		77		1.16

						前年比 ゼンネン ヒ		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー		ー



						ブテナロック足洗いソープ

		商品コード		商品名		期間		会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		ﾘﾋﾟｰﾄ率		店数		数/店

		201		ブテナロック足洗いソープ		2020年 ネン		699		762		1101		69.20%		774		805		1.09		1016		1.06		962		0.02%		7.20%		310		2.6

		202		ベビーフット		2019年 ネン		991		1046		1702		61.50%		1475		1086		1.06		1410		1.04		1358		0.02%		4.10%		319		3.4

		202		ベビーフット		2020年 ネン		345		357		533		67.00%		501		361		1.03		1404		1.01		1389		0.01%		3.20%		214		1.69

		203		ベルベットスムーズ		2019年 ネン		725		743		989		75.10%		1276		754		1.02		1717		1.01		1692		0.02%		2.10%		353		2.14

		203		ベルベットスムーズ		2020年 ネン		426		436		576		75.70%		691		440		1.02		1585		1.01		1571		0.01%		2.10%		277		1.59

		204		デオナチュレ		2019年 ネン		9477		10854		16717		64.90%		8584		11523		1.15		791		1.06		745		0.21%		11.20%		745		15.47

		204		デオナチュレ		2020年 ネン		5127		5963		9358		63.70%		5344		6195		1.16		896		1.04		863		0.12%		12.20%		730		8.49

		300		オリヒロ　賢人の緑茶		2019年 ネン		883		1384		1645		84.10%		2796		1437		1.57		2021		1.04		1946		0.02%		33.50%		473		3.04

		300		オリヒロ　賢人の緑茶		2020年 ネン		853		1321		1581		83.60%		2569		1361		1.55		1945		1.03		1888		0.02%		33.40%		474		2.87

		301		糖×脂すっきり茶		2020年 ネン		1257		1712		1978		86.60%		1446		1829		1.36		845		1.07		790		0.03%		20.40%		446		4.1

		302		井藤漢　黒減肥茶		2019年 ネン		647		844		1042		81.00%		774		867		1.3		917		1.03		893		0.01%		20.70%		335		2.59

		302		井藤漢　黒減肥茶		2020年 ネン		547		741		875		84.70%		672		756		1.35		906		1.02		888		0.01%		23.00%		290		2.61

		303		糖流茶		2019年 ネン		437		593		705		84.10%		550		633		1.36		927		1.07		869		0.01%		24.90%		269		2.35

		303		糖流茶		2020年 ネン		348		503		591		85.10%		466		533		1.45		925		1.06		873		0.01%		27.90%		261		2.04

		304		ヘルシア粉末		2019年 ネン		75		91		141		64.50%		228		95		1.21		2502		1.04		2397		0.00%		14.70%		77		1.23

		304		ヘルシア粉末		2020年 ネン		103		145		165		87.90%		374		160		1.41		2576		1.1		2335		0.00%		20.40%		76		2.11

		311		カロリミット		2019年 ネン		8303		12290		18118		67.80%		21609		12463		1.48		1758		1.01		1734		0.18%		27.10%		748		16.66

		311		カロリミット		2020年 ネン		7547		10804		16285		66.30%		20772		10875		1.43		1923		1.01		1910		0.17%		25.10%		737		14.76

		312		大人のカロリミット		2019年 ネン		7275		10620		15459		68.70%		22440		10927		1.46		2113		1.03		2054		0.16%		28.20%		748		14.61

		312		大人のカロリミット		2020年 ネン		6822		9595		14092		68.10%		21765		9755		1.41		2268		1.02		2231		0.16%		26.20%		742		13.15

		313		ＤＨＣ（代謝燃焼）		2019年 ネン		9766		15387		21739		70.80%		21841		17578		1.58		1419		1.14		1243		0.21%		32.00%		753		23.34

		313		ＤＨＣ（代謝燃焼）		2020年 ネン		8370		13463		18559		72.50%		18752		14966		1.61		1393		1.11		1253		0.19%		33.60%		746		20.06

		314		ファンケル内脂サポート		2019年 ネン		4655		7042		9651		73.00%		19369		7251		1.51		2751		1.03		2671		0.10%		31.50%		643		11.28

		314		ファンケル内脂サポート		2020年 ネン		4886		7331		10055		72.90%		20016		7501		1.5		2730		1.02		2668		0.11%		31.90%		736		10.19

		315		メタバリア		2019年 ネン		3182		5631		7827		71.90%		15470		6307		1.77		2747		1.12		2453		0.07%		35.40%		674		9.36

		315		メタバリア		2020年 ネン		4854		8477		12016		70.50%		23305		9044		1.75		2749		1.07		2577		0.11%		35.90%		721		12.54

		316		ぱっくん分解酵母		2019年 ネン		3903		6341		10293		61.60%		11706		6790		1.62		1846		1.07		1724		0.09%		32.10%		640		10.61

		316		ぱっくん分解酵母		2020年 ネン		2765		4422		6398		69.10%		8230		4653		1.6		1861		1.05		1769		0.06%		31.20%		632		7.36

		317		イースト×エンザイム		2019年 ネン		2636		3617		5550		65.20%		5703		3879		1.37		1577		1.07		1470		0.06%		21.60%		625		6.21

		317		イースト×エンザイム		2020年 ネン		2205		2993		4201		71.20%		4851		3143		1.36		1621		1.05		1544		0.05%		22.50%		622		5.05

		318		ＤＨＣ（吸収阻害排出）		2019年 ネン		4028		6176		9408		65.60%		5986		7181		1.53		969		1.16		834		0.09%		28.80%		727		9.88

		318		ＤＨＣ（吸収阻害排出）		2020年 ネン		2606		3897		5784		67.40%		3913		4374		1.5		1004		1.12		895		0.06%		27.20%		674		6.49

		319		ｏｎａｋａ		2019年 ネン		769		1019		2304		44.20%		2516		1563		1.33		2469		1.53		1610		0.02%		20.70%		414		3.78

		319		ｏｎａｋａ		2020年 ネン		548		757		1129		67.10%		1337		832		1.38		1767		1.1		1607		0.01%		23.50%		366		2.27

		320		その他ダイエットサプリメント		2019年 ネン		22081		32062		47813		67.10%		39811		36803		1.45		1242		1.15		1082		0.48%		24.00%		752		48.94

		320		その他ダイエットサプリメント		2020年 ネン		16805		24288		33629		72.20%		36584		26936		1.45		1506		1.11		1358		0.38%		24.30%		744		36.2

		501		子どもUV		2019年 ネン		17734		19887		28074		70.80%		15231		20984		1.12		766		1.06		726		0.39%		9.10%		749		28.02

		501		子どもUV		2020年 ネン		20247		22519		31388		71.70%		17494		23709		1.11		777		1.05		738		0.46%		8.60%		744		31.87

		502		ビオレキッズUV		2019年 ネン		6		6		9		66.70%		4		6		1		591		1		591		0.00%		0.00%		6		1

		502		ビオレキッズUV		2020年 ネン		4029		4119		5894		69.90%		3310		4164		1.02		804		1.01		795		0.09%		1.90%		721		5.78

		503		ピジョン　ベビーUV		2019年 ネン		2161		2284		3298		69.30%		1619		2349		1.06		709		1.03		689		0.05%		4.60%		601		3.91

		503		ピジョン　ベビーUV		2020年 ネン		2289		2398		3273		73.30%		1471		2452		1.05		614		1.02		600		0.05%		3.90%		576		4.26

