エンチーム（株）

アウラインターナショナル（株）
● こだわり成分配合の「AQUAGEスキ
ンケアシリーズ」

<見どころ> 世界初！ヒト脂肪幹細胞培養
×天然鉱石マイナスイオン配合。高品
質なスキンケア

（株）葵薬品／滋賀薬品(株)
● 水溶性珪素umo濃縮溶液

純珪洗顔石鹸
● ルルドのしずく
● リピエーノ
● 水溶性珪素原料供給
<見どころ> 水溶性珪素umo濃縮溶液、
シリカ配合商品をお試し下さい。
●

（株）アレン
●

（株）キノン

ベストアイテムを３年連続受賞・殿堂入

活きた酵素！消化に特化した酵素です。
ダイエットは我慢しない時代に！痩せる
体を作る
● 生搾り青汁
！北海道産大麦若葉と生きて
腸まで届く「乳酸菌」シェーカー不要
<見どころ> 全ての商品は、エビデンス
に裏付けされています。安心で安全な
サプリメント！
●

Ravissa

●

●

ヒト幹細胞培養液をフリーズドライ化
した100％粉末配合「RCH SCピュア
シリーズ」
● ヒト幹細胞培養液＋EGF＋FGF
「SCP- １」、ヒト幹細胞培養液＋
フラーレン「SCP-2」導入剤
● ヒト幹細胞培養液配合のまつげ美容液
「シェルマ アイラッシュファクト」
● LR末Ⅲ(ミミズ乾燥粉末）
配合健康
補助食品「ルンブルルベルス
プレミアム」
● 乳酸菌生産物質PS-B1配合、
トリプル
シンバイオティクス「リフォーレプレミ
アムPS」
<見どころ> 幹細胞コスメで外面の美
を、 LR末、乳酸菌生産物質で内面の
美と健康をお届けします
●

髪に良い事だけを考えてヘアスタイ
リストが作ったサロン専売ヘアコスメ

Kimeha
99.9995%の業界一高純度水素吸引

ができる水素発生器や水素サーバー
● プラズマオゾンの力で除菌
・脱臭！人と
環境にやさしいオゾン発生器O3プレミ
アム
<見どころ> エステセレクションなどの
アワードを総なめのスキンケアシリーズ

（株）給食企画体
●

Ravissa

ぷくぷくぞうさん ベビー用スキン
ケア

<見どころ> 保育園の安全安心から育っ

ヴェラス（株）
● ONSENSOU温泉藻頭皮ケアー

たベビー用スキンケア ぷくぷくぞう
さん

シリーズ 世界初の温泉エキス頭皮
ケア商品
<見どころ> 抗炎症と抗老化効果を含め
る「温泉藻と温泉酵母」を贅沢に配合
したヘアケアシリーズ

（株）コレイン

毛根細胞順化培養液
<見どころ> 毛根細胞順化培養液！毛根
に特化した特許取得済み原料！
●

（株）三和通商

（株）栄進製薬

消水丸 栄進製薬の消水丸は夜など
毎日１回飲むことをお勧めする
ペースト。
● Diet Maru ＫＯＴＯ麺 Dietmaru
シリーズ、ダイエットサポートのこんにゃ
く麺
● 脂パクパク
● 脂っこい食事が大好きなあなたにピッ
タリのダイエットゼリーです
● スラリッ
ト あなたの食生活やダイエッ
トを応援
<見どころ> 自然派 漢方の使命
●

お米と酒粕しっとり フェイスパック
三和本舗 SANWA HONPO
● 昆布と馬油で髪にやさしいヘアカラー
トリートメント 三和本舗 SANWA
●

HONPO

●

よかばい馬油

三和本舗 SANWA

ハトムギ馬油

三和本舗 SANWA

HONPO
●

HONPO

杏とざくろ ピーリングジェル 三和
本舗 SANWA HONPO
<見どころ> ＣＦＤＡ認可済みの商品有り
ますのですぐに輸出可能です。

●

（株）ETERNAL BEAUTY
● 幹細胞コスメ
ショーエイコーポレーション
「HITOTOYURAI+30」 （株）
シリーズ
● Tパウチ
<見どころ> 日本初。 NMPA通過
● 変形パウチ
「幹細胞培養液化粧品」
<見どころ> 食べる形態＆魅せる形態
（株）越後薬草
（株）新興商事
エビデンス豊富な「野草酵素萬葉」
シリーズ
<見どころ> 野草をふんだんに使用した
植物発酵エキスを使用したOEM・PB
商品化をご提案します。
●

幹細胞・フラーレン主体 肌の修復力
に徹底的にアプローチするクリームタ
イプ美容液
<見どころ> 日本にこだわった最高のク
オリティで、新しい価値を世界に向け
て問います
●

（株）エリスティック

アーユルヴェーダ香草
サイズダウンローション「SVERT
HARBES ２０M」
● アーユルヴェーダ香草
糖質脂質カット
サプリメント「SVERT HARBES ７」
● アーユルヴェーダ香草
脂肪燃焼
サプリメント「SVERT HARBES
BURNING」
● 発酵麹
すっきりサプリメント
「SVERT HARBES DERU １」
● ニオイ対策サプリメント
「森の空気
DEO」
<見どころ> インド伝承医学のアーユル
ヴェーダ香草で、楽してダイエット＆
サイズダウンを実現！
●

▼ 来場者登録欄

東栄新薬（株）
● リピート率91％
！特許成分配合・女性用
育毛サプリメント「美ルート」

<見どころ> ヒト臨床試験で抜け毛・白

髪の減少を確認「キング・アガリクス」
配合／ 80個〜ＯＥＭ可

（株）
ドクターセレクト

高濃度プラセンタエキスを高配合
「エクセリティー」プラセンタシリーズ
<見どころ> メディカルの現場から生ま
れたプロユースの美容商材をお探しい
ただけます。
●

