
Girl's Happy Life

女性がHappyに

暮らせる毎日を創ります。



企業理念について



「世界一たのしい会社にする。」

Vision 私達の目指す未来

日本はアジアNO.１の流行発信国です。その中で私達はそのトレンドの中心と

なって、より多くの女性達をHAPPYにする事を目指しています。そして将来的

にはアジアだけではなく、世界の女性にも誇れるトレンドを生み出して、世界

一のHAPPYを生み出せる会社を目指しています。その為にも、私達は常に新

しい事にチャレンジし、日々進化する為に強いスピリットを持ち続けます。 



T-Garden’s Value 私達の価値観

「チャレンジを楽しんでいこう。」

Girl’s Happy Life

女性がHappyに

暮らせる毎日を創ります。

企業理念について

私達の使命T-Garden’s Mission

1
“カワイイ”
と女性達を驚かせる商品。

3

と女性達の笑顔が生まれる環境。

“うれしい”
2

“たのしい”
と女性達に喜ばれるサービス。

私達は世界一“カワイイ”に敏感な日本の女性達の為に、感動体験をお届けしま

す。そしてより多くの女性達に、笑顔溢れるHAPPYな毎日を提供してまいります。

そしてその為に私達は３つの軸を大切に、サービスを生み出し提供します。

仕事は利益をあげる事が大切です。しかし、利益の為だけに働くのは違います。私達が

常に仕事においてチャレンジを楽しむ事で、結果としてお客様が幸せになり、その対価と

して利益が生まれるのです。その意味で、まず私達自身が楽しんで仕事をする事が、一

番大切です。それがなければ、お客様の幸せな笑顔を産み出す事も、成果を上げる事も

できません。

会社の仲間は、家族よりも、友達よりも、恋人よりも、長時間一緒にいる存在です。全員が

目の前の仲間一人一人と真剣に向き合い、繋がりを大切にしていきましょう。その中で一

緒にT-Gardenのビジョンを達成する為に。より会社を成長させて、世界一楽しい会社に

していくために。新しいことにチャレンジする事を恐れず、一緒に楽しんでいきましょう。

それが私達の大切にしている価値観です。 



Strategy 事業戦略概要

「全ての女性達にHappyをお届けします。」

事業活動の中心にあるのはビジョンで掲げている「Girl’s Happy Life」。

全ての女性がハッピーな毎日を送る為に必要な、商品やサービスで、感動体験の提供を

することです。その実現のために私たちは下記の4つの事業フローを大切にし、PDCAサ

イクルを回しています。 

高品質な商品を、適切なタイミング、低

価格でお客様にお届けする為に。物流

拠点を分け、常にお客様への流通が最

適化されるように、日々研究を重ねてお

ります。 

物流

調査した内容を元に、女性中心の企画

チームが化粧品、カラーコンタクト、生活

雑貨の新規プロジェクトを発足。新商品

やブランドを検討いたします。 

プロダクト企画

消費者のニーズに合わせ、適切なメッ

セージによって商材の魅力が伝わるよう

にいたします。弊社商材はもちろん。自

社商材がある事を活かして、顧客商材の

コンサルも可能です。 

プロモーション＆WEBサービス

現在市場のユーザーの声の調査は勿

論。オピニオンリーダーやインフルエン

サーであるモデルやタレントから、今後

のトレンドを調査することが可能です。

市場調査

T-Gardenの事業戦略



Strategy 成長戦略

「T-Gardenの強みを基盤に、

多様化する市場に訴求できるよう、

サービスを拡大。」

T-Gardenは女性達のオピニオンリーダーや、インフルエンサーとのネットワークを築いてま

いりました。特に１０～２０代の女性達に対しては、市場において絶対的な優位性を持って

います。その独自のトレンド調査網と、市場に対する発信力を基盤としながら、自社商材の

企画と、顧客に対するプロモーションを手がけています。現在女性の価値観が多様化する

中で、T-Gardenの絶対的なコアを中心として、ありとあらゆる年代の女性に対してアプロー

チできるように、そのネットワークを拡大し、サービス範囲も拡大しています。そして数年後に

はさらなる企業成長を果たせるように。社員一丸となって、事業改革を推進し続けます。

T-Gardenの事業戦略



「2 軸の事業」

T-Gardenの事業には、“コンシューマープロダクツ（企画製造事業）”、

“インタラクティブメディア（受注事業）”の、２つの軸があります。

ヘアケア
ボディケア

生活雑貨 Eコマース

カラー
コンタクト

化粧品

イベントSNS広告

ブログ広告クチコミサイト

事業紹介T-Garden’s Service

