


2 会場案内図・出展社一覧 No.210  2021.9

ダイエット & ビューティーフェア 2021

㈱葵薬品……………………………………… A-130 

㈱青山すこやか本舗…………………………… A-44

㈱ ACTLAND/ ㈱エッセンス …………… A-208

㈱アズフレイヤ………………………………… A-89

㈱アレン……………………………………… A-220 

イーキュアレーション協会………………… A-145

VICTORIA LINE ㈱ ……………………… A-106

ウィルファーム㈱…………………………… A-110

㈱エイジェイカンパニー…………………… A-131

㈱ HB コーポレーション ………………… A-168

㈱エキワ……………………………………… A-186

㈱エクストリンク…………………………… A-371

エステジャパンネット /BRANCHE Inc. … A-279

（一社）エステティックグランプリ ……… A-104

エステティック BP ………………………… A-101

㈱エストラボ…………………………………… A-54 

㈱エヌエスイー……………………………… A-247

㈱ NSE リアルエステート ………………… A-123

㈱エヌワイビー……………………………… A-207 

エンチーム㈱………………………………… A-345

㈱オカヤマ………………………………………… A-9

表参道美肌クリニックコスメ㈱…………… A-134

カラダの使い方研究所　ジャパンオリエンタルメディカル㈱ … A-206

㈱カンナムドール…………………………… A-309

Caddireat Innovation ㈱ …………………… A-98

㈱グラツィア………………………………… A-179

㈱クラブビジネスジャパン……………………… A-8

㈱グランゲート……………………………… A-337

久留米商工会議所・メイドイン久留米展 … A-215

　㈱オーラテック…………………………… A-215

　ベストアメニティ㈱……………………… A-215

　（同）ロイス・ライン ……………………… A-215

㈱グローバル・ジャパン ………………………… A-5

㈱グローリー・インターナショナル ……… A-270 

ケイオー・フレックス㈱ …………………… A-138

㈱ゲシュタルト研究所……………………… A-334

厚生労働省生衛第 135 号認可　全日本全身美容業協同組合 … A-326

㈱コンフォートジャパン…………………… A-173

㈱サニーライフジャパン……………………… A-22

㈱三幸グローバル…………………………… A-111

CBC ㈱ ……………………………………… A-310

㈱ CBD ……………………………………… A-172

㈱シーボン…………………………………… A-305

（一社）CIDESCO-NIPPON ………………… A-85

じぶん de エステ …………………………… A-136

㈱ JAQUA …………………………………… A-96

㈱ジュエルジャパン………………………… A-146

㈱シュガーレディ化粧品…………………… A-294 

㈱シルキースタイル………………………… A-347

㈱シンビシン………………………………… A-107

シンライ化成㈱……………………………… A-135

㈱末廣屋　トロワボウテ……………………… A-27 

㈱ Star'Q ……………………………………… A-31

㈱ Setsu Planning ……………………… A-168

SEVEN BEAUTY …………………………… A-56

セリスタ㈱…………………………………… A-125

㈱セントラル・コーポレーション ………… A-175

SOMANIKS ………………………………… A-143

タカノ㈱……………………………………… A-269 

㈱ DARUMA ……………………………… A-152

丹波なた豆茶㈲こやま園…………………… A-293

（独）中小企業基盤整備機構 ……………… A-245

東海光学㈱…………………………………… A-225

㈱東京ミモレ………………………………… A-217

Talknote ㈱ …………………………………… A-24

㈱トーコ堂…………………………………… A-122 

（一社）日本エステティック業協会 ……… A-149

（一財）日本エステティック試験センター … A-86

（一社）日本化粧品検定協会 ……………… A-103 

日本ストレッチトレーナー学院……………… A-87 

（一社）日本全身美容協会 ………………… A-325

㈱日本トリム………………………………… A-100

㈱トリニティ・ワールド ……………………… A-62

㈱ Drop Stone ……………………………… A-88

ナチュラルショップ㈱……………………… A-306

Ninatural CBD …………………………… A-290

西巻印刷㈱…………………………………… A-301

NPO 法人 日本エステティック機構 ……… A-167

㈱トータルヘルスコンサルティング……… A-124

ドクター監修セルモージュ化粧品………… A-289

ドクターズコスメ セルピュア / セシャロ … A-211

ドクターセラム㈱…………………………… A-148

特許成分配合・女性用育毛サプリメント … A-292 

豊橋糧食工業㈱……………………………… A-234

出展社一覧



3会場案内図・出展社一覧No.210  2021.9

㈱ペディキュール…………………………… A-117 

㈱ボーテブレイン…………………………… A-102