		504		ママハグ		2019年 ネン		589		656		785		83.60%		523		671		1.11		798		1.02		780		0.01%		9.70%		225		2.98

		504		ママハグ		2020年 ネン		726		775		902		85.90%		599		806		1.07		773		1.04		744		0.02%		6.10%		266		3.03

		505		ママバター		2019年 ネン		12		12		20		60.00%		17		13		1		1421		1.08		1312		0.00%		0.00%		16		0.81

		505		ママバター		2020年 ネン		20		20		30		66.70%		27		21		1		1365		1.05		1300		0.00%		0.00%		21		1

		506		ママラボ		2019年 ネン		2		2		2		100.00%		4		3		1		1752		1.5		1168		0.00%		0.00%		2		1.5

		506		ママラボ		2020年 ネン		148		159		207		76.80%		215		164		1.07		1351		1.03		1310		0.00%		6.80%		23		7.13

		507		マミー		2019年 ネン		9850		10964		15405		71.20%		9916		11362		1.11		904		1.04		873		0.22%		8.40%		741		15.33

		507		マミー		2020年 ネン		9481		10662		15070		70.70%		9616		11062		1.12		902		1.04		869		0.22%		9.50%		731		15.13

		508		ミルフワ　ベビ－ＵＶ		2019年 ネン		1144		1211		2059		58.80%		713		1266		1.06		589		1.05		563		0.03%		4.50%		363		3.49

		508		ミルフワ　ベビ－ＵＶ		2020年 ネン		720		789		1137		69.40%		472		819		1.1		598		1.04		576		0.02%		7.40%		362		2.26

		601		ワイドハイター		2019年 ネン		381927		680066		807804		84.20%		183480		899902		1.78		270		1.32		204		8.34%		37.80%		744		1209.55

		601		ワイドハイター		2020年 ネン		348406		616230		737353		83.60%		167318		790489		1.77		272		1.28		212		7.96%		37.10%		739		1069.67

		602		ブライト		2019年 ネン		43951		71354		81979		87.00%		24503		79424		1.62		343		1.11		309		0.96%		33.40%		684		116.12

		602		ブライト		2020年 ネン		40348		63737		73308		86.90%		21899		72447		1.58		344		1.14		302		0.92%		30.60%		677		107.01

		603		ウタマロ		2019年 ネン		41550		48463		60113		80.60%		8741		60321		1.17		180		1.24		145		0.91%		11.20%		734		82.18

		603		ウタマロ		2020年 ネン		35480		41318		51612		80.10%		7596		48944		1.16		184		1.18		155		0.81%		11.10%		730		67.05

		604		オキシウォッシュ		2019年 ネン		2419		3241		3703		87.50%		2682		3373		1.34		827		1.04		795		0.05%		20.40%		263		12.83

		604		オキシウォッシュ		2020年 ネン		3825		5273		6081		86.70%		2838		5707		1.38		538		1.08		497		0.09%		21.40%		262		21.78

		605		オキシクリーン（500,1500,EX）		2019年 ネン		18151		21168		27223		77.80%		13733		21458		1.17		649		1.01		640		0.40%		11.30%		680		31.56

		605		オキシクリーン（500,1500,EX）		2020年 ネン		24603		29184		38017		76.80%		20283		29677		1.19		695		1.02		683		0.56%		12.70%		703		42.21

		606		オキシクリーン以外		2019年 ネン		453572		802750		953357		84.20%		223251		1050994		1.77		278		1.31		212		9.91%		37.40%		744		1412.63

		606		オキシクリーン以外		2020年 ネン		416982		730893		873937		83.60%		203841		932368		1.75		279		1.28		219		9.52%		36.50%		739		1261.66

		607		ワイドハイターブランド		2019年 ネン		36502		55161		67868		81.30%		24127		61183		1.51		437		1.11		394		0.80%		28.30%		716		85.45

		607		ワイドハイターブランド		2020年 ネン		33727		53116		66144		80.30%		22862		59357		1.57		430		1.12		385		0.77%		30.80%		714		83.13

		608		ワイドハイター以外		2019年 ネン		440545		772798		917249		84.30%		213142		1011413		1.75		276		1.31		211		9.63%		36.80%		744		1359.43

		608		ワイドハイター以外		2020年 ネン		410690		710325		849588		83.60%		202503		903304		1.73		285		1.27		224		9.38%		35.60%		739		1222.33

		801		あずきのチカラ		2019年 ネン		650		684		1262		54.20%		646		723		1.05		944		1.06		893		0.01%		3.80%		175		4.13

		801		あずきのチカラ		2020年 ネン		897		926		1702		54.40%		873		991		1.03		943		1.07		881		0.02%		2.80%		218		4.55

		802		めぐりズム		2019年 ネン		34851		44476		78032		57.00%		40529		50673		1.28		911		1.14		800		0.76%		15.50%		753		67.29

		802		めぐりズム		2020年 ネン		29240		37369		61040		61.20%		32844		41897		1.28		879		1.12		784		0.67%		15.70%		746		56.16

		803		アンメルツ・アンメルシンヨコヨコ		2019年 ネン		19572		23904		33972		70.40%		13243		28304		1.22		554		1.18		468		0.43%		14.00%		752		37.64

		803		アンメルツ・アンメルシンヨコヨコ		2020年 ネン		16005		19173		26651		71.90%		10736		21405		1.2		560		1.12		502		0.37%		12.60%		746		28.69

		804		ロイヒ		2019年 ネン		8787		11200		19085		58.70%		11586		14400		1.27		1034		1.29		805		0.19%		16.40%		750		19.2

		804		ロイヒ		2020年 ネン		7288		9167		12582		72.90%		9149		10951		1.26		998		1.19		835		0.17%		15.20%		734		14.92

		805		ほぐリラロールオン		2019年 ネン		890		1017		1509		67.40%		945		1087		1.14		929		1.07		870		0.02%		9.10%		229		4.75

		805		ほぐリラロールオン		2020年 ネン		358		429		580		74.00%		408		473		1.2		952		1.1		863		0.01%		12.00%		138		3.43

		806		ほぐリラ温感		2019年 ネン		37		47		78		60.30%		44		56		1.27		937		1.19		786		0.00%		13.50%		10		5.6

		806		ほぐリラ温感		2020年 ネン		12		16		24		66.70%		14		19		1.33		884		1.19		744		0.00%		25.00%		7		2.71

		807		パスタイムＦＸこはる		2019年 ネン		104		114		130		87.70%		130		133		1.1		1143		1.17		980		0.00%		5.80%		69		1.93

		807		パスタイムＦＸこはる		2020年 ネン		81		91		113		80.50%		96		98		1.12		1055		1.08		980		0.00%		9.90%		62		1.58

		808		パスタイム クリーム		2019年 ネン		55		65		81		80.20%		70		65		1.18		1080		1		1080		0.00%		16.40%		43		1.51

		808		パスタイム クリーム		2020年 ネン		43		49		67		73.10%		57		53		1.14		1168		1.08		1080		0.00%		9.30%		44		1.2

		809		パスタイム　テープ		2019年 ネン		3224		4339		5437		79.80%		4532		4627		1.35		1044		1.07		979		0.07%		17.90%		540		8.57

		809		パスタイム　テープ		2020年 ネン		2668		3633		4474		81.20%		3900		3951		1.36		1073		1.09		987		0.06%		16.90%		533		7.41

		810		パスタイム ローション		2019年 ネン		77		91		131		69.50%		131		95		1.18		1441		1.04		1380		0.00%		10.40%		64		1.48

