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忙しい現代人のキレイはお家で作られる
寝活、時短美容、ホームエステ 特集
「寝活」という言葉をご存じですか？寝ている時間を美容や健康のために活用するという意味で女性から注目を集めています。
現代の女性は日々、時間に追われ健康・美容にかける時間が少ないと感じているからだといえます。
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
～」「第2回 国際 健康食品・美容食品ＥＸＰＯ」（主催：リード エグジビション ジャパン株式会社）には、最新コスメから
美容・健康食品23,000点が並びます。その中には忙しい現代女性の美容に関する悩みを解決する「寝活コスメ」や、短い時
間でスキンケアやメイクが楽しめる「時短美容」、エステにいけない代わりに自宅でエステ並みの美容を叶える「ホームエステ」関
連アイテムも。お家のリラックスタイムが美容タイムになる注目のアイテムばかりです。ぜひ取材にお越しください。

出展製品 紹介（一部抜粋）

寝ている時間は貴重な美容時間！the寝活！
寝ている間にホワイトニング＆保湿で美肌へ

寝ている間に集中保湿
製品名：蜂の彩ジェル
出展社名：（株） 蜂の宝本舗

製品名：モイスチュアナイトジェル
出展社名： （株） エイアンドピープル

【特徴】

【特徴】

プロポリス、ローヤルゼリー等の蜂由来保
湿成分が外的刺激を遮断。オウゴンエ
キスが活性酸素を抑制し、シミ、しわを
防ぎます。ヒアルロン酸がミクロの膜で潤
いを与えます。

濃厚でありながら軽いタッチのナイトジェル。
ビタミンC誘導体「ビタミンCエチル」を贅沢
に配合、寝ている間に美肌へと導きます。
翌朝頬に触れたときの満たされる心地よさ。
使うたびに実感できます。

寝ながら使えるクリーム
製品名：シェリルパールブランクリーム
出展社名： （株） 自然堂ジャパンビューティー研究所

寝ている間に潤いと抗シワ対策
製品名：ＵＳ特許取得ピュアレチノールカプセル
美容液SPBのみ受託可能
出展社名：（株） 美源堂

【特徴】

【特徴】

うっとりするほど極上な潤いと、一瞬で輝く
肌を実現するトーンアップクリーム。
寝ながら使えて、スキンケアもしてくれる24
時間OKなオールインワン。ツヤ感のある
しっとりした肌を24時間守り続けます。

貼って寝るだけ！翌朝眉間シワスッキリ！

使うたびに新鮮な植物性ダブルカプセル製
法。成分を保護するカプセルと長時間、成
分を届けるカプセルの2つのカプセルによってミ
クロの状態になった超微粒子カプセルだから
シワのミゾに入り込み美肌成分が届きます。

塗るだけで睡眠中のお肌を守るナイトパック

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

製品名：一晩貼る眉間パック
出展社名： Full Easter （株）

【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。

医療用シートで作られたオイルシートです。
眉間のシワは老けて見えるだけでなく不機
嫌に見えます。寝る前に眉間に貼り翌朝
はがすだけ。シートがシワの奥まで広げてク
セづけしながら美容成分が一晩中働きか
けます。
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就寝前の１ポーション。美容ジェルを纏った肌で朝
を迎える新習慣

良質な睡眠をサポートすることで若々しい肌へ
製品名：オクラ種子エキス末
出展社名：ビーエイチエヌ （株）

製品名：【新製品】AG theory ジェル マスク
出展社名： （株） アクシージア

【特徴】

しわ、たるみ、ほうれい線などの加齢によ
るお悩みに。国産のオクラ種子から抽出
したエキスに美容と睡眠改善効果を確
認しました。加齢に伴い分解される弾性
繊維を守り、良質な睡眠をサポートする
ことで若々しい肌へ導きます。

【特徴】

睡眠。一日の疲れを癒すだけでなく、成
長ホルモンが分泌され細胞の成長と修復
に働きかける大切な時間。翌朝まで潤い
を保ちながら、エイジングケア成分のヴェー
ルでお肌を包み込みます。

忙しいズボラ女子必見！時短美容
アンチエイジング機能性時短オーガニックブースター 忙しい朝にこれ1枚
製品名：日本製COSMOSオーガニック認証
Biorブースターローション
出展社名：（株） グレイスプラス

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）
【特徴】

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。

【特徴】

植物性のスクワラン、ペプチド、ヒアルロン
酸で構成されたアンチエイジング機能を持
つCOSMOSオーガニック認証ブースター
ローション。化粧水と導入液の2つの機能
を持ちます。

1枚で5役を果たすオールインワンシートマスク

自然派素材の忙しい日々を送る女性へ

製品名：6種類ヒアルロン酸オールインワンマスク
集中保湿ケア
出展社名：日本森田薬粧 （株）

製品名：POLISH LOOP パッションフルーツ味
出展社名：（株） ラ・ジェム
【特徴】

現在のナチュラル素材マンナンを使用した
“JELLY DRINK”カット系 ダイエット補助
腸活 排出力アップ 便秘改善 アンチエ
イジング コバラサポート リセットケアが、1
本ですべてが解決!

