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今、化粧品メーカー各社は最先端の科学技術を駆使し、独創的な製品を誕生させています。
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～ 」（同時開催：第9回 化粧品開発展）を開催いたします。本展には「幹細胞」「再生医療」と
いったキーワードを特長とした製品をはじめ「医療技術」「バイオテクノロジー」や各社「オリジナルテクノロジー技術」を活かした製品
が多数出展します。ぜひ先端科学、テクノロジーで完成された最先端コスメを取材してください。

出展製品 紹介（一部抜粋）
プロフェッショナルのパーソナルケア美容機器

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：ディオ デルマーレリバイタライズ フェイスクリームマスク
出展社名：（株） キレートジャパン

製品名：BJ-1357
出展社名：SHENZHEN HONGWANG NICEMAY
ELECTRIC CO., LTD.

【特徴】

マリンバイオテクノロジーといつまでも若々
しく美しくと願う女性たちの注目の成分、
NMNとナイアシンアミドをふんだんに配合
した、リーブオンタイプの洗い流さないク
リームマスクです。

【特徴】

BJ - 1357超音波テクノロジーによる超
音波イオンスキンスクラバー：高周波振動
で肌を傷つけず隠れた汚れを除去します。

ナノテクノロジーとバイオテクノロジーの融合

欲しかった美肌成分がオールイン！

製品名：クロノロジー ディフュージョンクリーム
出展社名：イノベイション （株）

製品名：CELVIT EX アルティメイトモイスチャーエッセンス
出展社名：（株） キレートジャパン
【特徴】

【特徴】

プラセンタエキス、プロテオグリカン、ヒト幹
細胞培養上清液などの今注目のエイジ
ングケア成分をふんだんに配合した贅沢
なエッセンスの作りたてをそのまま封入。
独自のDDSテクノロジーで肌の隅々にま
で浸透します。

ナノテクノロジー（超微細技術）とバイ
オテクノロジーによってできた製品です。
毛髪にとって大切なタンパク質だけを必
要な部分に配置に、栄養と水分バラン
スを髪本来の健康な状態に導きます

ドイツの医療技術から生まれたアンチエイジング化粧品 ヒト幹細胞培養液抽出液配合
製品名：レボリューショナリー・ウルトラリジュベネーティング
アンプル
出展社名：（株） アフロゾーンジャパン

製品名：inspira:medシリーズ
出展社名：（有） ボンドストリート
【特徴】

【特徴】

inspira：medを使用すると、肌は滑らか
で若々しい外観を取り戻し光り輝く肌を維
持します。老化し衰えつつある肌に対する
総合的な対策を提供し美容整形など不
要になります。

皮膚時間を管理するセビアンスならで はの
科学技術が疲れた肌に活力を吹き入れて
皮膚の中から健康な美しさが溢れる
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新しい抜け毛ケア法

世界初のテクスチャーコントロール

製品名：Intensive Hair Reactive Serum
(For Men)
出展社名：BIOHEALTH PLUS LTD.

製品名：ザ ファースト テクスチャー コントロール
出展社名：イノベイション （株）
【特徴】

sweet hair The Firstは還元剤を一切
使用しておりません。驚く程短時間で毛髪
に浸透するテクノロジーで設計。髪を滑ら
かにするだけではなく、ボリュームや縮れを
抑え髪本来の美しいヘアスタイルを再現し
ます。

【特徴】

稀少なスイス アップル & アルガンの木の
幹細胞によるTrichoCellディープシー
テッド自己再生テクノロジー。 毛包幹細
胞を再活性化し、髪の密度を高め、抜
け毛を減らし、毛包幹細胞の寿命を延
ばします

特殊エネルギー印加技術で細胞から活性化

塗るだけで睡眠中のお肌を守るナイトパック

製品名：ハクア キス ニュー シルキーマスク
出展社名：（株） HAQUA

製品名：【塗るパック】ALLPAIR119 night pack 50g
出展社名：（株） ヘリー
【特徴】

【特徴】

就寝前に塗ることで、肌のうるおいを保つ
ラッピング効果を発揮。HERY独特のハイ
テクノロジー成分を配合した特別なナイト
パック。天然由来のベルガモットの香りが安
らかな睡眠を誘います。

完全防腐剤フリーを実現するフリーズドライ技術

特殊エネルギー(量子類)印加技術を施
しその振動波で毛細血管を刺激、細胞
レベルから活性化していきます。また活
性酸素生成を抑制します。高濃度シル
ク配合で高保湿と透き通るお肌へと導き
ます。美容液たっぷり35ml。