		810		パスタイム ローション		2020年 ネン		71		84		112		75.00%		120		87		1.18		1429		1.04		1380		0.00%		9.90%		58		1.5

		811		サロンパス 女性向け		2019年 ネン		7435		10016		14131		70.90%		9628		11085		1.35		961		1.11		869		0.16%		18.50%		661		16.77

		811		サロンパス 女性向け		2020年 ネン		6227		8526		11776		72.40%		8558		9253		1.37		1004		1.09		925		0.14%		18.50%		658		14.06

		812		サロンパス スプレー		2019年 ネン		7285		8918		14299		62.40%		12057		9610		1.22		1352		1.08		1255		0.16%		13.50%		749		12.83

		812		サロンパス スプレー		2020年 ネン		5839		7177		11066		64.90%		9749		7537		1.23		1358		1.05		1294		0.13%		13.20%		738		10.21

		813		サロンパス テープ		2019年 ネン		58517		75244		112042		67.20%		66313		81255		1.29		881		1.08		816		1.28%		16.80%		753		107.91

		813		サロンパス テープ		2020年 ネン		52647		67000		95945		69.80%		58868		72829		1.27		879		1.09		808		1.20%		16.10%		747		97.5

		814		サロンパス ローション		2019年 ネン		2813		3215		5384		59.70%		1899		3534		1.14		591		1.1		537		0.06%		8.60%		652		5.42

		814		サロンパス ローション		2020年 ネン		2673		3058		4659		65.60%		1813		3289		1.14		593		1.08		551		0.06%		7.70%		636		5.17

		815		ロキソニン		2019年 ネン		8518		11235		17443		64.40%		16892		12257		1.32		1504		1.09		1378		0.19%		17.80%		277		44.25

		815		ロキソニン		2020年 ネン		14330		17853		28150		63.40%		27866		20456		1.25		1561		1.15		1362		0.33%		15.20%		742		27.57

		816		ボルタレン		2019年 ネン		10952		13939		23836		58.50%		22681		14997		1.27		1627		1.08		1512		0.24%		15.00%		751		19.97

		816		ボルタレン		2020年 ネン		8422		10634		17652		60.20%		17397		11350		1.26		1636		1.07		1533		0.19%		14.20%		741		15.32

		817		フェイタス		2019年 ネン		31369		44524		72343		61.50%		78684		49748		1.42		1767		1.12		1582		0.69%		21.20%		753		66.07

		817		フェイタス		2020年 ネン		26628		37468		58597		63.90%		65874		41677		1.41		1758		1.11		1581		0.61%		21.10%		746		55.87

		818		バンテリン		2019年 ネン		12164		15334		24876		61.60%		23388		16676		1.26		1525		1.09		1402		0.27%		15.10%		753		22.15

		818		バンテリン		2020年 ネン		12885		16747		25465		65.80%		26131		18328		1.3		1560		1.09		1426		0.29%		16.80%		746		24.57

		819		ハリックス55		2019年 ネン		8299		10607		13592		78.00%		6765		11778		1.28		638		1.11		574		0.18%		15.90%		377		31.24

		819		ハリックス55		2020年 ネン		6907		8923		11137		80.10%		5543		9797		1.29		621		1.1		566		0.16%		16.10%		380		25.78

		820		パテックス		2019年 ネン		17454		22989		31900		72.10%		17326		26106		1.32		754		1.14		664		0.38%		17.60%		737		35.42

		820		パテックス		2020年 ネン		15206		20148		28394		71.00%		15586		22706		1.33		774		1.13		686		0.35%		17.40%		728		31.19

		821		トクホン		2019年 ネン		7040		8928		12676		70.40%		6091		9592		1.27		682		1.07		635		0.15%		14.70%		732		13.1

		821		トクホン		2020年 ネン		6454		8051		11107		72.50%		5402		8602		1.25		671		1.07		628		0.15%		14.50%		726		11.85

		822		その他　シップ剤		2019年 ネン		78197		111912		157535		71.00%		86073		135833		1.43		769		1.21		634		1.71%		21.60%		753		180.39

		822		その他　シップ剤		2020年 ネン		66857		96241		133893		71.90%		73682		117678		1.44		766		1.22		626		1.53%		21.80%		747		157.53

		823		ピップ　エレキバン		2019年 ネン		9572		11331		16650		68.10%		13930		12083		1.18		1229		1.07		1153		0.21%		12.30%		750		16.11

		823		ピップ　エレキバン		2020年 ネン		8734		10281		14430		71.20%		12780		10736		1.18		1243		1.04		1190		0.20%		11.30%		743		14.45

		824		ファイテン　テープ		2019年 ネン		1573		2083		2687		77.50%		1746		2557		1.32		838		1.23		683		0.03%		17.70%		502		5.09

		824		ファイテン　テープ		2020年 ネン		1392		1818		2359		77.10%		1527		2215		1.31		840		1.22		690		0.03%		17.10%		497		4.46

		825		ピップ　マグネループ		2019年 ネン		2561		2785		5068		55.00%		5231		2941		1.09		1878		1.06		1779		0.06%		5.90%		717		4.1

		825		ピップ　マグネループ		2020年 ネン		2013		2154		3627		59.40%		3780		2248		1.07		1755		1.04		1682		0.05%		5.10%		694		3.24

		826		ファイテン　RAKUWA		2019年 ネン		185		196		376		52.10%		541		203		1.06		2761		1.04		2666		0.00%		5.40%		122		1.66

		826		ファイテン　RAKUWA		2020年 ネン		117		119		164		72.60%		365		125		1.02		3070		1.05		2923		0.00%		1.70%		41		3.05

		827		その他磁気用品		2019年 ネン		4808		6133		8623		71.10%		4942		7332		1.28		806		1.2		674		0.11%		15.90%		606		12.1

		827		その他磁気用品		2020年 ネン		4301		5433		7431		73.10%		4364		6492		1.26		803		1.19		672		0.10%		15.40%		604		10.75

		828		千年灸		2019年 ネン		3952		5719		7434		76.90%		10014		6398		1.45		1751		1.12		1565		0.09%		22.60%		676		9.46

		828		千年灸		2020年 ネン		3933		5527		7399		74.70%		9122		6030		1.41		1650		1.09		1513		0.09%		21.60%		669		9.01

		829		その他鍼お灸用品		2019年 ネン		1691		2156		3137		68.70%		3218		2431		1.27		1493		1.13		1324		0.04%		15.40%		604		4.02

		829		その他鍼お灸用品		2020年 ネン		1787		2213		3104		71.30%		3156		2458		1.24		1426		1.11		1284		0.04%		14.00%		590		4.17

		900		カイロ用品		2019年 ネン		15070		21654		31594		68.50%		11321		37606		1.44		523		1.74		301		0.33%		20.60%		753		49.94

		900		カイロ用品		2020年 ネン		11720		17209		25464		67.60%		8402		27132		1.47		488		1.58		310		0.27%		22.00%		745		36.42

		901		桐灰ホットン		2019年 ネン		195		244		457		53.40%		138		282		1.25		565		1.16		489		0.00%		11.80%		119		2.37

		901		桐灰ホットン		2020年 ネン		260		297		471		63.10%		155		335		1.14		522		1.13		463		0.01%		9.20%		149		2.25

		902		白元 ゆたぽん		2019年 ネン		7		7		19		36.80%		5		7		1		777		1		777		0.00%		0.00%		17		0.41