【特徴】

肌にツヤと潤いを与えるスクワラン、シロキ
クラゲ子実体エキスをはじめ6種類のヒアル
ロン酸、スクワラン、PCA－NAを配合した
美容液を1枚あたり32ml含んでいます。

忙しいあなたに 手軽なオールインワン

トリートメント要らずのオーガニックシャンプー

製品名：タネビ 01Astaxanthin x Yuzu-citron
スキンケア美容液シート
出展社名：（株） 美と健康・開発研究所

製品名：プレナス オールインワン シャンプー
出展社名：（株） パシフィックプロダクツ
【特徴】

洗浄・補修・保護・保湿・地肌ケア。5つ
の機能を1つに凝縮！
16種類のオーガニック成分と心地よいフ
ローラルハーブの香りで髪と地肌をきれい
に洗い流します。

【特徴】

出張先に、旅行先に、スポーツに、いつ
でも手軽に使える美容液シート！「アス
タキサンチン」のスローエイジング力と肌の
働きを整える力が「宮ゆず・ゆずきち」の
上品で爽やかな香りでupされます。

１本でメイク落としと洗顔 オールインワン洗顔料

BBとCCクリームの良いとこどりオールインワンファンデ

製品名：アマランス マイルド クレンジングジェル
出展社名：（株） ドクターソワ

製品名：BB+CCクリーム
出展社名：（株） セレブ

【特徴】

【特徴】

肌へのやさしさにこだわった弱酸性のＷ
洗顔料。広尾プライム皮膚科でも、実
際に治療前に使用しており、肌に必要
な油分・水分は維持するのでしっとりした
洗い上がりです。

BBクリームとCCクリームが2つで1つに。
UVカットもしっかりできてウォータープルー
フ。自然な透明感を演出します。美容
液も配合で乾燥にも強く、1年中使用
可能な機能性ファンデーションです。

ぺりっとはがせるオールインワンジェルネイル

洗顔後これだけでお手入れ オールインワンバーム
製品名：キンバリーパリーオーガニックス フェイシャルバーム
出展社名：（株） オズ・インターナショナル

製品名：HOMEI ウィークリージェル
出展社名：（株） 北尾化粧品部

【特徴】

【特徴】

USDA認証の工場で作られたオーガニックバー
ムココナッツオイルを配合。固めのバームが手の
ひらに広げると体温でとろけて、まるでオイルの
ようにしっとりお肌に馴染みます。
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NOリムーバー・NOサンディング・NO未
硬化ジェル
1STEPでジェルネイルが楽しめます。

オールインワンマッサージ装置

1本6役の美容液ジェル
製品名：Napurosy オールインワンジェル
出展社名：Napurosy

製品名：革新的な家庭用美容マッサージ機「MINI PIN」
出展社名： WOORHI MECHATRONICS CO., LTD.
【特徴】

【特徴】

HomeAestheticのためのオールインワン
タイプの「Auto + Massager +
Cosmetic」として、皮膚に直接溶液を塗
布することなく化粧品の吸収を最大化しま
す。

お手入れはたった一つでOK!!

15種類の濃厚な美肌成分配合。簡単、
便利、しっかりスキンケア

うるおいに満ちた毎日のためにオールインワン ケア
製品名：HANAYUKI ESSENCE MASK EX
出展社名：（株） SIRENA

製品名：ホワイトバーチオールインワンゲル
出展社名：（株） アメニティコーポレーション

【特徴】

【特徴】

ワンランク上の美しさ！
ヒト幹細胞培養液、リンゴ果実培養細
胞エキス、ホホバ種子油・アスコルビン
酸・チューべロース多糖体などの話題の
美容成分をたっぷり配合。

シラカバ樹液を含む２０種の植物エキ
ス、アルガンオイル、３種の植物幹細胞
エキス、ホワイトケア天然成分など贅沢
に配合。

エステに行けなくても安心 お家でエステ級ケア
バスタイムがエステに変わる

もちもち白い肌が咲く、美白マスク誕生！
製品名：咲白SAQHA 美白マスク
出展社名：（株） ナトゥーラ

製品名：琉球シルエットソルトソープ
出展社名：アットモア （株）

【特徴】

【特徴】

結果にこだわる美容プロエステサロンの
経験を1枚のマスクに閉じ込めました。防
腐剤・香料など5つのフリーで安心・安全
はもちろん極上のやさしさで包み込み触
りたくなる透明肌へ

これ一つで自宅のバスタイムを、エステの
「角質ケア」「引き締め」「保湿」ケアタイ
ムに変えてくれます。
優しい月桃の香り。

エステティックサロンから生まれた美白ドリンク

エステに行けない日はこれで贅沢スキンケア
製品名：セレブリティーマスク
出展社名：（株） Dr.シーバ

製品名：白桜HAQRA
出展社名：（株） ナトゥーラ

【特徴】

【特徴】

エラスチン、コラーゲンに加えて、良質な
馬プラセンタも高配合。

美に厳しいエステサロンの経験をもとに内
面からの美に徹底的にこだわって作りま
した。防腐剤、甘味料など6つのフリーで
安心安全はもちろん、酸化・糖化に着
目したインナーケアで内側から透明感を
サポート。

※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！
■■ 取材事前登録はＷＥＢから ＞＞＞ 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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