㈱ホーマーイオン研究所…………………… A-144 

星野科学㈱…………………………………… A-268

ポリシー化粧品 / ㈱日本ビューティコーポレーション … A-248

㈱マインドフィットネス…………………… A-367

マルカイコーポレーション㈱……………… A-291

（弁）丸の内ソレイユ法律事務所 ………… A-436 

メディカルエステ ソフィア / ㈲沖縄長生薬草本社 … A-156

㈱メディカルネット………………………… A-164

㈱メルシー…………………………………… A-321

森下仁丹㈱…………………………………… A-170

やぎみつタオル……………………………… A-304

㈱安田…………………………………………… A-41

㈱ eu-country ……………………………… A-303

㈱ YUNOHANA …………………………… A-181

㈱ユメロン黒川……………………………… A-132

Lycon Japan ㈱ ……………………………… A-60 

Labo Work ㈱ ……………………………… A-139

㈱ラメール……………………………………… A-42

リアン㈱……………………………………… A-133

㈱リエイジ……………………………………… A-91 

リストーロ薬品……………………………… A-281

㈱リ・バースホールディングス …………… A-286

㈱リボディ…………………………………… A-141 

㈱ LOUVREDO …………………………… A-204

㈱レイ・ビューティ・ヘルス研究所 ………… A-169

レナード㈱…………………………………… A-177

㈱ Roses …………………………………… A-153

㈱ロベルテ…………………………………… A-171

㈱ワム…………………………………………… A-52

アンチエイジングジャパン 2021

XTEND/MUSCLETECH   ……………… A-212

沖縄ハム総合食品㈱………………………… A-318

菊水酒造㈱…………………………………… A-276

㈱共英………………………………………… A-250

㈱ SAKITUE ………………………………… A-251 

㈱ GE ウェルネス …………………………… A-295

第一衛材㈱…………………………………… A-253 

天然炭酸シリカ化粧品「ラ・グレース」 …… A-298

㈱トロロックス……………………………… A-275

㈱日本生物製剤……………………………… A-255

㈱バイオラジカル研究所…………………… A-296

美林商事㈱…………………………………… A-254

Wholesum Japan ㈱ …………………… A-297

北海道食品機能性表示制度（ヘルシー Do）/ 食品機能性地方連絡会 … A-339

㈱萌木 /MOEGI …………………………… A-273

山本化学工業㈱……………………………… A-299

ユースマインド㈱…………………………… A-252

㈱リプロ……………………………………… A-274

和歌山県……………………………………… A-213

　㈱かつらぎ産業…………………………… A-213

　JA グループ和歌山 ……………………… A-213

　じゃばら本舗　㈱ファイブワン………… A-213

　㈱ふみこ農園……………………………… A-213

　わかやまジビエ振興協議会……………… A-213

スパ & ウエルネスジャパン 2021

エレミス……………………………………… A-398

NPO 法人 健康と温泉フォーラム ………… A-372

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会… A-397

日本アクト㈱………………………………… A-374

日本スパ振興協会パビリオン……………… A-375

　（一社）スパ＆ウエルネスウィーク

　J ウエルネス振興会

（公社）日本サウナ・スパ協会 ……………… A-440

㈱ノイフルス………………………………… A-374

㈱ヒューマンリソースコミュニケーションズ … A-46

㈱美容経済新聞社…………………………… A-163

㈱ hirocono ………………………………… A-280

ファイテン㈱………………………………… A-302

（同）グラム …………………………………… A-97

㈱プロラボホールディングス………… A-50/A-48

ハリウッド㈱………………………………… A-249

パワーカクテル【美チャージジュース】 … A-266

㈱ BAB ジャパン …………………………… A-210

美ガーデン…………………………………… A-218 

㈱ VIP グローバル ………………………… A-223

㈱ビューティーキャラバン…………………… A-58  

（一社）日本ホームヘルス機器協会 ……… A-324

㈱野口医学研究所……………………………… A-90

㈱のぼりべつ酪農館………………………… A-267

㈱ NOLASAPS ……………………………… A-64 

Nordic Oil ㈱ …………………………………… A-4

㈱博龍堂……………………………………… A-285 

ダイエット & ビューティーフェア 2021



出展企業紹介 7No.210  2021.9

え、むくみや冷えの解消にも期待できる。
　エステティックサロンや通販、訪販
ルートやネットワークビジネスを中心に
展開しており、海外からの大口の受注も
近年増えてきているという。またテレビ
ドラマの小道具な
どにも採用され、
注目を集 めて い
る。さらに「セラム
アンジェ」を用い
たメソッドの開発、
提供も行われてお
り、展開の幅が広
がっている。

