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報道関係者各位

リード エグジビション ジャパン株式会社
2019年1月

ＳＮＳ映え バズれる!?

コスメ特集

弊社リード エグジビション ジャパン株式会社は2019年1月30日（水）から３日間、
幕張メッセにて「COSME TOKYO 2019~第7回 【国際】化粧品展~」「第2回 【国
際】健康食品・美容食品ＥＸＰＯ」「第9回 化粧品 開発展」を開催いたします。
本展には世界35カ国から780社、世界中から23,000点が出展。今回は使う度に気
分があがるＳＮＳ映えする化粧品、または個性的なアイテムゆえＳＮＳで話題と
なる（バズれる!?）コスメをご紹介します。

出展製品 紹介（一部抜粋）
スキンケア中からもうキレイ

花が咲くシートマスク

エナジードリンク

は飲むから吸うへ！

製品名：蓮の花が咲くシートマスク

製品名：EAGLE ENERGY -ENERGY DRINK-

【特徴】

【特徴】

出展社名：（株）

出展社名：ベスタ （株）

世界初「吸うエナジードリンク」がついに日
本解禁。カナダ発！0ニコチン＆0カロリー
＆0シュガーの吸引型カフェインミストサプリ。
風味は、誰もが一度は飲んだことのあるエ
ナジードリンク風味！

自社開発の独特で派手なシートでご利
用している間も顔に花を咲きます。スキ
ンケア中でもあなたの美しさをお守りしま
す。蓮の種、根、葉が入り抗炎効果が
優れています。

ノーベル賞受賞の夢の成分できれいになる

アイライナーは２色使いの時代に

製品名：モイスチュアフェイスマスク
出展社名：（株）

製品名：miru miruダブルリキッドアイライナー

エイアンドピープル

出展社名：KAEI

【特徴】

（株）

【特徴】

ノーベル賞受賞成分「フラーレン」配合。
フラーレンとヒアルロン酸のほかに、水溶
性コラーゲン、加水分解シルク、ハチミツ
などの潤い成分を配合した美容液成分
が1包に約1本分。

いつもと違う目ヂカラであなたは変わる！
１本で黒+カラーの２色で新鮮なアイメイ
ク。なめらかな描き心地で思い通りのライン
に。発色キープで重ねづけもOK！

自信をもって ＃すっぴん

ハート型がかわいいカプセル型のリップケア

製品名：グランモアアイラッシュトリートメント
出展社名：富士産業

イーグルエナジー・ジャパン

製品名：KOCOSTARプランプリップ・カプセルマスク
出展社名：FIRSTMARKET CO., LTD.

（株）

【特徴】

【特徴】

瞳に目力をプラス！まつ毛育毛美容液。
弊社独自原料「桑白皮エキス」を配合
したまつ毛育毛美容液。
モニター試験を実施し、4週間後には全
員に効果がありました。

カプセルの中のエッセンスを唇に塗ると、ボ
ルピリン成分によって、唇に弾力を与えると
ともに、自然由来のオイル による保湿効果、
リップグロス効果、そしてアデノシン成分によ
るしわ改善の効果もある全く新しい概念の
カプセル型のリッププランパー
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子供とのお出かけに一緒に連れて行きたくなる

栄養豊富で食卓も彩れる

＃キッチングラム

製品名：Coroku 北海道BABY乳液とUVミルク

製品名：クロレラうどん
出展社名：（株） サン・クロレラ

【特徴】

【特徴】

出展社名：（株）

小六

馬油と北海道産原料を配合したUVミル
クと乳液。可愛い携帯ボトル。
子供用馬油コスメ。

桃尻目指す女子必見

クロレラを練りこんだ栄養豊富で美味しい
緑色のうどん。乾麺100ｇあたりにクロレラ
3,700mg配合で、クロレラの栄養素を
しっかり摂れる上、美味しいうどんです。

ほしいところとに丸みをつける

ユニークな薔薇のデザインマスクシート

製品名：セインムー・ボーテロンド
出展社名： （株） セインムー

製品名：スティックマスシート「ローズ」

【特徴】

【特徴】

出展社名：雪梅

新発想『部分太り』のための美容液。バス
ト・ヒップ・お顔・首のシワ・手の甲、塗ったと
ころにだけ脂肪を付けられる、女性に新し
い選択肢を与える新次元の化粧品。

ローズエキスが含まれています。 ローズはビタ
ミンA、C、K、E、Pが豊富で、皮膚の再生
や保湿に優れており、他の花よりも2倍の肌
老化を防ぐ効果があります。

おいしそうなチョコレート？と思いきや石鹸！

定番になるかも！？浴びるビタミンＣ

製品名：チョコレート石鹸シリーズ
出展社名：丸菱石鹸

製品名：アロマシャワーフィルター

（株）

出展社名：SHINWOO KOREA

【特徴】

CO., LTD.