とはの由

（株）ナトゥーラ

業界が注目！エステサロンが開発した
目元専用美眼器 『 .eドットイー』
● 結果写真多数
！
！!ヒト幹細胞培養美容液
●

（株）プリモリスインターナショナル
（韓国）
● GD11ヒト臍帯血培養液化粧品

CELLSERUM

ヒト幹細胞に着目。人気のSAQHA
スキンケアシリーズ
● SAQHAシリーズから待望のバストケア
アイテム誕生！ヒト幹細胞培養液配合

Volumy Serum

●

（株）北海道カワゾエカンパニー
● Hokkaido Cosme
● IQSイクス 北海道産
米セラミド配合

高保湿 竹炭フェイスマスク
● IQSイクス
北海道産 ボタニカルプ
ラセンタ配合 高保湿 竹炭フェイス
マスク
● IQSイクス
エッセンス 北海道の
水で作る独自成分配合美容液
● IQSイクス
がごめこんぶ美容液
北海道産がごめこんぶエキス配合美
容液
<見どころ> 北海道旭川市に工場がある
コスメ会社 多く出回っていない商品
を御覧ください

バイオプロポーザー（株）

新型ハイブリッドオイル 人気のハイ
ブリッドオイルに抗酸化成分を含有し
た新商品
● バイオ恒久抗菌マスクシート バイオ
シートを使用したフェイスマスクシート！
● 生命工学で、
基底層に着目した 日本
発ブランド B.Ｐ.Ｃ ターンオーバーの
再構築
● 新商品マスクパックシート 羊水幹細胞
培養液、抗酸化成分、ソフトコーラル
の含有！
● スピキュール
羊水幹細胞培養、スピ
キュール含有のお肌の生まれ変わりに
着目の商品
<見どころ> 生命工学を基盤とした、商
品作り
●

（株）メディオン・リサーチ・ラボラト
リーズ
● メディプローラー CO2ジェルマスク

炭酸パックのパイオニアが手がける
最高峰
● メディプローラー CO2シートマスク
フレッシュな炭酸が密着！新感覚シート
マスク
● メディプローラーラディアンスリフト
シリーズ ハリツヤ満ちる複数ペプチド
スキンケア
● メディプローラークレンジングバーム
クレンジングトリートメントが叶う高保
湿バーム
●ドクターメディオンスパオキシデュアル
ジェル ワンプッシュスプレー式炭酸
パック
<見どころ> 炭酸美容を世に提唱して
から20年。確かな皮膚学に基づくドク
ターズコスメを紹介。

（株）箔一
● KINKA
JAPANシリーズ 日本初

の金美容 すべてのスキンケアシリー
ズに
『金箔配合』
● 箔一の徹底した管理の元で作り出さ
れた安全で高品質の『化粧品用金箔
原料』
シリーズ
● エステサロン
・ホームエステでも簡単
にできる箔一の『エステ用金箔』
● 箔一のOEMサービス事業
<見どころ>
こそできる贅沢な金箔コスメや安心の
医薬部外品金箔原料

（株）
ビエスト化粧品

ヒト幹細胞コスメペルフェクション、成
長因子、ウマプラセンタ、マリンコラー
ゲン配合
●「Ptシリーズ」
白金ナノコロイドの優れ
た抗酸化作用でアンチエイジング
●「apシリーズ」
古代から受け継ぐ「発
酵美容」、未来へ継承する炭酸美容
● プラチナ水素ジェルパック"fumie"
水素と白金ナノコロイドの相乗効果で
抗酸化
<見どころ> 日本国内、海外のディー
ラーも注目のビエストブランドに新た
なシリーズが誕生しました
●

（株）フォレストシンフォニー

泡エステで即効美白「ホワイトフラッ
フィ」
● 15年以上のロングセラーピグメンテー
ションデトックス
● 7つの機能がこれ1台
！スリムリフト
プロ
<見どころ> 単価ＵＰや新規集客に◎確
かな実績で15年以上愛され続けてい
る多機能製品
●

2.あなたの職種は？

□ A. 化粧品バイヤー
□ D.研究・開発・製造

3.あなたの役職は？

見本

□ B .商品企画
□ E .その他
（

□ C.販売促進・マーケティング・営業

□ A.社長・役員クラス

□ B.部長・次長クラス

□ C.課長クラス

＜第1回 化粧品開発展【大阪】

COSME Tech 2020 OSAKA＞

ウモプラス 世界で注目されている
水溶性珪素。化粧品・健康食品等に配
合可能。
● シリカセラム100
肌に対する優秀な
データが揃った珪素を原液美容液とし
て配合。
● CBDシリカ
「ENDO PLUS」 今話
題のCBDを珪素に配合した業界初の
CBDオイル。
● プロテオクリスタル美容液
珪素+注
目の美容成分であらゆる肌悩みにアプ
ローチ
● プロテオクリスタルソープ
洗浄力と
やさしさを両立。界面活性剤不使用の
珪素配合石鹸
<見どころ> 美容、健康ともに注目度が
高まっている水溶性珪素関連商品を
展示しています。

（株）アンズコーポレーション
ご要望に合わせたオリジナル化粧品
の企画・立案・開発・生産までの受託業
務。
● 効果と安全性バランスの最適化技術
に専念した化粧品づくり。
● 20年以上の
『敏感肌やアトピー肌』向
けスキンケア開発ノウハウ。
●

We eagerly await for
your inquiries for ODM
manufacturing!
<見どころ> 私達の技術を生かした
ODM製造のご用命をお待ちしており

