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昨年、ポーラが「リンクルショット メディカル セラム」を発売したのを皮切りに、化粧品メーカーが次々と「しわ改善美容クリーム」
に参入、競争が激化しています。しわ改善は美白と並んでニーズが高く、エ イジングケアコスメの中でも異例の人気を集めています。
このように実年齢よりも若い印象を与えるためのアンチエイジングを目的としたコスメは市場が拡大しています。
これも、加齢による肌や、頭皮の悩みを持つ人口の増加が背景にあり、これらのケアを訴求した新商品投入が積極的に行われて
いることが要因とみられています。※富士経済ＷＥＢより
2019年1月30日（水）から３日間、幕張メッセにて開催いたします「COSME TOKYO2019 ～第7回 国際化粧品展」に
は最新コスメ23,000点が並びます。その中にはヒト由来幹細胞コスメや水素パックなどエイジングケアコスメも多数出展します。
ぜひ取材におこしください。

出展製品 紹介（一部抜粋）
糖化ケアライフで新発想のエイジングケアライフ

韓国から初上陸！科学を基盤とした革新的な製品
製品名：ゴールドコラーゲン目元パック
出展社名：（株） SD生命工学 SNP

製品名：AG theory クラリファイング エッセンス
出展社名：（株） アクシージア

【特徴】

【特徴】

乾燥しやすい目元や口周りにぴったり密
着し、ゴールドコラーゲンの美肌成分が
たっぷり吸収！小じわ対策の一押しのア
イテム。

1日1パウチ！美しく時を刻むあなたへ贈
るエイジングケア美容液
(容量 1mll×28パウチ )代表成分・3種
の植物由来エイジングケア成分に加え、4
種のブライトニング成分、お肌の最高の栄
養剤ともいえる潤い成分もマルチに配合。
潤いを保ちながら糖化ケアを意識した美
容ライフへ。

幹細胞培養液配合のハイブリッドコスメ

年中輝く太陽に「飲んで」ケアするサプリ

製品名：HITOYURAI+30 - Clear Serum –
15ml (ヒト由来幹細胞コスメ)
出展社名：（株） ETERNALBEAUTY

製品名：ニュートロックスサン配合の日傘サプリ
出展社名：ラ・シンシア （株）

【特徴】

太陽に「飲んで」ケアするサプリメント。体
の中からUVブロック。
・UVブロック・糖化ケア・酸化ケア・活性
酸素コントロール
ニュートロックスサンを主成分に美白ケア
とエイジケアを叶える成分を配合しまし た。

【特徴】

ヒト由来【 神経幹細胞培養液 ＋ 脂
肪幹細胞培養液を30％配合 】
サラッとした触感と、しっとりを実感できる
ナノ浸透美容液です。スペインでは塗る
ボトックスと言われる植物由来のアミノ酸
であるアルジレリンが気分を引き上げ、
バーシカンとの相乗効果で明るいトーン
を演出します。
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再生医学で誕生 幹細胞培養液 貼るエイジングケア

驚きの美の効果

製品名：Re Gén RGeneration (エイジングケア)
出展社名：（株） 帝美

製品名：NMFアクアアンプルマスクJEX
出展社名： （株） L&K

【特徴】

【特徴】

高機能性集中エイジングケアマスク
hSCM成分従来製品に１０倍もの含
有の高機能性エイジングケアマスクです。
加齢とともに失ってしまう肌の弾力、つや
はり、透明感を取り戻すために肌細胞の
真皮層で働きかけ細胞の活性化を促し
ます。総合的なケアが可能

水分強化・毛穴ケア・保湿バリア
保湿力の高いNMF（ヒアルロン酸ナトリウ
ム）とハマメリス水が潤いのあるしっとりとし
た肌を保ちます。さらに、植物性成分であ
るアラントイン、トレハロースが肌を引き締
め、ハリのある肌へと導きます。

どんな肌質でも使える高い安全性と大きな効果

雑誌や美容ブログで大人気の最新エイジングコスメ

製品名：ハーブピーリング より高い技術協によりOHし
韓国の特許を取得
出展社名：アマロス

製品名：童顔の飲
出展社名：（株） ビップコーポレーション
【特徴】

【特徴】

女性特有の悩みを改善できるサプリメン
ト！

肌表面を溶かすピーリングに比べ天然
ハーブピーリングは低刺激で剥離なしダ
ウンタイムなしで肌の 奥に働きかけ小じわ、
たるみ、毛穴、色素沈着を改善が期待
できる低コスト高いリピート率、新規集
客、既存客の呼び戻し

塗るだけ！小ジワを埋めて、伸ばして、光で飛ばす

北海道産コスメ

製品名：ストレッチザプレス
出展社名：（株） セレブ

製品名：Coroku 白雪美精UVクリーム
出展社名：（株） 小六

【特徴】

【特徴】

塗るだけで物理的に小ジワを伸ばす。独自
技術ケイ酸Na不使用で93％天然由来成
分配合。プラセンタやレチノールにフラー レン
等美容成分もたっぷり配合。ノンアルコール 、
ノンシリコンで肌にも優しい日本製品。