		902		白元 ゆたぽん		2020年 ネン		17		17		31		54.80%		14		21		1		832		1.24		673		0.00%		0.00%		21		1

		5		ビオレ スキンケア		2019年 ネン		286029		373346		497180		75.10%		202729		435770		1.31		543		1.17		465		6.25%		21.60%		754		577.94

		5		ビオレ スキンケア		2020年 ネン		219682		277094		374110		74.10%		151846		321632		1.26		548		1.16		472		5.02%		19.00%		748		429.99

		6		ビオレ 日焼け止め		2019年 ネン		84093		96936		135682		71.40%		84183		103105		1.15		868		1.06		816		1.84%		11.60%		754		136.74

		6		ビオレ 日焼け止め		2020年 ネン		66429		75376		107410		70.20%		62815		78863		1.13		833		1.05		797		1.52%		10.40%		748		105.43

		7		ミノン スキンケア		2019年 ネン		18587		24857		37165		66.90%		44648		28838		1.34		1796		1.16		1548		0.41%		21.70%		751		38.4

		7		ミノン スキンケア		2020年 ネン		16306		21238		30544		69.50%		37438		23958		1.3		1763		1.13		1563		0.37%		19.40%		745		32.16

		8		ミノン ヘアケア		2019年 ネン		6659		8822		11847		74.50%		10266		11599		1.32		1164		1.31		885		0.15%		23.40%		647		17.93

		8		ミノン ヘアケア		2020年 ネン		6610		8579		11945		71.80%		10429		10949		1.3		1216		1.28		952		0.15%		20.80%		657		16.67

		9		ミノン ベビー		2019年 ネン		1193		1674		2043		81.90%		1402		1855		1.4		838		1.11		756		0.03%		26.50%		276		6.72

		9		ミノン ベビー		2020年 ネン		1385		1887		2367		79.70%		1578		2091		1.36		836		1.11		754		0.03%		23.20%		356		5.87

		10		キュレル スキンケア		2019年 ネン		65552		94306		134286		70.20%		169442		121964		1.44		1797		1.29		1389		1.43%		27.00%		754		161.76

		10		キュレル スキンケア		2020年 ネン		69349		96005		136699		70.20%		161519		113611		1.38		1682		1.18		1422		1.58%		24.40%		747		152.09

		11		キュレル 日焼け止め		2019年 ネン		7168		7769		10838		71.70%		11426		7944		1.08		1471		1.02		1438		0.16%		6.60%		745		10.66

		11		キュレル 日焼け止め		2020年 ネン		6681		7158		10072		71.10%		10353		7204		1.07		1446		1.01		1437		0.15%		5.90%		734		9.81

		12		キュレル ヘアケア		2019年 ネン		21051		28910		38218		75.60%		28247		38617		1.37		977		1.34		731		0.46%		24.90%		752		51.35

		12		キュレル ヘアケア		2020年 ネン		19122		25925		35421		73.20%		25357		34329		1.36		978		1.32		739		0.44%		24.20%		744		46.14

		13		セタフィル スキンケア		2019年 ネン		2		2		3		66.70%		3		2		1		1650		1		1650		0.00%		0.00%		3		0.67

		13		セタフィル スキンケア		2020年 ネン		9		9		15		60.00%		20		9		1		2176		1		2176		0.00%		0.00%		12		0.75





Sheet1 (2)

		金額単位：千円																																		優月美人温座パッド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		111		優月美人温座パッド				61		70		148		47.30%		57		96		1.15		819		1.37		597		0.00%		53						前期１Q ゼンキ		1.8  		9.8%

		111		優月美人温座パッド				39		45		105		42.90%		39		71		1.15		871		1.58		552		0.00%		32						当期１Q トウキ		2.2  		7.7%

								63.9%		64.3%		70.9%		90.7%		68.4%		74.0%		100.0%		106.3%		115.3%		92.5%		69.2%		60.4%						前年比 ゼンネン ヒ		122.7%		78.6%





																																				フットメジブランド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		120		フットメジブランド				4510		5305		7045		75.30%		4,697		5526		1.18		885		1.04		850		0.10%		451						前期１Q ゼンキ		12.3  		13.9%

		120		フットメジブランド				3745		4322		5774		74.90%		3,883		4515		1.15		899		1.04		860		0.09%		432						当期１Q トウキ		10.5  		12.1%

								83.0%		81.5%		82.0%		99.5%		82.7%		81.7%		97.5%		101.6%		100.0%		101.2%		86.8%		95.8%						前年比 ゼンネン ヒ		85.3%		87.1%



																																				フットメジ石けん

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		121		フットメジ石けん				4497		5291		7022		75.30%		4683		5508		1.18		885		1.04		850		0.10%		451						2019年 ネン		12.21		13.90%

		121		フットメジ石けん				3613		4174		5545		75.30%		3736		4355		1.16		895		1.04		858		0.08%		431						2020年 ネン		10.1		12.20%

								80.3%		78.9%		79.0%		100.0%		79.8%		79.1%		98.3%		101.1%		100.0%		100.9%		83.9%		95.6%						前年比 ゼンネン ヒ		82.7%		87.8%



																																				フットメジ（石けん以外）

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		123		フットメジ（石けん以外）				19		19		31		61.30%		17		21		1		872		1.11		789		0.00%		19						2019年 ネン		1.11		0.00%

		123		フットメジ（石けん以外）				138		150		231		64.90%		147		160		1.09		981		1.07		920		0.00%		58						2020年 ネン		2.76		6.50%

								726.3%		789.5%		745.2%		105.9%		864.7%		761.9%		109.0%		112.5%		96.4%		116.6%		800.0%		305.3%						前年比 ゼンネン ヒ		248.6%		ERROR:#DIV/0!





																																				なかったコトに！ブランド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		130		なかったコトに！ブランド				2262		3551		5047		70.40%		6,159		3836		1.57		1735		1.08		1606		0.05%		661						前期１Q ゼンキ		5.8  		28.7%

		130		なかったコトに！ブランド				1915		3131		4338		72.20%		5,497		3317		1.63		1756		1.06		1657		0.04%		649						当期１Q トウキ		5.1  		32.1%

								84.7%		88.2%		86.0%		102.6%		89.3%		86.5%		103.8%		101.2%		98.1%		103.2%		88.5%		98.2%						前年比 ゼンネン ヒ		88.1%		111.8%





																																				満腹ダイエットブランド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		140		満腹ダイエットブランド				652		745		1708		43.60%		228		833		1.14		306		1.12		274		0.01%		178						前期１Q ゼンキ		4.7  		9.5%

		140		満腹ダイエットブランド				739		845		1644		51.40%		268		1003		1.14		317		1.19		267		0.02%		193						当期１Q トウキ		5.2  		8.5%

								113.3%		113.4%		96.3%		117.9%		117.5%		120.4%		100.0%		103.6%		106.3%		97.4%		119.0%		108.4%						前年比 ゼンネン ヒ		111.1%		89.5%



																																				スキンピースブランド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		150		スキンピースブランド				1078		1207		1451		83.20%		1,095		1257		1.12		907		1.04		871		0.02%		256						前期１Q ゼンキ		4.7  		9.5%

		150		スキンピースブランド				637		697		864		80.70%		644		741		1.09		924		1.06		869		0.01%		235						当期１Q トウキ		5.2  		8.5%

								59.1%		57.7%		59.5%		97.0%		58.8%		58.9%		97.3%		101.9%		101.9%		99.8%		61.4%		91.8%						前年比 ゼンネン ヒ		111.1%		89.5%