●

U STYLE（株）

Reseticaシリーズ ツボクサエキスと
植物幹細胞エキス配合の日本産シカ
ケアコスメ
● Miimeowシリーズ 海外でも大人気!
高品質スキンケアコスメシリーズ
<見どころ> ツボクサと植物幹細胞の力
で肌自活力を高める注目の日本産シカ
ケアコスメ
●

吉岡製薬（株）
不織布マスク
医療用マスク
● 梱包資材
● 納豆サプリメント
<見どころ> 医療現場で使用、技術を
応用、安全安心な商品
●
●

アンチエイジング（株）
● ヒト幹細胞順化培養液
『 RemyStem 』
● ヒト幹細胞順化培養液30%のリポ
ソーム原料『 RS Liposome 3.0 』
● ヒト幹細胞順化培養液10%のリポ
ソーム原料『 RS Liposome 1.0 』
● ヒト幹細胞順化培養液30%のリポ

MINIMIS BY CABANEE
ORGANICS 2層のフェイシャル・オイ
ル/トナー。カナダ製。
● Facial cleanser made with
natural and organic ingredients.
Made in Canada
● Facial toner made with natural
and organic ingredients. Made
in Canada
● Face and eye cream made with
natural and organic ingredients.
Made in Canada
<見どころ> Natural and organic
skincare line by MINIMIS BY
CABANEE ORGANICS. Made in
Canada

（株）ヴィジーン
● Viコスメティクス…自然治癒力に着目

した基礎化粧品です。
● ヴィアノード…ホーム用美容機器。
フェ
イスやスカルプに使用可能。
● ワンドロップジェルパック…混ぜなくて
いい高濃度１剤式炭酸パック。
● ナイ
トピュアエッセンス…朝、起きて差
がつく、弾むようなハリ蜜肌美容液。
● ヴィアノード専用ジェル…スカルプ用
並びにフェイス用ジェル。
<見どころ> フェイス＆スカルプ ホー
ム用美容機器及び専用美容セラムを
取り扱う会社です

[Hand Craft by Herbalist's] Herb
Shampoo
[Hand Craft by Herbalist's]
Lavender Body Wash
● [Hand Craft by Herbalist's]
Vegetable Body Wash
● [Hand Craft by Herbalist's]
Blueberry Facial Cleanser
● [Gounjae] Organic Handmade
Soap
<見どころ> Every cleansing
products are formulated with
organic fresh herbs and oils.
●

●

本展に関するお問合せ

□ F.輸入商社・輸入代理店
□ L.容器・パッケージメーカー

）

）

□ E.社員・職員クラス

4.次回（2021年）の出展について □ A.出展したいので、連絡がほしい。 □ B.出展を検討したいので、詳しい資料がほしい。
※会場内でのカメラ・ビデオなどによる撮影は固くお断りいたします。 ※一度登録されますと、会期中3日間有効ですので、入場者バッジの提示で何度でも展示会場にご入場いただけます。

ソームとエクソソームのハイブリッド原
料『 RemyEV 』
純粋なビタミンCのリポソーム原料
『 RemyLipo-C 』
見どころ
<
> 安心安全で機能性データ
豊富なヒト幹細胞培養液なら当社にお
任せください
●

GOUNJAE CO.（韓国）

主催者

リード エグジビション ジャパン（株）
国際

CT-JR

梅田真空包装（株）

化粧品展 大阪 事務局

〒163-0570
東京都新宿区西新宿1-26-2
新宿野村ビル18階
T E L 03-6630-8094 F A X 03-6630-8095
E-mail cosmet-rp@reedexpo.co.jp

セミナーに関するお問合せ
T E L 03-5259-9056 F A X 03-3295-7007
10：00〜18：00（土・日・祝休み）
E-mail cosme-osaka-con@reedexpo.co.jp

