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ニュースリリース

リード エグジビション ジャパン株式会社
2019年1月

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「第2回 【国際】 健康食
品・美容食品ＥＸＰＯ（インナービューティＥＸＰＯ）」を開催いたします。
インナービューティ市場は年々拡大しています。要因の一つが外面からだけでなく内面からも美容成分を摂取したいとする女
性の健康および美容意識の高まり。これを受けて各社は、美肌効果や美白効果、ア ンチエイジング効果を持つ成分を含んだ
商品を展開し、女性の多様なニーズに対応しはじめました。
本展には美容と健康のフード、飲料、サプリなどインナービューティ商材が一堂に出展、前回に比べ規模を２倍に拡大して開
催いたします。ぜひ本展にお越しのうえさまざまな特徴をもった各社のインナービューティ商材を取材してください。

出展製品 紹介（一部抜粋）
世界初 発酵ローズウォーター

おやつ時間が美容タイムに 噛む美容グミ

製品名：ROSE KOUBO 500ml
出展社名：（株） ezーes

製品名：Sea Glass (シーグラス)
出展社名：（株） SIRENA

【特徴】

【特徴】

9種類のハーブを配合した"噛む美容グミ"
シーグラスは専門家の意見を取り入れなが
ら開発されたグミです。ブルーベリー5倍濃
縮果汁やアントシアニンを多く含むビルベ
リーエキスを使用し、6種類の東洋ハーブも
プラスしました。

生きた酵母群が酵素を作ります！
ローズウォーターと野菜、果物を耐糖性酵
母でじっくり発酵させたエッセンス。プロバイ
オティクスの25株の酵母群が、酵素を産
み出し、腸を元気に生き生きとした毎日を
サポートします。

美味しさと健康の未来をもたらす

美容と健康の成分を20種類以上配合の健康ドリンク

製品名：アリゾナの奇跡（生）
出展社名：ゴールデンピーカン （株）

製品名：ヒアコラセンタ～とろり～BEAUTY DRINK
出展社名：ヒアコラセンタとろり

【特徴】

【特徴】

美容成分はもちろん、健康にも配慮した
贅沢美容ドリンク
ヒアルロン酸、コラーゲン、マリンプラセンタを
メイン成分に20種類以上の成分を贅沢
配合。

アリゾナの大地で育まれたゴールデンピーカ
ンナッツを、フレッシュさを保持した「生」の
状態でパッケージしました。ビタミンやミネ ラ
ル、フィトケミカルなどの抗酸化物質に富ん
だ健康志向のナッツです。

インナーケアができるサプリメント

活性型酵素を補い代謝を上げる

製品名：童顔の丸
出展社名：（株） ビップコーポレーション

製品名：スリムエンザイム
出展社名：（株） キノン

【特徴】

【特徴】

活きた酵素ダイエットサプリ
今までダイエットが長続きしなかった方や運
動や食事制限が苦手な方にお薦め！

身体の内側から透明感、潤いある毎日を
応援するサプリメント。
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健康と美容をサポート

体感型素材を配合した美容飲料

製品名：クロレラゼリー
出展社名：（株） サン・クロレラ

製品名：美しのちから 巡
出展社名：フジスコ （株）

【特徴】

【特徴】

酵素分解し た4～6年根の高麗人参根が、
体のすみずみまで巡る力を発揮します。ナ
ツメ、クコの実、椎茸、生姜、サンザシ、オ
タネニンジン、カンゾウの7種類の素材が体
へ潤いを与えます。

クロレラがいっぱい詰まったヘルシースイーツ
栄養バランスに優れ、女性に優しい鉄分・
葉酸・ビタミン・葉緑素等が豊富に含まれ
ているクロレラが、手軽に美味しく楽しめる
ピーチパイン味の スティックタイプゼリーです。

昔ながらの製法で造られた美味しい健康飲料酢

珪素の力で吸収力増大

製品名：ロイヤルビワミン響
出展社名：（株） エス・エフ・シー

製品名：シリカコラーゲン10000
出展社名：滋賀薬品 （株）

【特徴】

【特徴】

シリカコラーゲン10000は水溶性珪素、
コエンザイムQ10、ヒアルロン酸、クエン酸
などが配合されたコラーゲン飲料水です。
人体に大切なコラーゲンが珪素の力で吸
収力アップ。

健康飲料
巨峰をベースにした健康飲料
三種のポリフェノール+鉄分配合

全アイテムに低分子生プラセンタを配合

美味しく飲んで健康家族に！
製品名：国産 乳酸菌青汁
出展社名：スクイズコーポレーション

製品名：エクセリティー ドクターセレクト
300000プラセンタドリンク
出展社名：（株） ドクターセレクト

【特徴】

信頼の日本製！国産青汁に黒糖粉末を
加え、当社独自のブレンドで飲みやすく、
ほんのり甘い味に仕上げた栄養補助食品
です。毎日の食事で野菜不足を感じる方
や野菜が苦手な方小さなお子様にもお す
すめです。

