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世界のトレンドをキャッチ 日本初上陸コスメ
＆

品質・安全性に自信 Made in japanコスメ
弊社リード エグジビション ジャパン（株）は、2019年1月30日（水）から３日間、幕張メッセにて「COSME TOKYO2019
～第7回 国際 化粧品展～ 」を開催します。本展には、世界35カ国から780社が出展いたします。
本展の大きな特徴は、海外からの出展企業が多く「国際展」である点です。今回もフランス、イタリア、韓国をはじめ、欧米・アジア・
中東から日本初上陸コスメが多数展示されます。また、海外だけでなく国内からも北海道から沖縄ま で各地の名産、原料を活用
した日本製コスメも出展します。今や品質の高さから世界中から人気を集めている日本製コスメ。
今回は「日本初上陸の海外コスメ」と「世界から注目を集める日本製コスメ」に注目して一部ご紹介いたします。
こうしたラインナップが揃うのも世界中から化粧品23,000点が展示する本展だからこそ！ぜひ取材にお越しください。

出展製品 紹介（一部抜粋）

展示会初披露の日本初上陸 海外コスメ！
ドイツ製の高機能で最先端のアンチエイジング

植物エキスを使った肌に優しいアイクリーム

製品名：Hyaluron Collagen Booster
day & night serum concentrate
出展社名：WM BEAUTYSYSTEMS AG

製品名：ナチュラルアイクリームイルミネーション
モイスチャライジング
出展社名：ORIENTANA

【特徴】

【特徴】

ヒアルロン酸とトリペプチドブースターは、
内部から皮膚を再構築し、強化する二重
の性能を提供します

クリームには、日本のハニーサクル
（Honeysuckle）の抽出物が含まれて
います。これ は、他の植物と組み合わせて、
肌の輝きを和らげ、赤みを軽減し、肌の
水分を改善し、老化から肌を守ります。

保湿、再生機能抜群のエイジングケア美容液

髪の保湿力80%UP！ダメージにも効果的

製品名：Essential Smoothing Serum
出展社名：CAROLINE LORINET LTD.

製品名：MEDITERRANEAN HAIR MASK REPAIR
出展社名：MEDITERRANEAN COSMETICS S.A.

【特徴】

【特徴】

成分の相乗効果により、最高の保湿、
肌再生とスムージングを実現、4つの重要
な成分群の力で究極のアンチエイジング
パワーを提供します。

髪に80％以上の水分補給をすることで、
確実なケアとダメージからの保護をいたし
ます。フェラーラ大学の化粧品開発
センターでテスト済みです。

天然成分84%使用の爪に優しいネイルポリッシュ

新鮮なローズを使用したロマンチックな香りの香水
製品名：Always Loved
出展社名：MY DAUGHTER FRAGRANCES INC.

製品名：pure color
出展社名：ナショナル・ベンディング （株）

【特徴】

【特徴】

ターキッシュローズ・アブソリュートとブルガリア
ンローズオイルを贅沢に使用。ココア・アブソ
リュートと、ベチバー、パチョリ、シダー、コー
ヒーを調合した、心躍る魔法の香り。

グリーンケミストリーに基づき、コットン・とうも
ろこし・小麦・キャッサバといった天然由来
の再生可能な原材料を84％使用。爪を
ケアしながら華やかな輝きを与えます。
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発色抜群、落ちにくいティントグロス！

伝統的なカストル石鹸 全身の保湿ケアに最適！
製品名：オリーブオイル石鹸
出展社名：オリエントネットワークジャパン （株）

製品名：TALK THAT TINT
出展社名：（株） 多美人

【特徴】

【特徴】

発色抜群落ちにくいティントグルス
1.ふっくら輝くようなティントグロスが完成
2.落ちにくくカラーが長時間続く
（FDA承認染料使用)
3.塗り方次第でグラデーションも可能

ネフェルタリ製品はエジプトの天然ケミカル
フリーボディケア製品。
伝統的なカストル石鹸。オリーブオイル
石鹸は顔・からだ・髪を洗浄でき、うるおい
を保ちます。

手の温かみで溶けだすナチュラル保湿バーム
製品名：Intensive Moisturizer in a Form
of Bar for Very Dry Skin
出展社名：SOFT THEORY CO., LTD.
【特徴】