																																				オキシクリーンブランド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		160		オキシクリーンブランド				20354		23851		30513		78.20%		16,191		24450		1.17		679		1.03		662		0.44%		680						前期１Q ゼンキ		36.0  		11.8%

		160		オキシクリーンブランド				27748		33075		42844		77.20%		23,899		34028		1.19		723		1.03		702		0.63%		703						当期１Q トウキ		48.4  		13.1%

								136.3%		138.7%		140.4%		98.7%		147.6%		139.2%		101.7%		106.5%		100.0%		106.0%		142.5%		103.4%						前年比 ゼンネン ヒ		134.6%		111.0%



																																				こりキュンブランド

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		180		こりキュンブランド				169		181		295		61.40%		161		187		1.07		888		1.03		859		0.00%		163						2019年 ネン		1.15		4.70%

		180		こりキュンブランド				273		300		475		63.20%		258		313		1.1		859		1.04		823		0.01%		220						2020年 ネン		1.42		5.90%

								161.5%		165.7%		161.0%		102.9%		160.2%		167.4%		102.8%		96.7%		101.0%		95.8%		167.6%		135.0%						前年比 ゼンネン ヒ		123.5%		125.5%





																																				ブテナロック足洗いソープ

		商品コード		商品名				会員人数		会員延べ人数		全体延べ人数		会員占有率		売上金額		売上数量		購入頻度		客単価		買上点数		平均売価		買上率		店数						期間		数/店		ﾘﾋﾟｰﾄ率

		201		ブテナロック足洗いソープ				699		762		1101		69.20%		774		805		1.09		1016		1.06		962		0.02%		310						2020年 ネン		2.6		7.20%

		202		ベビーフット				991		1046		1702		61.50%		1475		1086		1.06		1410		1.04		1358		0.02%		319						2019年 ネン		3.4		4.10%

		202		ベビーフット				345		357		533		67.00%		501		361		1.03		1404		1.01		1389		0.01%		214						2020年 ネン		1.69		3.20%

		203		ベルベットスムーズ				725		743		989		75.10%		1276		754		1.02		1717		1.01		1692		0.02%		353						2019年 ネン		2.14		2.10%

		203		ベルベットスムーズ				426		436		576		75.70%		691		440		1.02		1585		1.01		1571		0.01%		277						2020年 ネン		1.59		2.10%

		204		デオナチュレ				9477		10854		16717		64.90%		8584		11523		1.15		791		1.06		745		0.21%		745						2019年 ネン		15.47		11.20%

		204		デオナチュレ				5127		5963		9358		63.70%		5344		6195		1.16		896		1.04		863		0.12%		730						2020年 ネン		8.49		12.20%

		300		オリヒロ　賢人の緑茶				883		1384		1645		84.10%		2796		1437		1.57		2021		1.04		1946		0.02%		473						2019年 ネン		3.04		33.50%

		300		オリヒロ　賢人の緑茶				853		1321		1581		83.60%		2569		1361		1.55		1945		1.03		1888		0.02%		474						2020年 ネン		2.87		33.40%

		301		糖×脂すっきり茶				1257		1712		1978		86.60%		1446		1829		1.36		845		1.07		790		0.03%		446						2020年 ネン		4.1		20.40%

		302		井藤漢　黒減肥茶				647		844		1042		81.00%		774		867		1.3		917		1.03		893		0.01%		335						2019年 ネン		2.59		20.70%

		302		井藤漢　黒減肥茶				547		741		875		84.70%		672		756		1.35		906		1.02		888		0.01%		290						2020年 ネン		2.61		23.00%

		303		糖流茶				437		593		705		84.10%		550		633		1.36		927		1.07		869		0.01%		269						2019年 ネン		2.35		24.90%

		303		糖流茶				348		503		591		85.10%		466		533		1.45		925		1.06		873		0.01%		261						2020年 ネン		2.04		27.90%

		304		ヘルシア粉末				75		91		141		64.50%		228		95		1.21		2502		1.04		2397		0.00%		77						2019年 ネン		1.23		14.70%

		304		ヘルシア粉末				103		145		165		87.90%		374		160		1.41		2576		1.1		2335		0.00%		76						2020年 ネン		2.11		20.40%

		311		カロリミット				8303		12290		18118		67.80%		21609		12463		1.48		1758		1.01		1734		0.18%		748						2019年 ネン		16.66		27.10%

		311		カロリミット				7547		10804		16285		66.30%		20772		10875		1.43		1923		1.01		1910		0.17%		737						2020年 ネン		14.76		25.10%

		312		大人のカロリミット				7275		10620		15459		68.70%		22440		10927		1.46		2113		1.03		2054		0.16%		748						2019年 ネン		14.61		28.20%

		312		大人のカロリミット				6822		9595		14092		68.10%		21765		9755		1.41		2268		1.02		2231		0.16%		742						2020年 ネン		13.15		26.20%

		313		ＤＨＣ（代謝燃焼）				9766		15387		21739		70.80%		21841		17578		1.58		1419		1.14		1243		0.21%		753						2019年 ネン		23.34		32.00%

		313		ＤＨＣ（代謝燃焼）				8370		13463		18559		72.50%		18752		14966		1.61		1393		1.11		1253		0.19%		746						2020年 ネン		20.06		33.60%

		314		ファンケル内脂サポート				4655		7042		9651		73.00%		19369		7251		1.51		2751		1.03		2671		0.10%		643						2019年 ネン		11.28		31.50%

		314		ファンケル内脂サポート				4886		7331		10055		72.90%		20016		7501		1.5		2730		1.02		2668		0.11%		736						2020年 ネン		10.19		31.90%

		315		メタバリア				3182		5631		7827		71.90%		15470		6307		1.77		2747		1.12		2453		0.07%		674						2019年 ネン		9.36		35.40%

		315		メタバリア				4854		8477		12016		70.50%		23305		9044		1.75		2749		1.07		2577		0.11%		721						2020年 ネン		12.54		35.90%

		316		ぱっくん分解酵母				3903		6341		10293		61.60%		11706		6790		1.62		1846		1.07		1724		0.09%		640						2019年 ネン		10.61		32.10%

		316		ぱっくん分解酵母				2765		4422		6398		69.10%		8230		4653		1.6		1861		1.05		1769		0.06%		632						2020年 ネン		7.36		31.20%

		317		イースト×エンザイム				2636		3617		5550		65.20%		5703		3879		1.37		1577		1.07		1470		0.06%		625						2019年 ネン		6.21		21.60%

		317		イースト×エンザイム				2205		2993		4201		71.20%		4851		3143		1.36		1621		1.05		1544		0.05%		622						2020年 ネン		5.05		22.50%

		318		ＤＨＣ（吸収阻害排出）				4028		6176		9408		65.60%		5986		7181		1.53		969		1.16		834		0.09%		727						2019年 ネン		9.88		28.80%

		318		ＤＨＣ（吸収阻害排出）				2606		3897		5784		67.40%		3913		4374		1.5		1004		1.12		895		0.06%		674						2020年 ネン		6.49		27.20%

		319		ｏｎａｋａ				769		1019		2304		44.20%		2516		1563		1.33		2469		1.53		1610		0.02%		414						2019年 ネン		3.78		20.70%

		319		ｏｎａｋａ				548		757		1129		67.10%		1337		832		1.38		1767		1.1		1607		0.01%		366						2020年 ネン		2.27		23.50%

		320		その他ダイエットサプリメント				22081		32062		47813		67.10%		39811		36803		1.45		1242		1.15		1082		0.48%		752						2019年 ネン		48.94		24.00%