【特徴】

カカオバターやバニラの精油などから作った
無添加石鹸。甘い香りでしっとりと洗い上
がります。４種類すべてが異なる配合で、
オレンジチョコやローズウッドなど様々な香り
で小さな子供にも人気です。ギフトにお薦
め。

ビタミンCをつけたシャワーを浴びて.
残留塩素の除去、保湿効果、アロマセラ
ピーの効果をお風呂で。

パッケージからアガル！機能性も高いアイシャドウ

ぱっと見サラダ？

製品名：SPEIO Dream

In Ocean
Eye Shadow Palette
出展社名：HI-MADE INTERNATIONAL
TRADE CO., LTD.

実は栄養満点のマスク
製品名：SUPERFOOD

PACKAGE A
出展社名：SW CO.

SALAD FOR SKIN

【特徴】

【特徴】

スーパーフードのサラダは栄養素とビタミンを
供給し、あなたの肌に活力を与え、豊か
に！

素晴らしい色づきで長持ち、タルクフリーの
6色オレンジトーンカラーのアイシャドーパ
レット。

見た目のインパクトは絶大

（株）

だが髪には優しい

製品名：Softhood,

Love your hair
-special edition, by HairFlair
出展社名：HAIR FLAIR

まつ毛も映えれる！カラーアイラッシュ
製品名：Korea

Fiber Eyelash Extension
100% hand-made
出展社名：QINGDAO JAUNTY SKY
ARTS AND CRAFTS CO., LTD.

【特徴】

革新的な低温ヘアドライヤーアタッチメント。
ノズルが5.5㎝までのヘ アドライヤーに対応。
内側に120個の空気穴があり、温風が効
率的にいきわたります。

【特徴】

100%韓国製のファイバーで作られており、
非常にソフトで軽量。ユニークなプロ向けま
つげエクステンション。

思わず手にとりたくなる 透明な石鹸

使うたびにラグジュアリーな気分になれそう

製品名：アミナウ

露石けん
出展社名：SOKY C&T CO., LTD.

製品名：Rose

Soap

出展社名：BULGARIAN

【特徴】

【特徴】

アミノ酸で作られた「露」のように透明な石
けん。露石けんは肌のうるおい成分と同じ
アミノ酸で作られた洗顔用石鹸です。

ORGANIROSE LTD.

ブルガリアの天然製品です。
さまざまな効力であなたの肌に必要な最高
のケアを提供するナチュラルオーガニック製品
ライン。
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新しい健康管理!?血流の流れに注目

おしゃれ女子はトイレタリーにもこだわる
製品名：Unicorn

Toilet paper
CART SRL

製品名：血流スコープMSBTSARA

出展社名：WORLD

出展社名：スリーアールソリューション

【特徴】

【特徴】

かわいらしいトイレタリー製品とナチュラル
コスメ。イタリア製の愛らしい製品。

肉眼では見えない血流、血管の流れを観
察できるスコープ。

スキンケア時間を金をまとう贅沢な時間に
製品名：美容金箔マスク
出展社名：箔座

（株）

サラミール
（株）

友達と差をつけたいならこれ

ビビットなライナー

製品名： ELECTROPAINT LIQUID EYESHADOW
出展社名：RED OF VIEW SRL

プラチナ金箔・コラーゲン仕立て

【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。

イタリアから個性的な色のアイライナーが上
陸。見た目にメタリックなタッチ。キ ラキラ仕
上げ、プリズムカラー、速乾性、防水、ビー
ガン。

自分らしい、オリジナル色を見つけたい！

ドレッサーにそのまま置いてもかわいいかも!?

製品名：ネイルポリッシュのトーニングマシン

製品名：Makeup

出展社名：TWI

INTERNATIONAL
TAIWAN INC.

puffs
SHUERMEI
COSMETICS. CO., LTD.

出展社名：JIANGXI
【特徴】

【特徴】

Makeup puffs

100000 通り以上の組み合わせができま
す。約400色のカタログもあります

※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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■■