抜け毛対策素材「ビュリクシール™」も
人気だ。シード、小麦胚芽、欧州松樹皮、
ライ麦などのナチュラル素材を独自ブレ
ンドで配合したもので、味もよく、そのま
ま飲むことが可能。ホルモンバランスの
乱れを整え、抗酸化、抗炎症、血流や免
疫の改善もサポートする。
　抜け毛の症状を持つ18歳以上の男
女30名（男性15人、女性15人）を対象
に行った臨床試験では、6ヶ月摂取によ
り83.3％において抜け毛の改善を確
認。髪のボリュームや強度、オイリーヘ
アの改善に加え、爪の強度の改善といっ
た効果も確認している。

れ、注目を集めている。
　同社では、この臍帯血由来ヒト幹細胞
培養液を使用したエッセンスやクリーム
などを小ロットからOEM製造が可能で、
化粧品事業への新規参入などをサポー
トする。今年のダイエット＆ビューティー
フェアのブースで
は、『臍帯血由来』
生ヒト幹細胞培養
液 の エッセン ス

（30ml）をOEMの
見本品として、特
別価格での提供を
予定している。

ホルミシス作用で自然治癒高める
ロングセラーの美容ローラー展開拡大

女性の美容健康をサポートする地中海由来の
機能性原料を展開

臍帯血由来のヒト幹細胞培養液配合コスメを
小ロットから提供

　ドクターセラム㈱（東京都渋谷区、 
03-5728-8825）は、2011年の販売
開始以来、ロングセラーの全身美容ロー
ラー「セラムアンジェ」を販売する。
　自然治癒力を高めるとされるホルミシ
スパウダーをローラー部分に練り込んで
おり、Wローラーの1つからマイナスイオ
ンが平均2,400個/cc発生する（遠赤
外線応用研究会にて試験済み）。シリコ
ンでできたローラー部分は、ソフトな感
触で肌触りが良いのも特長だ。“30秒で
実感できるローラー”として、即効性が
高いとの評価も多く、リフトアップ、バス
トアップ、ヒップアップ、フットケアに加

　ウィルファーム㈱（ 0 3 - 3 2 4 3 -
5517、東京都中央区）では、肌の炎症
効 果 を 抑 え る“ 飲 む日 焼 け 止 め ”

「NUTROXSUN®」や環境汚染物質な
どの“ストレス”から肌を保護する「ゼロ
ポリューション®」、高い抗酸化作用で
様 々 な 体 の 不 調 を 予 防 す る

「TetraSOD®」など、女性の健康や美
容をサポートする地中海由来の各種機
能 性 原 料 を 展 開 す る 。中 で も

「NUTROXSUN®」は、サロンでの店
販が好調で、売り上げもコロナ禍前の水
準までに戻ったという。
　女性ドクターが、女性視点から髪の悩
みを解決するために開発した髪質改善・

　㈱セントラル・コーポレーション（岡山
市北区、086-244-2263) は、1980年
より42年にわたり「起業・こだわり製品」
を支援し、「わずか100個からでも」化粧
品・健康食品のOEM製造に対応する。
　同社の化粧品研究の一つの到達点と
して提案するのが臍帯血由来のヒト幹
細胞培養液だ。原料輸入先のメーカー
が行った試験では、“若返りタンパク質”
と呼ばれる成分「GDF-11」の発現量
が、脂肪由来幹細胞培養液よりも60倍
以上多いことを確認しているという。同
成分は、学術誌の「ネイチャー」や「セ
ル」、「サイエンス」等にも論文が掲載さ