コンシューマープロダクツ事業

「女性ターゲットの商材を
企画、及び販売。」
化粧品、カラーコンタクト、ヘアケア/ボディケア、メイクアップ、生活雑貨、などのアイテム

を企画。販売と流通までを行います。

弊社独自の調査力を基盤にし、常に市場の最先端に受け入れられる商材を検討いたし

ます。 

インタラクティブメディア事業

「自社独自のネットワークを活かし、
商材をプロモーション。」
マーチャンダイズで得た知見や情報網を活かしながら、クライアントの商材のプロモーショ

ンを行います。

Eコマース、クチコミサイト、ブログ広告、SNS広告。また弊社独自のファッションイベントを

活用しながら、市場に商材の魅力を伝えてまいります。

事業紹介



カラーコンタクト事業

カラーコンタクトレンズ『AngelColor』は創業当初から企画を開始し、2005年8月にリリースしたT-Garden初の自
社ブランドです。当時、ギャル層、渋谷系女子と言われる女性たちが求めているものを徹底的にリサーチして商品化し
たアイテムは、読者モデルたちの間で爆発的に流行し、カラーコンタクトレンズブームのきっかけとなりました。現在は
12シリーズ30種類という豊富なラインナップ、人気モデルとのコラボレーション企画など注目を集め続け、販売累計
は210万箱（使用期間1カ月）販売累計200万箱（ワンデー）を突破し、市場シェアを拡大しています。

-AngelColor- エンジェルカラー

2012年6月にリリースされた『loveil』は、色気と強さのある歌姫として絶大な人気を誇る倖田來未プロデュースによ
るワンデーカラーコンタクトレンズブランドです。デザインプロデュース第一弾「ミッドナイトアンバー」は、史上初の試
みとして、倖田來未の瞳の網膜を型どり、レンズ内側のデザインに採用。“倖田來未の瞳を元にデザイン”した今まで
にないカラーコンタクトレンズに。デザインプロデュース第二弾「シアーへーゼル」は、ヘーゼルとオリーブを絶妙に混
ぜたグラデーションで、明るく穏やかな輝きをまといます。現在、倖田來未デザインプロデュースの2カラーを含む全6
カラーで展開中。

-loveil- ラヴェール　

コスメ事業

『CandyDoll』は2008年10月に誕生した、益若つばさによる全面プロデュースのコスメブランドです。いくつになっ
ても“ずっと女の子”でありたい、かわいらしくありたいという女性の願望を叶えるため、益若自身が納得いくまで何度
も何度も試作サンプルをだし製品化されました。中身だけではなく、パッケージのデザインや色にまで彼女のこだわ
りがたくさんつまったコスメラインです。人気の“マシュマロ陶器肌”になれる「フェイスパウダー」を中心に、10代の
女の子はもちろんのこと、20〜50代の女性まで幅広くご愛用いただいています。

-CandyDoll- キャンディードール

カラーコンタクトレンズ『AngelColor』のコスメラインとして2007年12月に登場した『AC by AngelColor』。“女の
子が求める理想の肌に…”をコンセプトに抜群のカバー力を誇るベースメイクアイテムを展開し、“ACパウダー”の愛
称で多くの若い女性に長年親しまれています。Disneyティンカーベルやうる星やつらなど、人気のキャラクターとの
限定コラボアイテムもあり、サンリオ リトルツインスターズとのコラボレーションでは、キャラクターの顔がパフになっ
た、まるでぬいぐるみのような刺繍パフを導入。そのかわいさからSNSや雑誌で話題を呼んでいます。

-AC by AngelColor- エーシーバイエンジェルカラー

原宿系コスメブランド『UPS』は、青文字系モデル20人前後に座談会でヒアリングを繰返し、要望の高かった「眉マス
カラ」を始めとしたラインナップで、2014年9月に誕生しました。おしゃれが好きな女の子にとっては、メイクもファッ
ションの一部です。“ファッションやヘアカラーと同じようにメイクも合わせてコーディネートしたい！”そんな原宿系
女子の声から生まれた、おしゃれが好きな全ての女の子のためのコスメブランド。ファッションとしてのメイクを実現
する『ＵＰＳ』は、今日のキブンに合わせてトータルコーディネートで“ＡＳＯＢＵ”コスメです。

-UPS- アプス

20代後半～30代の女性に向けた新スキンケアブランド『L:oil（ロイル）』は、“生活(Life)にオイル(Oil)を瞬時に艶め
く、うるおい感じる。幸せに満ち溢れる毎日へ。My life is bursting with happiness”をコンセプトに、2015年3
月に誕生しました。乾燥肌のメカニズムに着目し、水分と油分を簡単に補給できる二層式の新感覚フェイスミストは、
潤いを与えた上で水分の蒸発を防ぎます。メイクキープ成分配合でメイクの上からも使用でき、乾燥によるヨレや崩
れを防いでツヤのあるお肌に仕 上げます。