天然素材がお肌の健康に作用する、
オイルベースの保湿ローション。

世界中からも注目の高い 日本製コスメ！
何百年も語り継がれたノウハウをもとにしたテクノロジー

数少ない貴重な国産はとむぎ化粧品
製品名：はとむぎ化粧水
出展社名：久留米南部商工会

製品名：Komenuka Brightening Rice Water
出展社名：（株） 米一途

【特徴】

【特徴】

京都の儀兵衛の米ぬかで作られた米ぬか
化粧水は、どんな敏感な肌もクリアにし、
保湿します。

安心安全
肌にスーッと浸みわたる化粧水。

世界に一つのオリジナル化粧品

自然豊かな沖縄素材を活かした健康美容商材
製品名：琉球シルエット 37.1℃pro
出展社名：アットモア （株）

製品名：エコットコスメ
出展社名：（株） ブルーム・クラシック

【特徴】

【特徴】

47都道府県のオーガニック原料を使用
した化粧品。

体温上昇で脂肪を柔らかく
柔らか & 温め & 美白 体温上昇し、
手足の冷えも解消。

世界最古の最高級こんにゃくスポンジ

沖縄月桃エキスが叶える新美容

製品名：元祖・洗顔用こんにゃくスポンジ『つやの玉』
出展社名：（有） 畑中義和商店

製品名：月桃歯みがきジェル
出展社名：paradis deco

【特徴】

【特徴】

食べるこんにゃくから作られた『お湯だけ』洗顔。
130年引き継がれる、世界で最古の
こんにゃくスポンジ『つやの玉』

月桃濃縮発酵蒸留液を主原料とした
歯磨きです。植物由来の成分で、使う
ごとに歯と歯茎をすこやかに保ちます。

京都が生んだ酒粕エキス配合の化粧品 初お披露目

健康と美容をサポート「サン・クロレラ」

製品名：MIYAKO化粧品シリーズ

製品名：京都黒豆ちょこ 6袋入り
出展社名：（株） サン・クロレラ

【特徴】

【特徴】

出展社名：（株）

AVANT BEAUTY

京都の化粧品製造メーカーがつくった酒粕
エキスとオーガニック原料を使用したMADE
IN KYOTOの化粧品シリーズです。オイル
を使用してないのにしっとり潤う愛され肌を
実現します。

2/3

香ばしく、ほろ甘い。大人の京おやつ。
香り高く焙煎した京都丹波産（北尾の
新丹波黒）とホワイトチョコレートがクロ
レラによって絶妙に調和した甘さ控えめ
な大人の味わいです。
京都黒豆ちょこは6袋入り（化粧箱）、
10袋入りの２種類があります。

アジアから北海道を訪れる観光客に大人気

世界の女性に日本生まれの白肌美人をご紹介
製品名：白肌美人 ミルキーホワイトパック
出展社名：ポップベリー （株）

製品名：Coroku 北海道BABY乳液とUVミルク
出展社名：（株） 小六

【特徴】

【特徴】

馬油と北海道産原料を配合したUV
ミルクと乳液。
便利で可愛い携帯ボトルで、お母さんも
赤ちゃんもお出かけが楽しみです。

忙しい朝にこれ1枚。
シートマスクに北海道産ミルクと
プラセンタ等を配合した時短毛穴隠しと
トーンアップマスクです。

直接金箔を肌にのせてなじませる美容法

ミネラルたっぷりの北海道の岩内海洋深層水
製品名：シーベリーローション
出展社名：（株） イエロードクタージャパン

製品名：美容金箔マスク
プラチナ金箔・コラーゲン仕立て
出展社名：箔座 （株）

【特徴】

【特徴】

金箔を打ち延ばす和紙に、保湿成分で
あるコラーゲンをプラスし製箔。美容用に
特化した製法で肌になじみやすいように
仕立てました。

豊富な栄養成分を含むモンゴル産
シーベリーのオイルに、ミネラルたっぷりの
北海道の岩内海洋深層水や、海洋
プラセンタなどの成分を配合。オイル
配合なのにベタつかず、すばやく浸透
してうるおいを届けます。

京都発祥のオーガニックコスメ

奄美大島発、珍しいシルク主原料のスキンケア

製品名：ICHIエッセンシャルスキンヴェール 月、蝶
出展社名：（株） ICHIインターナショナル

製品名：エティーモ
出展社名：（株） アーダン

【特徴】

【特徴】

敏感肌向け 自然派のロングセラー下地、
ファンデーションです。肌にやさしい自然派
素材と保湿成分を贅沢に配合した、美容
液ファンデーション。時間が たっても乾燥せず、
小じわや毛穴を目立たなくさせます。

奄美大島発 大手流通用初の
シルク高配合スキンケア商品。
お肌のスムージング、シワ、保湿 改善
が確認されたシルクフィブロインを
贅沢に使用しました。

※招待券掲載情報、出展社・製品検索、出展企業HPから引用。当日の出展製品は変更になる可能性もございます。本リリースに記載の国数、社数、出展製品数は最終見込み数

本展には取材事前登録が必要です！
本展への取材をご希望される場合は取材事前登録【 https://www.cosmetokyo.jp/press_f/ 】にてご登録いただくか、
下記取材申込み書に基本情報をご記入のうえＦＡＸにて【03-3349-4922 】ご返信ください。

貴社名：
所属：

役職：

担当者氏名：
ＴＥＬ：

Ｅ-ｍａｉｌ：

媒体：
■■ 取材事前登録はＷＥＢからもできます！ ＞＞＞ https://www.cosmetokyo.jp/press_f/
※ 本展の取材は事前登録が必要です。 取材事前登録は「報道」「記事掲載」などの取材を目的とした方のみご登録いただいております。
ご登録が無い場合や、またご登録いただいても取材目的ではないご来場の場合は当日プレスルームでの受付をお断りする可能性がございます。

本リリースの問合せ先 広報担当：八木 TEL：03-3349-8587 FAX：03-3349-4922
Mail：yagi@reedexpo.co.jp 展示会HP： https://www.cosmetokyo.jp/
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■■