（株）柴田合成

（株）テイクジーン

● 化粧品オリジナル容器を多数出展
●
環境に配慮したエコ素材の真空成型品
（生分解性プラスチック容器等）
なりたい肌になれる化粧品OEMの
<見どころ> 自動車業界で培った技術力
● ブリスターパック
を駆使し容器製造全工程を社内生産
ご提案
『容器革命』
を実現！
！
● クラムシェルパック
<見どころ> 肌のことを本気で考えた
● スライ
化粧品をつくりたい方は当社へ！海外
ドブリスター
（株）ジャパンギャルズSC
のお客様も歓迎！
● 輸送用トレイ
● お任せください
！まだ間に合う2020年
<見どころ> 環境に配慮した素材・
コスメ新商品づくりをお手伝い
東洋サイエンス（株）
パッケージをカタチにするには当社へ！
● フェイスマスクOEM
● レフォルシル-アイオン: アップサイクル
多数実績あり！
● 美容雑貨OEM
スキンビューティー原料
見どころ
スピー
ド感とノウハウで新
● NATCO: サステナブル/オーガニック
<
>
SRパッケージング（台湾）
商品づくりを全力でお手伝い。フェイス
(COMOS)認証を備えたフランス産
● 耐久性のある、
衛生的で便利なパッ
マスク・スキンケア
香料
ケージ：スプレー、ディスペンサーポンプ、
● メイク原料: 見る角度で色相が異なっ
ボトル。
（株）粧薬研究所
● PET 容器
：クリームジャー、 PET
て見えるカラートラベル原料
信越化学工業（株）
キルナージャー、ガラス質感PET肉厚
● サリコス: 紫外線対策+防腐効果の
●
(HPMC、メチルセルロー
ジャー。
天然オーガニック認証オイル原料
ス) 植物由来の原料で、用途は多岐
● チューブのさらなる進化
：POLYLAMI、
● クレイ原料: フランス産オーガニック
に渡ります。
ABLチューブ、高バリア性プラスチック
(COSMOS)認証原料
● LODICEL (低置換度HPC)
吸水
チューブ。
<見どころ> 有効性データが豊富な機能
膨潤性があり、主に錠剤の崩壊剤とし
● エコエアレスボトル
：プラスチックを
性原料からカラーコスメ・香料・クレイ
て用いられます。
70％削減、生態系を守る、カスタマイ
原料まで幅広く提案
● LODICEL
ズができる。
LODICEL
東和化粧品（株）
● 再生プラスチックチューブ、
ボトル、
チキソ性を持つ水分散ゲルです。
ポンプ、キャップ、ジャー、 PCRエアレス
日精エー・エス・ビー機械（株）
<見どころ> 増粘だけじゃない！泡質改善
ボトル。
● 化粧品ボトルを中心とした延伸ブロー
や感触調整、高いアルコール親和性な
<見どころ> レフィール式エコエアレス
成形品
どの応用例を紹介。
ボトル、再生プラスチックパッケージン
<見どころ> 二層ボトルや底厚肉ボトル
グ。
（株）住化分析センター
等、多品種のボトルが成形できる機械・
●【化粧品の成分分析】 質量分析を
金型をご提案致します
（株）クイックレスポンス
用い、網羅的かつ定量的に分析します。
● エアゾールのスプレーや泡フォームで
日本ゼトック
（株）
●【におい
・香り評価】 デオドランド効果
画期的なスキンケアアイテムのご提案
● お客様のこだわりに応えるバリエー
や複雑な香り成分を評価します。
● SPF ／ PA取得済、
安定性試験も
●【消防法危険物判定試験】 保管や輸
ション豊かな歯磨き剤
終了の実績処方
送管理のために危険物かどうかを判定
<見どころ> オンリーワンなオーラルケア・
● ノンケミカル、
ノンシリコン、ノンアル
します。
化粧品製造なら日本ゼトックへ
コールなどお肌に優しい処方
●【ヘアケア製品評価】 毛髪のダメー
（一社）日本化粧品検定協会
<見どころ> 今すぐ商品化したいメー
カー様のニーズに応えます。
● 日本化粧品検定1級
します。
● 日本化粧品検定2級
●【感性評価】 製品やサービスに対す
KHネオケム（株）
● 日本化粧品検定
る人の気持ちや感じ方を数値化・可視
公式テキスト
● 1,3-ブチレングリコール-P
低刺激、
化します。
● 日本化粧品検定
公式問題集
低臭気の保湿剤原料
<見どころ> 幅広い分析技術を活かし、
見どころ
日本化粧品検定は、
化粧品・
<
>
<見どころ> 高品質の1,3-ブチレングリ
化粧品づくりをご支援する評価事例を
美容に関する知識の向上と普及を
コールを紹介します！
多数紹介いたします。
目指した検定です。
●

ケミコスクリエイションズ（株）
●

リキッドアイライナー

<見どころ> ペン型リキッドアイライ

ナーのパイオニアとして、常に開発の
先頭を走ってきました。

ます！

●

コンパクトマッサージャー「エスコート・H」
<見どころ> コンパクト設計で全身のケ
アが出来るフットケア機器が体感出来
ます

□ D. 係長・主任クラス

（タイ）
● Ryuk & Meringue
<見どころ> Exclusive hair care
product

CABAN CONCEPTS LTD.（香港）

●

□ E .サロン･スパ･ホテル
□ K.原料・添加剤メーカー

WTK COSMETICS CO., LTD.

●

同時開催展にもご入場いただけます。
（ご来場前にあらかじめご記入のうえ、名刺 2 枚を添えて展示会受付にお持ちください。）

□ B.雑貨・セレクトショップ・アパレル □ C.通信販売
□ D.ドラッグストア･薬店
□ H.化粧品メーカー
□ I. 健康食品メーカー □ J. 化粧品OEMメーカー

り歯磨き

▼

□ A.百貨店・量販店
□ G.卸・流通
□ M.その他
（

（ニュージーランド）
● ukiwi プロポリス歯磨き粉
● ukiwi ミントうがい薬
● ukiwi レモンブレススプレー
● ukiwi 歯ブラシ
● ukiwi マカロン歯磨き粉
<見どころ> ニュージーランドの天然練

（株）
リンクス

来場された方には、今後、DMや電子メールなどにより、弊社の展示会・セミナー、関連サービスの案内をさせていただきます。また、報告書などに本展の来場者として氏名を伏せた上で社名、所属、役職を掲載する
ことがあります。掲載を希望されない場合は次の□にチェックを入れてください。□ ● 展示会来場者数の認証のため、来場確認のお電話をさせていただく場合があります。 ● 感染者発生時には、最低限必要となる
個人情報を政府機関・自治体の要請により開示することがあります。● 弊社は個人情報について細心の注意を払っています。弊社の方針はホームページ（https://www.reedexpo.co.jp）をご覧ください。

1.あなたの会社
（または団体）
の業種は？

NZ SKINCARE CO., LTD.