【特徴】

安全性が高い国産豚の生プラセンタを高
濃度・高配合したドリンク
Dr.セレクトプラセンタは、当社独自の製
法により、プラセンタの有効成分を壊さず
原料臭の低減化に成功しました。

200種類以上の栄養素をギュッと1杯に

キレイをサポートする飲みやすいビネガードリンク

製品名：シーベリージュース ストレート 720ml
出展社名：（株） イエロードクタージャパン

製品名：ビネップル
出展社名：井藤漢方製薬 （株）

【特徴】

【特徴】

黒酢やフルーツ酢に、果汁をプラス！その
まま飲めるストレートタイプの酢ドリンク。「ブ
ルーベリー黒酢」「ざくろ黒酢」「植物酵素
黒酢」「りんご酢」の4種類をラインナップ。
毎日の美容・健康習慣にオススメ。

過酷な環境下で育ったモンゴル産シーベ
リーをていねいに摘み、果汁を絞った
100％ジュースです。「若さの脂肪酸」と
呼ばれるオメガ7をはじめ、200種類以上
の豊富な栄養素を含有。

すっきり+うるおい肌が実現

男性向け滋養サプリ

製品名：Silkret (シルクレット)
出展社名：（株） SIRENA

製品名：アプソルシン
出展社名：（株） TORIE

【特徴】

【特徴】

管理栄養士推奨!特許成分を始め全46
種類配合の滋養成分を１箱に!
亜鉛・シトルリンが推奨摂取量配合！さら
に希少な黒マカ・黒ニンニクを始め、特許
成分バイオペリンを配合した男性の悩みに
ピンポイント配合

シルクレットですっきり美人に!
たっぷりの食物繊維で貯めないカラダにし、
シルクペプチド・お米由良の食物性 乳酸
菌で美肌をサポートするサプリメント。

麹酵素を使ったサプリメント

身体の中から美BODYを実現

製品名：Napurosy 活酵素
出展社名：Napurosy

製品名：エスライン
出展社名：コスモアイ

【特徴】

【特徴】

豊富な食物繊維を含み毎日の排出サ
ポートやダイエットに。

非加熱製法にこだわって作ったからこそ活
きたままの酵素をお届けできます。
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水なし 簡単 なめるだけ！

世界唯一の非分解プラセンタ100％サプリメント

製品名：なめる紫外線対策サプリ
Linda Stage Shadow
出展社名：ツキオカフィルム製薬 （株）

製品名：プラセンタ エクセル
出展社名：（株） リアルネクスト
【特徴】

添加物不使用の100％非分解プラセンタ
サプリメント。
厳選された胎盤を独自の製法で開発した
非分解プラセンタ100％サプリメント、身
体の内側から美容と健康をサポート。

【特徴】

大好評のフィルムタイプの日焼け止めサプ
リ！天然成分クロセチンがもつ強い抗酸
化力と素早い吸収力により、体の中から
紫外線対策！お出かけ前の新習慣で理
想の肌へ近づきます。

天然型ボロンを含有！世界初の新規成分配合のサプリ

牡蠣エキスのパイオニアメーカー
製品名：オイスターZ
出展社名：日本クリニック （株）

製品名：センシュアルエッセンス（サプリメント）
出展社名：（株） レッドフロッグズ

【特徴】

【特徴】

女性ホルモン研究とフィトセラピー理論に
基づいて、エストロゲンの分泌を助けるボロ
ンのほか、ブラックコホシュ、チェストベリーな
ど女性ホルモンバランスケアに役立つ成分
をたっぷり配合。

生牡蠣からエキスを独創的製法により貴
重な栄養成分を壊さないようにじっくりとそ
の貴重なエキスにZ物質（亜鉛などのミネ
ラルや核酸関連物質を含んだ画期的な
成分）を強化して、体内のめぐりを考えた
製品です。

55種類の自然の恵みで酵素サポート

美肌をコンセプトにした”飲む美容液”

製品名：BE-MAX VEGE FOOD 55
（ビーマックス ベジフード55）
出展社名：（株） メディキューブ

製品名：Beエラスチン
出展社名：綺羅化粧品 （株）
【特徴】

【特徴】

Beエラスチンは、からだの内側より美肌力
を高める研究を重ね「カツオエラスチン」と
「糖化ケア素材」配合の新しいサプリメント。
からだの内側より美肌力を高める成分配
合。

厳選した野菜・果物・穀物を生のままフ
リーズドライ。さらに、腸内環境を整える乳
酸菌・ビフィズス菌や抗酸化力の高い緑
茶・ケールを配合した、内側から美と健康
をサポートするシェイクタイプのドリンクサプリ
メント

※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.ib-expo.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.ib-expo.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.ib-expo.jp/
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