さらっとしたUVクリーム
SPF50、PA+++ 馬油、北海道産コ
ラーゲン配合のUVクリーム

年齢肌をうるおす、贅沢な一滴

エステティック業界向けに化粧品製造してきた実績

製品名：シーベリーエッセンス
出展社名：（株） イエロードクタージャパン

製品名：ミスエステ
出展社名：（株） ブルーム・クラシック

【特徴】

【特徴】

豊富な栄養成分を含むシーベリーの果
実エキスに、ミネラルたっぷり岩内海洋深
層水や、海洋プラセンタなどの成分を贅
沢に配合。

肌解析で導き出された肌年齢に合わせた
化粧品

本当に必要な成分のみ配合したこだわりの化粧品

日本製ヒト幹細胞培養液フェイスマスクと最高峰ジェル
製品名：ERコスメ フィトバイオテックスエイチツーパック
出展社名：（株） エレガントメディカル

製品名：アルジャンスキンケアシリーズ
出展社名：癒本舗

【特徴】

【特徴】

水素パックの中でも最高レベルのマイクロ
クラスターと美容ジェルがお肌の奥まで浸
透し、細胞レベルから肌の改善へ導きま
す。美肌・美白・アンチエイジングの効果
があり、お肌の「サビ」となる酸化を防止
します。

動物性原料フリー・ノンエタノールのスキン
ケア商品。アルコールが苦手な方、動物
性のものを避けなければならない方にお勧
め致します。

美容液のようなクレンジングジェル

カセットガスでおなじみのイワタニが作った保湿化粧品
製品名：fujina（フジナ） モイスチャーローション 150ml
出展社名：イワタニアイコレクト （株）

製品名：モイスチュアクレンジングジェル
出展社名：（株） エイアンドピープル
【特徴】

【特徴】

14種類の保湿成分を配合。
ハチミツ、クコ果実エキスなど保湿成分に
こだわり「よく落ちるのに、乾燥知らず」を
実現したクレンジングです。

みずみずしい使い心地で、肌につけた瞬
間に、肌の奥までじっくり浸透。乾いた肌を
潤いで満たします。キメを整え、なめらか美
肌へと導きます。
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サロン発想から開発した結果重視のアイテム

先端のテクノロジーと注目成分のオリジナル処方
製品名：CELVIT EX アドバンスホワイト パーフェクト
ショット
出展社名：（株） キレートジャパン

製品名：ERコスメ オーシャンピュールパック
出展社名：（株） エレガントメディカル
【特徴】

【特徴】

24G・PT・GE・アミノ酸・ミネラル泥・フコイ
ダン配合。豊富な美肌成分を贅沢に使
用した高性能クレイパックです。アミノ酸や
ミネラルを豊富に含んだ微粒子クレイとフコ
イダンが老廃物や毛穴の汚れを瞬時に吸
着。

美しいスキンための高級トリートメント化粧品

１日１回のスーパーショットクリーム。
先端の遺伝子工学が生み出した、生命
維持のキーファクター「テロメア」と独自処
方がパーフェクトホワイトを導きます。毎
日新しい肌と出会えるときめきを手に入
れてください。

塗るだけ10分でリフトアップする美容液
製品名：アマランス モイスト リフト プリュス セラム
出展社名：（株） ドクターソワ

製品名：Prestige Ampoule
出展社名：（株） DIOSA COSMETIC
【特徴】

【特徴】

Prestige Amplouleは80%を超える西
洋バラエキスをもとに優れた効能がある成
分として作られる。基本成分が何かによっ
て主要成分の効果がされにアップされるた
め、一般の８０％が水ではなく、エキスに
なっている。

サロン発！ヒト幹細胞美容液でエイジングケア

医学的根拠をもとに、しわ・たるみにアプ
ローチ。即効リフトアップ成分のDMAEに
加え、レチノールやカルノシンなど、クリニッ
クの美容治療でも使われている成分を
高配合した、エイジングケア美容液です。

圧倒的な２４K純金含有量でしっかりアンチエージング
製品名：２４K ゴールドローヤルプレミアムアンプル
出展社名：ベスタ （株）

製品名：CELL SERUM 5ml 5本入
出展社名：（株） ナトゥーラ

【特徴】

【特徴】

圧倒的な２４K純金含有量、抗酸化
効果のプロポリス、コラーゲン生成触媒
材のローヤルゼリー、しわ改善の十種類
のペプチド。しっかりした、アンチエージング
のために生まれたゴールドアンプル。

希少なヒト神経幹細胞とヒト脂肪幹細胞
の両方を高濃度に配合。肌本来の細胞
力を高め根本的なお悩みを改善します。
ニキビ肌はもちろん諦めていた老化肌など
肌組織を活性化する最高峰のエイジング
ケアです。

※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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■■