先進の海洋性美容成分ビジュードゥ
メール「Rパック」満たされる潤い、
ハリ肌へ導く
● 先進の海洋性美容成分フィルボーテ
「Rクリームパック」澄み切った透明
美肌へ
● ベタつかず、
みずみずしいオイルで満
たされる潤い 「DDSリッチネスカプ
セル」
● ハリ、
キメ、うるおい、艶やかな素肌へ
「ビジュードゥメール Rローション」
● 先進ハリ成分と贅沢なうるおい成分配合
「ビジュードゥメール Rクリーム」
<見どころ> 先進の海洋性美容成分を
高濃度に配合 大人気商品「Rパック」
2分で1個売れています

●

■ アンケートにお答えください。

クブラシセット
[FLALIA] アダムポータブルメイク
ブラシセット
● [FLALIA] シリアルメイクブラシ5本
セット(A)
<見どころ> コスパ最強の高品質メイク
ブラシ
●

●

（株）メルシー

ゲル。塗ると美容水があふれるテクス
チャーも楽しい。
<見どころ> 美容皮膚科医の開発した
オールインワンゲルSABORUを実際
にご体験いただけます。

[FLALIA] クラシックメイクブラシ
モダン5本セット
● [FLALIA] クラシックメイクブラシ
シンプル8本セット
● [FLALIA] デュアリストポータブルメイ
●

（株）RECORESERUM

（株）メディファイン
● CBDオイル
MARITIME
● CBDウォーター
MARITIME
<見どころ> 純国産のCBDオイル！

美肌道
● SABORUは朝専用のオールインワン

JC COSMETIC CO., LTD.（韓国）

新技術！時代はECUO（超音波同時発
振の効果）驚きの変化！ブランシュロー
ズキャビ
● 2つの機能を同時使用可能。
コロナ
太り解消、全身ケア美容器ブランシュ
ローズ
● 5種類の植物幹細胞エキスとナチュラ
ルコラーゲンのWパワー！アンヴィボー
テセラム
● お肌が持つ機能セラミ
ドを整えなが
ら、弱酸性ビタミンC誘導体で美白ケ
アができる初心
<見どころ> 美容器の性能は、 10年以
上愛用スタッフが証し！業務用ですが、
個人用にも。
●

（エクソソーム含有）
● banastem ヒト臍帯血培養液化粧品
（エクソソーム含有）
● CURESTEMヒト臍帯血培養液化粧品
(クリニック専用）
<見どころ> 89種類の有効成長因子含
有されたヒト臍帯血培養液化粧品

●

不動の人気！リピート率No1!大人の
ダイエットサプリ SLMEQ
<見どころ> プレリリースで30社以上の
メディアに掲載された新商品 目元専
用美眼器の体験実施！

（株）ラシュレ

▼

化粧品展【大阪】

▼

国際

COSME OSAKA 2020＞

▼ ▼

＜第1回

▼

出 展社 一 覧

● 会期
その後も多数の企業が出展を決め、最終的にXXX社が出展する見込みです。
4カ月前の出展社一覧です。
最新の出展社一覧は随時ホームページにて公開します。
2020 年 6 月 5日 現在。下記 一覧は 会期
3カ月前のものです。
なお、開催時には増減する可能性があります。
● 下記は各社の出展製品のほんの一部ですので、他にも多数の製品が出展します。

厚生産業（株）
●

アスペルエキスゴールド

<見どころ> 玄米麹から抽出した天然化

粧品原料。遺伝子に働きかけ肌本来の
力を引き出します。

コスメディ製薬（株）

トップシェアのヒアルロン酸マイクロ
ニードル化粧品。溶ける針で角質層ま
で浸透。
<見どころ> マイクロニードル化粧品を
世界に先駆けて開発。
【日本国内製造】OEM承ります
●

サーモフィッシャーサイエンティ
フィック
● 三次元画像解析ソフトウェアAmira/
Avizo
<見どころ> 弊社エンジニアによる無料
相談会も実施します！

（株）坂井印刷所

化粧品向けオリジナルパッケージ
● 店頭用のオリジナル紙製什器
● NFCを活用したデジタルツール
<見どころ> 企画制作・印刷・加工・セット・
発送をワンストップサービスで提供
します。
●

（株）サンユー印刷
●

エアー緩衝材製造機

<見どころ> 卓上型エアー緩衝材製造機
を展示、用途に合わせたエアー緩衝材
を製造できます。

（台湾）
JIAWIN（株）

aluminum mascara bottle for
lips,mascara,eyebrow
cosmetic tube for lips ,
mascara,eyebrow
● cosmetic compact
● cosmetic palette
● cosmetic Jar (for powder)
<見どころ> JIA WIN cosmetic
packaging OEM/ODM form
Taiwan
●

●

（株）シー・ビー・エス

高濃度！馬プラセンタ原液配合美容液。
驚きの単価でOEM可能！
● 高濃度
！純度100％馬プラセンタ原末
配合カプセルサプリメントOEM
<見どころ> 業界初のペプチド北海道産
馬プラセンタエキス！化粧品、サプリメ
ントでご提案します
●

ゼスポン（韓国）
● Cosmetic Sponge
● Cosmetic Puff
● Cosmetic Brush
● Flocked Tip for Cometic
Applicator
● Cosmetic Tool
<見どころ> New Development of
Cosmetic Sponge / Puff / Brush

（株）石鹸新報社
●

石鹸日用品新報／Ｈ＆ＢＣマーケティ
ングニュース

<見どころ> 日用品化粧品業界の
専門紙

（株）セレス

美容成分を肌のすみずみまですばやく
浸透させるナノエマルジョン技術を
用いた製品
● 今注目の幹細胞成分を採用したオー
ルインワンゲル等、ユニークな機能性
アイテム
●「美白」
と「シワケア」のW効果が謳え
る薬用クリーム＆薬用美容液
<見どころ> 化粧品から医薬部外品ま
で、市場ニーズにそった多種多様なア
イテムを取り揃えて展示。
●