-L:oil- ロイル

日本のポップアイコンとして世界からも注目されている“なつぅみ”によるプロデュースで 2015年8月に誕生した
『It’s Grimoire（イッツグリモワール）』。グリモワール（魔術書）を開くことで「魔法にかかった様に､女の子が可愛く
変身できるように」「みんながもっとHAPPYになるように」という願いを込めてつくられたコスメブランド。第一弾と
なるツインカラーリップは、綺麗に発色するマットなカラーと色がつかないグロッシーなラメパールを縦に組み合わ
せ、見たままの発色の良さと、ラメパールの重ね塗りにより、マット感とツヤ感を自由にコントロールし、色と質感が変
化する“魔法のリップ”です。

-It's Grimoire- イッツグリモワール

コンシューマープロダクツ事業

事業紹介



バニティカ（関連会社）

『Borica（ボリカ）』は、“今をスぺクタルな永遠に”をコンセプトに、20代後半～30代の働く女性が常に自信に満ちて
ベストでいられるアイテムを提供するコスメブランドです。高機能ながら使い心地の良さと安全面にも配慮したアイテ
ムは、デザイン面でも、持っているだけでレディー度があがるような世界観にこだわりました。“クチビルに、美容液
を。”という商品コンセプトの下、2012年5月にリッププランパー（唇用美容液）、2014年11月ラスティングルージュを
発売。2015年3月には、吉川ひなのをイメージモデルに起用した展開を行っています。

-Borica-ボリカ

10代～40代の女性2000名に調査し、「毎日髪の毛を洗いますか？」というアンケートを実施したところ、20代の半
数以上が「たまにしか洗わない」と答えました。2014年6月に発売されたフレグランススカルプミスト『Mish（ミッ 
シュ）』は、そんな女性のホンネや悩みの調査結果をもとに開発されました。2015年4月には「頭髪のUVカットをし
ながら、ヘアコロンにもなるミストがあったらいい」というアンケートの調査から限定のUVタイプ「フレグランススカ
ルプミストUV」を発売。女性の意見に寄り添った商品を開発・販売しています。

-Mish- ミッシュ

山本優希と宮城舞プロデュースの『F.L.S フレッシュライフスムージー』は、人気モデル2人が“続けられる美味しさ”
を軸に開発し2014年8月に発売されました。「くびれ&美脚を目指すタイプ」・「美ボディー&全身のキレイを目指すタ
イプ」と目的別で二人が納得のいくまでこだわって商品開発された、本格テイストのパーフェクトスムージーです。置
き換えダイエットや毎日の健康・美容サポート食品としてお飲みいただけます。また、海外セレブやモデル達の間で話
題騒然の次世代スーパーフルーツ「マキベリー」など、美しさを追求する女性に嬉しい成分を取り入れています。

-F.L.S- フレッシュライフスムージー

ハワイ語で“palupalu（柔らかい）”＋“pumehana（温かい心）”の意味から名付けられた『PALUHANA（パルハ
ナ）』は2015年5月にリリースされた自社初のナチュラルオーガニックコスメブランドです。イメージモデルにはハワイ
親善大使でもあり、地球に寄り添ったオーガニックな暮らしを提案している吉川ひなのを起用。仕事や家事で毎日を
忙しく過ごしている女性や、心身ともに健康的で有りたいと願う女性が、日々に翻弄されることなく、太陽のような明
るさと温かさを持っていてほしい、という願いをこめてつくられた商品です。

-PALUHANA- パルハナ

ものまねタレントとして活躍している“ざわちん”こと小澤かおりプロデュースにより2013年4月に発売されたフレー
バー付きデザインマスク『THE FLAVOR MASK』。“ダテマスク女子”の急増を受け、10～30代女性に調査を実施
したところ、約9割の方が「風邪や花粉症以外でマスクをしたことがある」という結果が出ました。デザインを一般投
票により決定するなど、女性ならではの視点や消費者と寄り添った視点を取り入れ、風邪や花粉症シーズンはもちろ
ん、 スッピンでもおしゃれをしたい時など幅広く愛用されています。