		320		その他ダイエットサプリメント				16805		24288		33629		72.20%		36584		26936		1.45		1506		1.11		1358		0.38%		744						2020年 ネン		36.2		24.30%

		501		子どもUV				17734		19887		28074		70.80%		15231		20984		1.12		766		1.06		726		0.39%		749						2019年 ネン		28.02		9.10%

		501		子どもUV				20247		22519		31388		71.70%		17494		23709		1.11		777		1.05		738		0.46%		744						2020年 ネン		31.87		8.60%

		502		ビオレキッズUV				6		6		9		66.70%		4		6		1		591		1		591		0.00%		6						2019年 ネン		1		0.00%

		502		ビオレキッズUV				4029		4119		5894		69.90%		3310		4164		1.02		804		1.01		795		0.09%		721						2020年 ネン		5.78		1.90%

		503		ピジョン　ベビーUV				2161		2284		3298		69.30%		1619		2349		1.06		709		1.03		689		0.05%		601						2019年 ネン		3.91		4.60%

		503		ピジョン　ベビーUV				2289		2398		3273		73.30%		1471		2452		1.05		614		1.02		600		0.05%		576						2020年 ネン		4.26		3.90%

		504		ママハグ				589		656		785		83.60%		523		671		1.11		798		1.02		780		0.01%		225						2019年 ネン		2.98		9.70%

		504		ママハグ				726		775		902		85.90%		599		806		1.07		773		1.04		744		0.02%		266						2020年 ネン		3.03		6.10%

		505		ママバター				12		12		20		60.00%		17		13		1		1421		1.08		1312		0.00%		16						2019年 ネン		0.81		0.00%

		505		ママバター				20		20		30		66.70%		27		21		1		1365		1.05		1300		0.00%		21						2020年 ネン		1		0.00%

		506		ママラボ				2		2		2		100.00%		4		3		1		1752		1.5		1168		0.00%		2						2019年 ネン		1.5		0.00%

		506		ママラボ				148		159		207		76.80%		215		164		1.07		1351		1.03		1310		0.00%		23						2020年 ネン		7.13		6.80%

		507		マミー				9850		10964		15405		71.20%		9916		11362		1.11		904		1.04		873		0.22%		741						2019年 ネン		15.33		8.40%

		507		マミー				9481		10662		15070		70.70%		9616		11062		1.12		902		1.04		869		0.22%		731						2020年 ネン		15.13		9.50%

		508		ミルフワ　ベビ－ＵＶ				1144		1211		2059		58.80%		713		1266		1.06		589		1.05		563		0.03%		363						2019年 ネン		3.49		4.50%

		508		ミルフワ　ベビ－ＵＶ				720		789		1137		69.40%		472		819		1.1		598		1.04		576		0.02%		362						2020年 ネン		2.26		7.40%

		601		ワイドハイター				381927		680066		807804		84.20%		183480		899902		1.78		270		1.32		204		8.34%		744						2019年 ネン		1209.55		37.80%

		601		ワイドハイター				348406		616230		737353		83.60%		167318		790489		1.77		272		1.28		212		7.96%		739						2020年 ネン		1069.67		37.10%

		602		ブライト				43951		71354		81979		87.00%		24503		79424		1.62		343		1.11		309		0.96%		684						2019年 ネン		116.12		33.40%

		602		ブライト				40348		63737		73308		86.90%		21899		72447		1.58		344		1.14		302		0.92%		677						2020年 ネン		107.01		30.60%

		603		ウタマロ				41550		48463		60113		80.60%		8741		60321		1.17		180		1.24		145		0.91%		734						2019年 ネン		82.18		11.20%

		603		ウタマロ				35480		41318		51612		80.10%		7596		48944		1.16		184		1.18		155		0.81%		730						2020年 ネン		67.05		11.10%

		604		オキシウォッシュ				2419		3241		3703		87.50%		2682		3373		1.34		827		1.04		795		0.05%		263						2019年 ネン		12.83		20.40%

		604		オキシウォッシュ				3825		5273		6081		86.70%		2838		5707		1.38		538		1.08		497		0.09%		262						2020年 ネン		21.78		21.40%

		605		オキシクリーン（500,1500,EX）				18151		21168		27223		77.80%		13733		21458		1.17		649		1.01		640		0.40%		680						2019年 ネン		31.56		11.30%

		605		オキシクリーン（500,1500,EX）				24603		29184		38017		76.80%		20283		29677		1.19		695		1.02		683		0.56%		703						2020年 ネン		42.21		12.70%

		606		オキシクリーン以外				453572		802750		953357		84.20%		223251		1050994		1.77		278		1.31		212		9.91%		744						2019年 ネン		1412.63		37.40%

		606		オキシクリーン以外				416982		730893		873937		83.60%		203841		932368		1.75		279		1.28		219		9.52%		739						2020年 ネン		1261.66		36.50%

		607		ワイドハイターブランド				36502		55161		67868		81.30%		24127		61183		1.51		437		1.11		394		0.80%		716						2019年 ネン		85.45		28.30%

		607		ワイドハイターブランド				33727		53116		66144		80.30%		22862		59357		1.57		430		1.12		385		0.77%		714						2020年 ネン		83.13		30.80%

		608		ワイドハイター以外				440545		772798		917249		84.30%		213142		1011413		1.75		276		1.31		211		9.63%		744						2019年 ネン		1359.43		36.80%

		608		ワイドハイター以外				410690		710325		849588		83.60%		202503		903304		1.73		285		1.27		224		9.38%		739						2020年 ネン		1222.33		35.60%

		801		あずきのチカラ				650		684		1262		54.20%		646		723		1.05		944		1.06		893		0.01%		175						2019年 ネン		4.13		3.80%

		801		あずきのチカラ				897		926		1702		54.40%		873		991		1.03		943		1.07		881		0.02%		218						2020年 ネン		4.55		2.80%

		802		めぐりズム				34851		44476		78032		57.00%		40529		50673		1.28		911		1.14		800		0.76%		753						2019年 ネン		67.29		15.50%

		802		めぐりズム				29240		37369		61040		61.20%		32844		41897		1.28		879		1.12		784		0.67%		746						2020年 ネン		56.16		15.70%

		803		アンメルツ・アンメルシンヨコヨコ				19572		23904		33972		70.40%		13243		28304		1.22		554		1.18		468		0.43%		752						2019年 ネン		37.64		14.00%

		803		アンメルツ・アンメルシンヨコヨコ				16005		19173		26651		71.90%		10736		21405		1.2		560		1.12		502		0.37%		746						2020年 ネン		28.69		12.60%

		804		ロイヒ				8787		11200		19085		58.70%		11586		14400		1.27		1034		1.29		805		0.19%		750						2019年 ネン		19.2		16.40%

		804		ロイヒ				7288		9167		12582		72.90%		9149		10951		1.26		998		1.19		835		0.17%		734						2020年 ネン		14.92		15.20%

		805		ほぐリラロールオン				890		1017		1509		67.40%		945		1087		1.14		929		1.07		870		0.02%		229						2019年 ネン		4.75		9.10%

		805		ほぐリラロールオン				358		429		580		74.00%		408		473		1.2		952		1.1		863		0.01%		138						2020年 ネン		3.43		12.00%

		806		ほぐリラ温感				37		47		78		60.30%		44		56		1.27		937		1.19		786		0.00%		10						2019年 ネン		5.6		13.50%