独自技術で開発したバイオセルロースマスク
製品名：日本製「生」バイオセルロースマスク
出展社名：ラ・シンシア （株）

製品名：フリーズドライ化粧品
出展社名：（株） キレートジャパン

【特徴】

【特徴】

高品質なバイオセルロースマスクには肌
悩みに合わせた美容液を含浸できます。
ご要望をお聞かせください！自社製造な
らではの高品質ときめ細かな対応力でお
客様のブランドを一緒に育てます。

難易度の高い美容液のフリーズドライ化に
はフリーズドライ専用器がクリーンルーム内
に設置されています。化粧品の製造として
は極めて高いレベル（クラス100〜クラス
1000）のクリーンルームを備えています。

特許取得の技術で脂肪幹細胞培養液を凍結乾
燥した日本初上陸原料

水素パックの中でも最高レベルのマイクロクラスター
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：RCH SC ピュアクリーム
出展社名：エンチーム （株）

【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。

【特徴】

すでにできたしまったシミ・シワを改善するの
ではなく、細胞のレベルから改善する再生
医療の美容成分を配合した肌タイプを選
ばない朝&夜使える栄養クリーム。

世界特許技術を用いた「浸透型ミネラル」

植物幹細胞ベースのセラピー

オリジナル技術を用いた処方で10分でシワを消す
製品名：ロージドロップ
出展社名：ラポール

製品名：ハイパーノンFクリーム
出展社名：（株） ワム

【特徴】

【特徴】

15分でシワ、たるみ、毛穴に驚きの効
果が出る魔法の美容液
弊社オリジナル技術を用いた、内側から
膨らませることで塗ってわずか15分で驚
きの効果が出る美容液。内側から膨ら
ませることでシワ、毛穴、たるみに確実に
働きかけます。

塗るだけで４つの効果を実感！美しいボ
ディへ導きます。
世界特許技術を用いた「浸透型ミネラル」
で、痩身・美肌・デトックス・疲労回復が実
感でき、美しいボディへ導きます。ホームケ
ア商品としても、幅広いお客様に喜びの声
をいただいております。
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トルマリンイオニック技術採用

ナチュラル×最先端技術でハリのはる肌に

製品名：Styling hair Brush, Standard Large
Paddle brush by HairFlair
出展社名：HAIR FLAIR

製品名：プレナス オールインワン パーフェクト
出展社名： （株） パシフィックプロダクツ
【特徴】

【特徴】

化粧水・化粧下地・クリーム・美容液・乳
液のステップを1つに！ 16種類の植物成
分と、ヒト型セラミドを配合。ナチュラル×
最先端技術で、長時間うるおい続く ハリ
のある肌へ導く、これまでにないオーガニッ
ク高保湿でパーフェクトな新感覚のオール
インワンジェルクリームです。

どんな髪質も綺麗にとかせる、スタイリン
グ＆艶出しパドルブラシ。ブラッシングを
すると、乾燥や傷んでいる髪に溜まって
いるプラスイオンに反作用し、マイナスイオ
ンが放出、滑らかで艶やか な仕上がり に。
きらめくオーガンザ素材のバッグ付属。

独自技術の多空性ゲル

ペプチド配合エイジングケア美容液
製品名：アクシージア GFセラム パーソナル
出展社名：（株） アクシージア

製品名：ハイドロゲルフェイスマスクアルティメイト
出展社名：（株） セレブ

【特徴】

【特徴】

幹細胞・成長因子研究から到達したアク
シージアの結論「ペプチド科学」。ハリ・ツ
ヤ・弾力成分オリゴペプチド-6をパウダー
状態のままボトルに装着する容器技術が
叶えた新発想の美容液。

真皮の血管網やメラニンを３D画像で
非侵襲的モニタリング

人気の寒天ゲルのアイパッチの、全顔に
使用可能なフェイスマスクです。ずれやす
いイメージのあるハイドロゲルですが、独
自技術の多空性ゲルの為、ぴたっと高
密着し、長時間潤いを与えます。

独自技術「微弱荷電化製法」
製品名：ルネッサンス ド ポゥ ゲルフェイスマスク
出展社名：（株） コルペア

製品名：光超音波＋超音波の新しいイメージング技術
出展社名：（株） アドバンテスト

【特徴】

美容液自体を独自技術で固めた繰り
返し使えるフェイスマスク。しっとり＆ぷる
ぷる潤うコラーゲンとヒアルロン酸が肌に
のせると溶け出し、肌に働きかけ弾力の
ある肌に導きます。

【特徴】

光超音波＋超音波の新たなイメージング
技術により、皮膚構造に加え血管やメラニ
ンの位置情報も解析が可能になりました。
真皮の非侵襲的モニタリングは、美容領
域での研究に貢献します。

※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/
3/3

■■