-THE FLAVOR MASK- ザ フレーバー マスク

『dresy（ドレシー）』は、吉川ひなのをイメージモデルに迎え、バスタイムを愛する女性のこだわりが詰まったボディケ
アブランドとして、2015年4月に誕生しました。ドレスを身にまとう時に感じる優雅さと気品。指先まで満ちた女性ら
しさは全ての女性を美しく魅せます。『dresy』は潤い、そして香りという自信を纏うボディケアを提案していきます。肌
に優しい天然植物成分と、上品な香りにこだわったアイテムは、いくつになっても柔らかく内側から女性らしさの溢れ
る質感肌に。毎日の保湿ケアの新習慣に、お風呂の中でサッと伸ばして流すだけの「オイルinシャワーミルク」をシ
リーズ展開しています。

-dresy-ドレシー

2014年1月にリリースされた『Putia』はファッションモデル、タレントとして活躍する吉川ひなのプロデュースによる
ワンデーカラーコンタクトレンズブランドです。同性からの高い支持を得ている吉川ひなのによる“かわいい”感性が、
パッケージから製品の隅々にまで表現されており、手にしただけでも、ときめきとワクワク感を与えてくれます。大人
の女性らしさと愛らしさを兼ね備えた、繊細なフチとほんのり入ったニュアンスカラーが魅力のデザイン。吉川ひなの
デザインプロデュースによる「セピアピクト」と「トラッドシック」2色を含む、全3色で展開中です。

-Putia- プティア

事業紹介



通信販売　

-Luvlit- ラブリットー

『GIRL’S BLOGGER STYLE（略：GBS）』は、2010年から過去7回開催、総動員数12千名超えを達成した世界最
大級のガールズブロガーイベントです。“ブロガーによるブロガーが楽しめるブロガーイベント”をテーマに、次世代カ
ルチャーを創り出すジャパンガールズブロガーに焦点を当て、出演するモデル達も来場者も全てブロガーという条件
を徹底。「写メ撮影OK」なコンテンツやステージごとの「フォトセッションタイム」など、常日頃からSNSを通して観客
とコミュニケーションを取っているブロガーだからこそできる新しい形のステージを創り出しています。

-Girls Blogger Style- ガールズ ブロガー スタイル

『Blogirls』は2009年7月、結成されたパワーブロガー集団です。当時、携帯でブログを書き10～20代女性から絶
大な支持を得て影響力を持つ“一般の女の子”を集めてスタート。特にカリスマ美容ブロガーとして人気の“ゆんこ
ろ”は自身の持つトップページへの1日アクセス数が約150,000PV、過去最高では1,300,000PVを記録。Blogirls
としての活動をきっかけに、商品プロデュース、雑誌やTVなど多くのメディアに出演し、女性マーケットでのエバン
ジェリストとなっています。その他多数のパワーブロガーが所属しており、ブロガーとしてだけでなく様々な方面での
活躍に導いています。

-Blogirls- ブロガールズ

2010年5月にサービスを開始した『ガルモニ（Galmoni）』（旧ガールズモニター） は5年を経て、消費者目線に近い
ガルモニ編集部とユーザーによる、インタラクティブなクチコミメディアへと全面リニューアルしました。“消費者一人
一人のショッピングパートナー”をビジョンに掲げ、消費者が買い物をする時に常に傍にいて、本当に必要な商品を買
う道標となり、ショッピングの喜びを共有できる サービスを目指しています。クチコミのみで集まった「おしゃれ好き」

「コスメ好き」の会員27万人（2015年4月現在）にアンケート・サンプリングを直 接実施できるため、質の高い市場調
査や商品開発、プロモーションが可能です。

-Galmoni- ガルモニ

『Luvlit』は、2010年10月に総合コスメEコマースサイトとしてオープン。 2014年4月には女性ティーン向けECサイ
ト『Candywalker Shop』とサイト統合し、F0層～F1層の女性に向けた新サイトへと生まれ変わりました。カラコ
ン・コスメの人気ラインナップが揃う公式通販ショップで あり、バイヤーが厳選した最旬のビューティトレンドアイテ
ムも豊富に。読者モデルとのコラボ商品や、ココにしかない限定品の企画販売も！『Luvlit』 を見れば流行のビュー
ティアイテムが一目瞭然。カラコンやコスメ好きはもちろん、芸能人やモデルが好きなミーハー女子の心も満たしてく
れます。

『Luvlit DeNA SHOPPING店』は、本店・楽天店に続く、新たなマーケット開拓として2015年3月にオープンしま
した。『Luvlit本店』と同様に、T-Gardenの大人気カラコン・コスメを中心に、キャラクターや人気モデルとのコラボ
商品や、バイヤーが厳選した最旬のビューティトレンドアイテムを豊富 に取り扱っております。DeNA SHOPPING
というマーケットでも、カラコンやコスメ好きはもちろんのこと、芸能人やモデルが好きなミーハー女子の心を満たし
てくれます。