		806		ほぐリラ温感				12		16		24		66.70%		14		19		1.33		884		1.19		744		0.00%		7						2020年 ネン		2.71		25.00%

		807		パスタイムＦＸこはる				104		114		130		87.70%		130		133		1.1		1143		1.17		980		0.00%		69						2019年 ネン		1.93		5.80%

		807		パスタイムＦＸこはる				81		91		113		80.50%		96		98		1.12		1055		1.08		980		0.00%		62						2020年 ネン		1.58		9.90%

		808		パスタイム クリーム				55		65		81		80.20%		70		65		1.18		1080		1		1080		0.00%		43						2019年 ネン		1.51		16.40%

		808		パスタイム クリーム				43		49		67		73.10%		57		53		1.14		1168		1.08		1080		0.00%		44						2020年 ネン		1.2		9.30%

		809		パスタイム　テープ				3224		4339		5437		79.80%		4532		4627		1.35		1044		1.07		979		0.07%		540						2019年 ネン		8.57		17.90%

		809		パスタイム　テープ				2668		3633		4474		81.20%		3900		3951		1.36		1073		1.09		987		0.06%		533						2020年 ネン		7.41		16.90%

		810		パスタイム ローション				77		91		131		69.50%		131		95		1.18		1441		1.04		1380		0.00%		64						2019年 ネン		1.48		10.40%

		810		パスタイム ローション				71		84		112		75.00%		120		87		1.18		1429		1.04		1380		0.00%		58						2020年 ネン		1.5		9.90%

		811		サロンパス 女性向け				7435		10016		14131		70.90%		9628		11085		1.35		961		1.11		869		0.16%		661						2019年 ネン		16.77		18.50%

		811		サロンパス 女性向け				6227		8526		11776		72.40%		8558		9253		1.37		1004		1.09		925		0.14%		658						2020年 ネン		14.06		18.50%

		812		サロンパス スプレー				7285		8918		14299		62.40%		12057		9610		1.22		1352		1.08		1255		0.16%		749						2019年 ネン		12.83		13.50%

		812		サロンパス スプレー				5839		7177		11066		64.90%		9749		7537		1.23		1358		1.05		1294		0.13%		738						2020年 ネン		10.21		13.20%

		813		サロンパス テープ				58517		75244		112042		67.20%		66313		81255		1.29		881		1.08		816		1.28%		753						2019年 ネン		107.91		16.80%

		813		サロンパス テープ				52647		67000		95945		69.80%		58868		72829		1.27		879		1.09		808		1.20%		747						2020年 ネン		97.5		16.10%

		814		サロンパス ローション				2813		3215		5384		59.70%		1899		3534		1.14		591		1.1		537		0.06%		652						2019年 ネン		5.42		8.60%

		814		サロンパス ローション				2673		3058		4659		65.60%		1813		3289		1.14		593		1.08		551		0.06%		636						2020年 ネン		5.17		7.70%

		815		ロキソニン				8518		11235		17443		64.40%		16892		12257		1.32		1504		1.09		1378		0.19%		277						2019年 ネン		44.25		17.80%

		815		ロキソニン				14330		17853		28150		63.40%		27866		20456		1.25		1561		1.15		1362		0.33%		742						2020年 ネン		27.57		15.20%

		816		ボルタレン				10952		13939		23836		58.50%		22681		14997		1.27		1627		1.08		1512		0.24%		751						2019年 ネン		19.97		15.00%

		816		ボルタレン				8422		10634		17652		60.20%		17397		11350		1.26		1636		1.07		1533		0.19%		741						2020年 ネン		15.32		14.20%

		817		フェイタス				31369		44524		72343		61.50%		78684		49748		1.42		1767		1.12		1582		0.69%		753						2019年 ネン		66.07		21.20%

		817		フェイタス				26628		37468		58597		63.90%		65874		41677		1.41		1758		1.11		1581		0.61%		746						2020年 ネン		55.87		21.10%

		818		バンテリン				12164		15334		24876		61.60%		23388		16676		1.26		1525		1.09		1402		0.27%		753						2019年 ネン		22.15		15.10%

		818		バンテリン				12885		16747		25465		65.80%		26131		18328		1.3		1560		1.09		1426		0.29%		746						2020年 ネン		24.57		16.80%

		819		ハリックス55				8299		10607		13592		78.00%		6765		11778		1.28		638		1.11		574		0.18%		377						2019年 ネン		31.24		15.90%

		819		ハリックス55				6907		8923		11137		80.10%		5543		9797		1.29		621		1.1		566		0.16%		380						2020年 ネン		25.78		16.10%

		820		パテックス				17454		22989		31900		72.10%		17326		26106		1.32		754		1.14		664		0.38%		737						2019年 ネン		35.42		17.60%

		820		パテックス				15206		20148		28394		71.00%		15586		22706		1.33		774		1.13		686		0.35%		728						2020年 ネン		31.19		17.40%

		821		トクホン				7040		8928		12676		70.40%		6091		9592		1.27		682		1.07		635		0.15%		732						2019年 ネン		13.1		14.70%

		821		トクホン				6454		8051		11107		72.50%		5402		8602		1.25		671		1.07		628		0.15%		726						2020年 ネン		11.85		14.50%

		822		その他　シップ剤				78197		111912		157535		71.00%		86073		135833		1.43		769		1.21		634		1.71%		753						2019年 ネン		180.39		21.60%

		822		その他　シップ剤				66857		96241		133893		71.90%		73682		117678		1.44		766		1.22		626		1.53%		747						2020年 ネン		157.53		21.80%

		823		ピップ　エレキバン				9572		11331		16650		68.10%		13930		12083		1.18		1229		1.07		1153		0.21%		750						2019年 ネン		16.11		12.30%

		823		ピップ　エレキバン				8734		10281		14430		71.20%		12780		10736		1.18		1243		1.04		1190		0.20%		743						2020年 ネン		14.45		11.30%

		824		ファイテン　テープ				1573		2083		2687		77.50%		1746		2557		1.32		838		1.23		683		0.03%		502						2019年 ネン		5.09		17.70%

		824		ファイテン　テープ				1392		1818		2359		77.10%		1527		2215		1.31		840		1.22		690		0.03%		497						2020年 ネン		4.46		17.10%

		825		ピップ　マグネループ				2561		2785		5068		55.00%		5231		2941		1.09		1878		1.06		1779		0.06%		717						2019年 ネン		4.1		5.90%

		825		ピップ　マグネループ				2013		2154		3627		59.40%		3780		2248		1.07		1755		1.04		1682		0.05%		694						2020年 ネン		3.24		5.10%

		826		ファイテン　RAKUWA				185		196		376		52.10%		541		203		1.06		2761		1.04		2666		0.00%		122						2019年 ネン		1.66		5.40%

		826		ファイテン　RAKUWA				117		119		164		72.60%		365		125		1.02		3070		1.05		2923		0.00%		41						2020年 ネン		3.05		1.70%

		827		その他磁気用品				4808		6133		8623		71.10%		4942		7332		1.28		806		1.2		674		0.11%		606						2019年 ネン		12.1		15.90%

		827		その他磁気用品				4301		5433		7431		73.10%		4364		6492		1.26		803		1.19		672		0.10%		604						2020年 ネン		10.75		15.40%

		828		千年灸				3952		5719		7434		76.90%		10014		6398		1.45		1751		1.12		1565		0.09%		676						2019年 ネン		9.46		22.60%

		828		千年灸				3933		5527		7399		74.70%		9122		6030		1.41		1650		1.09		1513		0.09%		669						2020年 ネン		9.01		21.60%