TAISEI（株）

日本生化学（株）

（株）太陽・勝一（韓国）
● アルミ缶(35,40,45,53パイ)、
エア

ゾール用の空缶全ての製作対応が可
能です。
<見どころ> GMP施設を備え、医薬品
及び医薬部外品の製造許可を取り、
ニーズに対応できます。

多木化学（株）
● 3重らせんコラーゲン 魚の鱗かららせ
ん構造のまま抽出し、保湿性と肌なじ
みに優れる

<見どころ> コラーゲンの保湿力をぜひ
体感してください！凍結乾燥体のオー
ダーメイドも承ります

▶▶▶

www.cosmetokyo.jp/eguide/

（株）美粧ケミカル

各種ＯＥＭ化粧品
<見どころ> オリジナル原料を使った化
粧品をはじめ、当社が得意とする製品
群をご紹介します！
●

富士産業（株）

薬用育毛剤 毛歓
まつ毛美容液 グランモアアイラッ
シュトリートメント
● 育毛剤原料
桑白皮エキス
● 育毛剤原料
桑白皮エキスC （ノン
アルコールタイプ）
● 育毛剤原料
バンジロウ葉エキス
<見どころ> 効果を確認した独自育毛原
料を配合し、希望に沿った育毛剤を開
発製造いたします。
●
●

（有）フレグランスジャーナル社

香粧品（化粧品・
トイレタリー）科学研
究開発専門誌「フレグランスジャーナ
ル」
● 書籍
「化粧品成分ガイド
（第7版）」
● 書籍
「教授にきいた･･･コスメの科学」
<見どころ> ブースにて雑誌･書籍の割
引販売、注文販売を行う予定です。
●

（株）ホルス

発酵熟成コラーゲン 発酵・熟成の力
で低分子化し、浸透性がアップした
コラーゲン
● 湯河原温泉水
古くから名湯と伝えら
れる湯河原温泉より湧出する弱アルカ
リ性の温泉水
● KコンプレックスP
医薬部外品に配
合可能な天然ビタミンKを含有する植
物由来原料
● 油溶性プラセンタ
バリア機能改善
効果のある、油性剤型に配合可能な
プラセンタ
● 酵母331
（サミー）株 関節ケアに有
効でマッサージクリームにも配合可能
な世界初原料
<見どころ> 個性派ぞろいの新原料！
天然由来の医薬部外品・化粧品・健康
食品原料をラインナップ
●

【医薬部外品入浴剤】薬用入浴剤は
（株）マリンナノファイバー
効果効能を謳えるのでパッケージ力が
● カニ殻由来の新素材
マリンナノファ
よりUP！
イバー
●【小ロッ
ト】小ロットから始める「5ス
<見どころ> キチンナノファイバーは水
テップオリジナル入浴料」プラン誕生！
によく分散し、他の素材と混ぜたり、
●【ご当地】
特産物や特定原料を配合し、
様々な加工が可能。
オリジナル性の高い商品開発をフル
サポート！
（株）丸信
●【除毛剤】
スプレータイプなのでムラな
● シール
自社一貫生産で「品質、スピー
く塗布が可能。拭き取るだけで簡単
ド、コスト」様々なメリットがあります。
除毛！
● ケース 自社一貫生産で
「品質、スピー
●【洗顔パウダー】
W酵素、ビタミンC配
ド、コスト」様々なメリットがあります。
合。キメの整った明るい肌に導きます！
<見どころ> 高いデザイン性。小ロットか
<見どころ>「売り力」のある化粧品・
ら大ロット対応。環境配慮型パッケー
入浴剤OEM。企画から処方開発、
ジのご提案。
製造までトータルサポート！
●

（株）バイオソリューション（韓国）
● STeM水アンプル
ヒト脂肪幹細胞

培養液の抽出物で作ったアンプル
● BSP-11アンプル
皮膚再生ペプチ
ドSPを含有した世界初の化粧品新原
料で作ったアンプル
● CelloFerrin-Exosomeアンプル
特許を取ったエクソソームを含有した
アンプル
● STeM水
タイムリターンライン5点
セット ヒト幹細胞培養液の抽出物を
含有した化粧品
● バイオセルマスク ヒト幹細胞培養液
の抽出物を含有したシートマスク
<見どころ> 次世代コスメの原料は当社
へ！様々な当社独自の開発による原料
の取扱い

化粧箱 「設計自由度」
「印刷表現力」
「コストバランス」に対応いたします
● 貼箱
世界にひとつしかないオートク
チュールの箱をご提供いたします
● Vカッ
ト箱 高級感を演出しながらも
軽量で安全性が高く、環境にも優しい
パッケージ
● 紙管
丸型のパッケージにおいては
（株）B&B（韓国）
トップクラスのシェアを誇ります
● MASCARA BRUSH
● 紙製コンパクト
樹脂に比べて型代が
● SCREW BRUSH
非常に安く、使用後の処分にも快適な
● EYEBROW BRUSH
エコ商品
● HAIR MASCARA BRUSH
<見どころ> 斬新かつ豊かな発想で、お
● SPOOLIE BRUSH
困りごとを解決する最適なソリューショ
ンをご提案します
<見どころ> CUSTOM BRUSH
●

最新の出展社・製品一覧はこちら

AVAILABLE

（株）美源堂

一剤式炭酸パック…混ぜる手間の要ら
ない炭酸パックです。
● スキンキャビア…寒天を使用し、
美容液
を閉じ込める事の出来るクリームです。
● キトサンマスク…キトサンを織り込ん
だ素材に炭酸水でお肌を密着し保湿し
ます。
● ピュアレチノールカプセル…弊社独占販
売の純粋レチノール配合カプセルです。
<見どころ> 特許取得の独自商品や、新
発想のOEM製品、小ロットPB商品を
揃えております。
●

（株）
ミロット ラボラトリーズ（タイ）
化粧品、
トイレタリー、固形石鹸、生活
用品、サプリメントなど
<見どころ> 化粧品、生活用品、サプリメ
ントを製造するアジア最大級のOEM
工場！
！
●