『Luvlit楽天市場店』は、Eコマースのさらなる事業拡大を目指し、 『CandywalkerShop 楽天市場店』として2010
年10月にオープン。2014年5月にはLuvlitとCandywalkerShopの統合に伴い『Luvlit楽天市場店』としてリ
ニューアルしました。『Luvlit』本店と同様に、T-Gardenの大人気カラコン・コスメを中心に、バイヤーが厳選した最
旬のビューティトレンドアイテムを豊富に取り揃えています。カラコンやコスメ好きはもちろんのこと、芸能人やモデル
が好きなミーハー女子の心を満たしてくれます。

-Luvlit DeNA SHOPPING店- ラブリット ディー・エヌ・エー テン

-Luvlit楽天市場店- ラブリット ラクテンイチバ テン 

インタラクティブメディア事業

事業紹介



T-GardenのカルチャーT-Garden's Culture

「トレンドの発信源に。」1

「年齢や経歴に捉われない組織。」2

「したいことの実現へチャレンジし続ける。」3

ファッションに目覚めたばかりの10代〜20代前半女性のユースカルチャーは、発想の面白さや転換する力と

いった若さゆえの感性で、トレンドの発信源となってきました。現在はあらゆる世代の女性が、新しいトレンドを

発信する時代になってきています。例えば、女性たちが日常生活の中で工夫しているメイク・ケアの方法や生活

の知恵から、新しい商品が生まれることも多くあります。情報を見逃さず、常に敏感であり、新しい文化を生み出

し発信していくことが当社の強みです。そのため社内の平均年齢も若く、経験だけではなく、情報に敏感なある

種「ミーハーな人」を尊重し採用したりもしています。私自身も、若い頃は流行に敏感でしたし、新しいものにチャ

レンジしてきました。これからは、若い人たちや女性がますます活躍しやすい様にサポートしていきたいです。 

一番の喜びは、社員が笑顔で仕事していること。仕事へのモチベーションは人それぞれですので「遊

びにいくために頑張る」でもいいと思っています。笑顔で仕事に向き合いモチベーションを保ててい

れば、表情も生き生きしているし、会社や仕事への愛情も注いでくれていると考えています。そのた

め、好きなことを仕事にして活躍できる環境づくりをより一層進めていきたいと考えています。当社

の文化を支えるのは、ビジョンのある人や能力のある人をきちんと評価し、さらに成長していける体

制があること。23歳という若さで責任者に抜擢されたり、入社から半年で昇進することもあります。

年齢や経歴に関係なく、評価に応じて事業を任せているのも特徴ですね。 

T-Gardenでは社員全員が新しい事業提案することができます。そして、自分がしたいことの実現に向けて、行

動に移せている人が伸びる文化が根付いています。当社の代表的な商品であるカラーコンタクトは、もともと

「視力矯正ではなく、おしゃれのためのコンタクトレンズ」という、当時では新しい発想を実現した商品です。もち

ろん、チャレンジにはそれと同等の責任も伴います。しかし、仕事に責任感を持つことは、一番楽しいことじゃな

いかと思うんです。だからこそ、プロジェクトが成功したときに心から喜べ、また次のステップに向かうモチベー

ションにつながると考えています。当社は、大手企業ではできないチャレンジをしたい方、夢の実現のために自

ら切り開いていける方を求めています。 

T-Gardenの文化



深町周輔（フォーサイト総合法律事務所）顧問弁護士

54名（2016年9月30日現在）従業員数

2004年2月設立年月日

文倉達之代表取締役

7,400万円資本金

化粧品の企画・開発、カラーコンタクトの企画・開発、

メディアサイト・Eコマースサイトの運営、プロモーション事業

事業内容

03-4500-9320（代表）TEL

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-11祐真ビル新館5F,6F（受付5F）所在地

株式会社T-Garden（英文社名 T-Garden,Inc.）

http://www.t-garden.jp/

会社名

会社案内Company

会社案内



アクセスAccess

六本木方面

三軒茶屋方面

書店
理容室
やよい軒

木屋（そば屋）

青
山
通
り

明
治
通
り

渋谷
警察署

CAF’E
VELOCE

ファミリーマート
ジョナサン

至
恵
比
寿

至
原
宿

ハチ公
改札口

東口

渋谷駅

新南口

109

ローソン

Hikarie

〒150-0002 東京都渋谷区3-27-11

祐真ビル新宿5F、6F（受付5F）

JR山手線、京王線、東急線、東京メトロ「渋

谷駅」東口より徒歩7分

JR埼京線「渋谷駅」新南口より徒歩1分
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