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この点に注目して開発されたのが、花王から発売中の「メリットピュアン」。強くこすらなくて

も皮脂汚れが落としやすい洗浄技術を取り入れ、“洗いたて”のようなキレイが続くので、ニオイ・

ベタつきが気になる方にオススメです。 

＞＞http://www.kao.co.jp/merit/pyuan/ 

 

梅雨から夏のニオイを一番感じやすい季節。ふと、他人の頭のニオイが気になった時には、自分の

「頭皮」を意識してみませんか。 

 

取材協力／東原和成（東京大学大学院農学生命科学研究科教授） 

東京大学農学部農芸化学科卒業、NY州立大学 Stony Brook校化学科博士課程修了（Ph.D.）。Duke

大学、神戸大学などを経て、2009 年より現職。文部科学大臣表彰若手科学者賞、読売新聞社ゴー

ルドメダル賞、日本学士院学術奨励賞など。共著書に「においと味わいの不思議」（虹有社）など 

 

アンケート概要アンケート概要アンケート概要アンケート概要 

●調査対象：オレンジページくらし予報モニター会員・女性（有効回答数）1133人 

●調査方法：インターネット調査  ●調査期間：2015年 4月 10日～4月 16日 

 

●「オレンジページくらし予報」について 

オレンジページくらし予報とは、オレンジページ社のモニターのなかでもアクティブな会員 1万人

の声を集めたリサーチ・コミュニティです。当社のモニターには、〈一般女性よりも「食意識」「生

活全般に対する意識」が高い〉という特徴があります。くらし予報では、20代後半から 50代の生

活者が感じていることを引き出します。食意識を軸に対象者を 6つのタイプに分類し、調査、比較

検討することも可能です。 WEB上でのアンケート調査、キッチンスタジオ「オレンジページサロ

ン」を利用した座談会など、ご相談に応じて展開いたします。 

 

 

●『オレンジページ』について 

失敗なくおいしく作れるレシピ情報が支持され、今年創刊 30周年を迎える生活情報誌。30代～40

代の主婦を中心に幅広い読者層を誇ります。発行部数＝348,980部（2014年印刷証明書付発行部数）。 
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株式会社オレンジページ 

メディア事業部 くらし予報担当 

kurashi@orangepage.co.jp Tel. 03-3436-8416 

http://www.orangepage.jp/service/monitor/ 
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株式会社オレンジページ 広報部 遠藤 

press@orangepage.co.jp Tel. 03-3436-8421 