（株）明成孝橋美術

小ロットで生産が可能な化粧品パッ
ケージの企画デザイン・特殊印刷加工
の展示
● 小ロッ
トで生産可能な健康食品パッ
ケージの企画デザイン・特殊印刷加工
の展示
● パッケージの偽造防止
・真贋判定がで
きるセキュリティデザイン・特殊印刷加
工の展示
● 店頭
・エステサロンなどの現場で使用
する統一感のあるオリジナルのフェイ
スシールド
● 店頭
・エステサロンの現場で使用され
る、販促ツールへのオリジナル名入れ
サービス
<見どころ> 商品ブランドイメージを高
める、様々な印刷加工サービスをご提
案いたします。
●

（株）薬事日報社

基礎から応用までよくわかる！化粧品
ハンドブック 第2版
Q&A181 化粧品の微生物試験
ガイドブック
● わかりやすい韓国化粧品法 2020年
基礎編
●「化粧品科学へのいざない」
シリーズ
（全５巻）
● 毛髪の科学と診断 第4版
<見どころ> 化粧品関連書籍を展示販売
しています。新刊情報などメルマガ配
信中！
●

●

（株）ヤナギヤ
「スーパーマイクロミックスBC-1」
少量原料で減圧混合・乳化テストが可
能です。
● 撹拌混合装置
「マイクロミックス」
加熱・冷却条件下での減圧混合が可能
です。
●「乳鉢式マイクロミックス」 研究開
発用に少量原料の粉砕混合が可能で
す。
<見どころ> 高価な原料での少量混合
テストに最適な様々な撹拌混合機を出
展致します。
●

山本香料（株）
世界各国・国産天然精油・パヒューマー
が厳選した精油ブレンド香料
空間に香りを演出するデイヒューザー・
アロマグッズ
<見どころ> 嗅ぐ香り・まとう香り・創造す
る香り・ありとあらゆる香りの世界を
ご紹介
●

●

LIHUA Printing Group（台湾）
●

Fiber Pulp Mold package バガス

竹ファイバーパルプモールド
Ridged box リジッドボックス
● Gift packageギフトパッケージ
● Manual & Labels
マニュアル＆
ラベル
●

＜第1回 ライフスタイルWeek【関西】
＞
（有）アール・ステージ
（株）アイワ工業 GOODGLAS

JAPAN

（株）アクロス
（株）旭王
（株）アッパーリリィマーケット
（株）アヅマ
（株）アミューズ
（株）出雲木材市場
（株）エム・アイ・シー
（株）オーエスケー
大栗紙工（株）
大阪市魅力発信事業
大塚産業マテリアル（株）
オートリージャパン（株）
（株）お世話や Mignon de Bijoux
（株）オリーブ技研
（株）カジテック
兼正（株）
カミイソ産商（株）
（株）KALOS BEAUTY

TECHNOLOGY

（株）キャムズ
（有）クラフトワークス
（株）クリエイティブテクノロジー
リティーを追求するファイバーパルプ
モールド、紙パッケージ
グローバルウィッシュ
（株）
（株）KESEMO MARINUS
理工協産（株）
レッテンマイヤー・アンド・ゾーネ（株） 気仙沼水産資源活用研究会
（ドイツ）
（株）コスモサウンド
レッテンマイヤージャパン（株）
（株）榮建設
● 植物セルロース由来のスクラブ
・
栄レース（株）
角質ケア剤のご紹介 (VIVAPUR ,
（有）サプライズ
VITACEL )
● 植物セルロース由来の感触改良
（有）サム企画
・
増粘・安定化剤のご紹介 (VIVAPUR , （株）
サンハーティネス香産
)
VITACEL
SanLead（株）
● 合成パウダー製品の代替
！生分解
自在設計（同）
性植物セルロース "VIVAPUR ",
VITACEL "のご紹介
（株）
タイセイプラス
<見どころ> レッテンマイヤー社(JRS)
竹野（株）
は,環境やさしい再生可能な原料を扱う
ダゼロ（株）
ドイツのメーカーです。
蝶屋物産（株）
ASTA PLASTIC TUBES
（株）刀舟技研
(SHANGHAI) CO., LTD.（中国）
（株）東洋印刷
● plastic packaging tube
TOENNトレード
● aluminum tubes
<見どころ> Seven complete
（株）
トークインターナショナル
production lines with Ten（株）徳重
million annual output
（株）砥部焼千山
CLOUD BEAUTY（中国）
トマトランド（株）
DUY TAN PLASTICS CORP.
ＮＲＴ−Ｉｎｆｏ（
．成田情報サービス）
（ベトナム）
ニイヌマ（株）
PIN MAO PLASTIC
INDUSTRY CO., LTD.（台湾） （株）万雄
ピクル（株）
● Environmental protection with
its PCR resin product range
（株）VIPグローバル
● Handy packs for maintaining
（有）Vintaz（ロシア）
hygiene
（有）ファインギヤー / RIFLE
● UV Direct Injection
PAPER CO.（アメリカ）
● The Heavy Base Bottle
（株）普羅米修斯
<見どころ> Global partner in
Beauty Packaging
（株）FLOWERING
QINGDAO SHUANGPU IMPORT （有）プリーズ
& EXPORT CO., LTD.（中国）
（株）ポケット
● 偽まつげ
堀内鏡工業（株）
<見どころ> インポートされた素材、柔ら
（株）マーキット
かく、暗く、長持ちする曲率
（株）
ミールケア
SUPACK TECHNOLOGY
三田村印章店
ENTERPRISE(YANGZHOU)
三友（株）
CO., LTD.（中国）
みなくる（株）
● pet packaging boxes
● PVC packaging boxes
（株）ムカイ
● packaging boxes
（株）メルシー
<見どころ> pet packaging boxes
（株）モノピア
WELLPEP CO., LTD.（韓国）
（株）ルミカ
● cosmetic peptide
DICAPAC CO., LTD.（韓国）
● peptide
HEART STATIONERY
● custom peptide
CO., LTD. FUZHOU
● Acetyl Hexapeptide-8
TARIFOLD FRANCE SAS
● Pamitoyl Tetrapeptide-7
（フランス）
<見どころ> Excellence in Peptide
●