		829		その他鍼お灸用品				1691		2156		3137		68.70%		3218		2431		1.27		1493		1.13		1324		0.04%		604						2019年 ネン		4.02		15.40%

		829		その他鍼お灸用品				1787		2213		3104		71.30%		3156		2458		1.24		1426		1.11		1284		0.04%		590						2020年 ネン		4.17		14.00%

		900		カイロ用品				15070		21654		31594		68.50%		11321		37606		1.44		523		1.74		301		0.33%		753						2019年 ネン		49.94		20.60%

		900		カイロ用品				11720		17209		25464		67.60%		8402		27132		1.47		488		1.58		310		0.27%		745						2020年 ネン		36.42		22.00%

		901		桐灰ホットン				195		244		457		53.40%		138		282		1.25		565		1.16		489		0.00%		119						2019年 ネン		2.37		11.80%

		901		桐灰ホットン				260		297		471		63.10%		155		335		1.14		522		1.13		463		0.01%		149						2020年 ネン		2.25		9.20%

		902		白元 ゆたぽん				7		7		19		36.80%		5		7		1		777		1		777		0.00%		17						2019年 ネン		0.41		0.00%

		902		白元 ゆたぽん				17		17		31		54.80%		14		21		1		832		1.24		673		0.00%		21						2020年 ネン		1		0.00%

		5		ビオレ スキンケア				286029		373346		497180		75.10%		202729		435770		1.31		543		1.17		465		6.25%		754						2019年 ネン		577.94		21.60%

		5		ビオレ スキンケア				219682		277094		374110		74.10%		151846		321632		1.26		548		1.16		472		5.02%		748						2020年 ネン		429.99		19.00%

		6		ビオレ 日焼け止め				84093		96936		135682		71.40%		84183		103105		1.15		868		1.06		816		1.84%		754						2019年 ネン		136.74		11.60%

		6		ビオレ 日焼け止め				66429		75376		107410		70.20%		62815		78863		1.13		833		1.05		797		1.52%		748						2020年 ネン		105.43		10.40%

		7		ミノン スキンケア				18587		24857		37165		66.90%		44648		28838		1.34		1796		1.16		1548		0.41%		751						2019年 ネン		38.4		21.70%

		7		ミノン スキンケア				16306		21238		30544		69.50%		37438		23958		1.3		1763		1.13		1563		0.37%		745						2020年 ネン		32.16		19.40%

		8		ミノン ヘアケア				6659		8822		11847		74.50%		10266		11599		1.32		1164		1.31		885		0.15%		647						2019年 ネン		17.93		23.40%

		8		ミノン ヘアケア				6610		8579		11945		71.80%		10429		10949		1.3		1216		1.28		952		0.15%		657						2020年 ネン		16.67		20.80%

		9		ミノン ベビー				1193		1674		2043		81.90%		1402		1855		1.4		838		1.11		756		0.03%		276						2019年 ネン		6.72		26.50%

		9		ミノン ベビー				1385		1887		2367		79.70%		1578		2091		1.36		836		1.11		754		0.03%		356						2020年 ネン		5.87		23.20%

		10		キュレル スキンケア				65552		94306		134286		70.20%		169442		121964		1.44		1797		1.29		1389		1.43%		754						2019年 ネン		161.76		27.00%

		10		キュレル スキンケア				69349		96005		136699		70.20%		161519		113611		1.38		1682		1.18		1422		1.58%		747						2020年 ネン		152.09		24.40%

		11		キュレル 日焼け止め				7168		7769		10838		71.70%		11426		7944		1.08		1471		1.02		1438		0.16%		745						2019年 ネン		10.66		6.60%

		11		キュレル 日焼け止め				6681		7158		10072		71.10%		10353		7204		1.07		1446		1.01		1437		0.15%		734						2020年 ネン		9.81		5.90%

		12		キュレル ヘアケア				21051		28910		38218		75.60%		28247		38617		1.37		977		1.34		731		0.46%		752						2019年 ネン		51.35		24.90%

		12		キュレル ヘアケア				19122		25925		35421		73.20%		25357		34329		1.36		978		1.32		739		0.44%		744						2020年 ネン		46.14		24.20%

		13		セタフィル スキンケア				2		2		3		66.70%		3		2		1		1650		1		1650		0.00%		3						2019年 ネン		0.67		0.00%

		13		セタフィル スキンケア				9		9		15		60.00%		20		9		1		2176		1		2176		0.00%		12						2020年 ネン		0.75		0.00%







６．株主還元策 (株主優待制度新設)

7

株主の皆様の日頃からのご支援に感謝の気持ちを表すとともに、当社商品及び当社事業への
ご理解をより一層深めていただくため株主優待制度を新設いたします。

【対象となる株主様】
毎年、期末（6月30日）の株主名簿に記載されている
100株以上保有されている株主様。

【優待内容】
上記対象株主様に、5,000円相当の自社商品の
詰め合わせセット及び当社通販サイトの
商品券1,000円（期間限定）をお届けします。

【贈呈方法及び時期】
毎年、8月頃に対象の株主様に発送する予定です。

【開始時期】
2021年6月30日現在の株主名簿に記載されている
100株以上保有されている株主様を対象として
開始いたします。

※写真はイメージです。

Copyright © GRAPHICO, Inc. All Rights Reserved



７．今後のビジネス展開

8

■少子高齢化

■セルフメディケーション
への意識変革

■女性の社会進出

■働き方の変化

■ライフスタイルの変化

■価値観の変化

■消費行動の変化

売上高

多様性ジェンダレス共働き

❶ 日用品事業の拡大

❷ 医薬品事業の強化

❹ 新カテゴリーの展開

❺ 未導入店舗への拡大

❻ 海外展開の展開

❸ ECでの販売比率向上
年

めまぐるしく変化する時代、ニーズを迅速・柔軟に先取りし、国内外のさらなる販路の拡大や、
商品＋サービスの新しいアプローチで、より深い悩みをサポート。着実で継続的な成長を目指します。

時代背景 日本中、
及び

世界中で
笑顔を繋ぐ
企業へ

Copyright © GRAPHICO, Inc. All Rights Reserved
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８．事業を通じた社会貢献活動

Copyright © GRAPHICO, Inc. All Rights Reserved

経営ビジョンである『モノ創りで、笑顔を繋ぐ。』を実現するために、社会貢献活動にも積極的に取り組んで
おります。ビジネスを通じて支援活動を行う事で意義を持ち、持続性のある社会貢献と成長に繋がっております。



10
Copyright © GRAPHICO, Inc. All Rights Reserved

9．商品の特徴

【商品カタログ電子化のご案内】

コロナ禍において、出来るだけ
リモート会議や非接触で
当社商品を分かりやすくご説明するため、
電子カタログを制作致しました。

以下リンク、またはQRコードから
商品の特徴や詳細等をご覧頂けます。

https://my.ebook5.net/graphico/catalog2020AW/

(2020年11月13日時点)
※カタログ内容が更新されるとURLは変更となります。
※マルチデバイス対応しておりますので、スマホでも閲覧可能です。

https://my.ebook5.net/graphico/catalog2020AW/


【見通しに関する注意事項】

本資料に記載されている当社の現在の業績、計画、戦略などのうち、過去の事実でないものは
将来の業績に関する見通しであり、これらは現時点で把握可能な情報から判断した見込みです。
従って、経済動向や市場需要、その他諸制度などに関わるリスクや不確実性を含んでおり、実際
の業績は記載の将来の見通しと大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。
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