Paper bags and gift paper bags

併催セミナー
定員になり次第締切 申込殺到が予想されますので、お早めにお申込みください

事前申込制

会場： 展示会場内 特設会場
CT-S1

無料

9 月 9日［水］11 : 30〜12 : 30

自動的にお客様が集まり、
永遠にリピートし続けてくれる

CT-S2

9月9日［水］15:30〜16:30

化粧品流通の最新動向
〜消費者に「選ばれる」ための取組み〜

（株）mahalo きれいプロデュース

＞＞最新情報はこちら

取締役 サロンプロデューサー
松下 ひとみ

CT-S3

無料

www.cosme-tokyo.jp/seminar/
無料

9月10日［木］10:00〜11:00

CT-S4

9月10日［木］12:30〜13:30

エステサロン集客の極意

化粧品輸入販売の基礎知識

〜お客様満足度・リピート率アップの秘訣〜

〜医薬品医療機器等法から学ぶ〜

無料

＞＞最新情報はこちら （一財）日本薬事法務学会

理事長 ／
吉田法務事務所 代表

www.cosme-tokyo.jp/seminar/

CT-S5

無料

9月11日［金］10:00〜11:00

お客様の信頼を勝ち取る
カウンセリング

吉田 武史

CT-S6

9月11日［金］12:30〜13:30

無料

化粧品メーカーが

EC市場で成功するポイント

紙袋＆ギフト紙袋

<見どころ> Sustainabilityサステナビ

（一社）日本スキンケア協会

（株）ダイレクトマーケティングゼロ

代表理事
小野 浩二

代表取締役
田村 雅樹

COSME-K 基調講演 価値あるブランドを生み出す心得とは？〜こだわりの商品開発〜 9月9日［水］10:00〜11:30
ポーラが取り組む研究開発イノベーション

こだわりの商品が生まれるまで
アルビオンのモノづくり

〜日本初のシワ改善部外品に行きついた
ゼロからのチャレンジ〜

ポーラ化成工業（株）

（株）アルビオン

研究・企画担当 取締役執行役員 ／
フロンティアリサーチセンター所長
末延 則子

常務取締役

研究本部 本部長
染谷 高士

COSME-S1 最新の化粧品トレンドとは？ 〜今、消費者が求めるコスメを読み解く〜 9 月 9日［水］12 : 30〜14 : 00 無 料
今、求められる化粧品とは？

アットコスメが見る生活者のいま

〜最新の注目コスメ&トレンド分析〜

（株）アイスタイル

（一社）日本化粧品検定協会
代表理事

代表取締役社長 兼 CEO
吉松 徹郎

小西 さやか

無料

COSME-S2 9 月 9日［水］15 : 00〜16 : 00
お客様に寄り添う
『無添加』
とは？

COSME-S3 9月10日［木］10:00〜11:00

〜ファンケルの研究開発事例と新たなる挑戦〜

（株）ファンケル
取締役常務執行役員

総合研究所長

COSME-S4 9月10日［木］12:30〜13:30

（一社）日本美粧協会

博士（工学）
炭田 康史

無料

資生堂のCSR活動の歩みと、SDGs時代に
求められるサステナビリティの取り組み

社会価値創造本部

無料

中国化粧品市場の新戦略
BtoB卸販売によるブランド認知獲得

理事

COSME-S5 9月10日［木］15:00〜16:00

粟田 翔太

無料

メディアコミュニケーションのこれまでとこれから

（株）資生堂

（公社）日本アドバタイザーズ協会 常務理事

サステナブル環境室 室長
中村 亜希子

（ 資生堂ジャパン（株）メディア戦略部
エグゼクティブマネージャー ） 小出 誠

COSME-S6 9月11日［金］10:00〜11:00

無料

人気ブランドを創り上げるブランディングの秘訣

＞＞最新情報はこちら

www.cosme-i.jp/seminar/

COSME-S7 9月11日［金］12:30〜13:30

無料

ヒット事例から読み解く
これから求められるコスメとは？

TPCマーケティングリサーチ（株）
執行役員CMO

松本 竜馬

※敬称略。2020 年 6 月 5 日現在。セッションの録音、写真・ビデオ撮影などは一切禁止させていただきます。都合により講師、プログラムの内容に
多少の変更がある場合、およびテキスト配布の無い場合がございます。あらかじめご了承ください。

本招待券に掲載されている以外にも多数のセミナーを開催いたします。
▶

www.cosmetokyo.jp/seminar/
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入場には招待券が一人一枚 必要です。下記よりご請求ください！
開催展名
会
期
会
場
主
催

:
:
:
:

出展のお問合せは下記より

第1回 国際化粧品展【大阪】
2020年9月9日（水）～11日（金）10:00～17:00
インテックス大阪
リード エグジビション ジャパン (株)

貴社ビジネス拡大の

※招待券をお持ちでない場合、入場料5,000円/人

関連部署や取引先などへ配布ください
追加請求(無料)も下記よりお申込みください

招待券 請求(無料)はこちら

絶好の場となります！
お気軽にお問合せください

出展資料 請求(無料)
はこちら
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