ダイエット/美ボディメイクブースNo.A-148原料・OEMブースNo.A-110

コスメ・美容機器（プロユース）ブースNo.A-175

■セラムアンジェ

ない、グルコサミンやコンドロイチン、ヒ
アルロン酸等のムコ多糖類を含む。
　88名を対象に12週間に亘って行わ
れた臨床試験では、卵殻膜パウダー摂取

（3粒 450mg/日）した対象者とプラセ
ボを摂取した対象者のグループでは、卵
殻膜パウダー摂取群でシワの本数や深
さなどの改善や肌の均一性（シミ）の改
善効果が見られたという。また膝関節、
腰痛の軽減作用
や、関節可動域の
改善など、日常生
活における悩みを
サポートする作用
も確認している。

美肌をサポートする卵殻膜パウダー配合の
サプリメント「HARI TAMAGO」
　㈱ラメール（本社：神奈川県鎌倉市）
は、卵殻膜パウダー配合のサプリメント
「HARI TAMAGO」を販売する。卵殻
膜は、最新の研究において美肌効果や
関節痛や関節可動域の改善などが確認
され、QOLの向上に期待される。
　卵殻膜は、通常廃棄される卵の殻と
白身の間の膜で、厚さは僅か0.07mm。
主成分が繊維状のタンパク質で、そのう
ち20％がエラスチン、15～20％がコ
ラーゲンで構成される。中でも皮膚や靭
帯、血管壁などに含まれる伸縮性や弾
力性に富んだ成分・デスモシン（エラス
チン特有のアミノ酸）を含有。さらに関
節・皮膚の機能性を維持するのに欠かせ

ダイエット/美ボディメイクブースNo.A-42
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新時代のニーズと最新トレンドをキャッチ

　長引くコロナ禍により、生活様式が変
わり、新たな美容・健康ニーズが生まれ
ている。昨年に続き、with コロナやポス
トコロナを意識した内容のイベント・セミ
ナーが多数実施される。今年で 11 回目
となる初日の「ビューティ＆ウエルネスサ
ミット」では、新たな健康志向や新たな
グローバル化に向けた動きが見える中、

「AI」や「幸福」といった観点から、健康・
美容ビジネスについて考えヒントをつかむ
プログラムとなる。15 日の「ビューティテッ
クシンポジウム」では、オンラインコミュニ
ケーションやライブコマースなど、美容業
界で進む DX としての販売戦略について
議論する。さらに米国在住の流通ヘルス
＆ビューティコンサルタントの五十嵐ゆう
子氏による米国健康・美容事業の最新
情報、ビューティウエルネス研究家の奈
部川貴子氏による美容トレンドのセミナー
も行われる。

　ダイエット＆ビューティーフェアでは、出展社と来場者による商談の場であるとともに、毎
年厳選したイベントやセミナーを実施している。今年20回開催を記念して、通常有料の専
門セミナーを含め、全てのイベントを無料で公開する。業界のキーパーソンによるシンポジ
ウムや著名な専門家による新知見の発表、注目のエステティシャンやフィットネスやヨガ、ピ
ラティスのトレーナーによる独自メソッドの紹介等、すぐにビジネスに役立つ美容や健康の
最新情報を発信する。

20回開催記念で全イベント・セミナー無料開催
話題のテーマ「免疫」「フェムケア・フェムテック」等 60プログラム

“免疫”テーマにwithコロナのビジネスを

　今年のフォーカステーマの一つ「免疫」
では、赤坂ファミリークリニック院長の伊
藤明子氏が、免疫力を高める食事や食
品など栄養の観点から、東京疲労・睡
眠クリニック院長の梶本修身氏が免疫や
美容を高める睡眠法について基調講演
を行う。さらに CIDESCO-NIPPON 特別
顧問のパメラ アドキンズ氏、レイ・ビュー
ティースタジオ主宰の田中玲子氏らによる
ストレス緩和やホルモンバランスの回復な
ど体や肌の “免疫” を整える施術実演
や免疫力を高めるリンパケアと背骨を調
律するエクササイズも公開する。
　医療分野では、日本抗加齢医学会理
事の堀江重郎氏が免疫力を高めるライフ
スタイルを解説する。

拡大する女性特有の悩みをサポート
ビジネス

　今後さらなる市場の拡大に期待がかか
る「フェムケア・フェムテック」に関連す
るプログラムでは、「フェムテック」市場
分析や今後の課題について（同）pilot 
boat 代表社員の納富隼平が、女性特有
の身体の悩みに関する予防や対策、世
界トレンドなどを tenrai 株式会社 代表取

締役の桐村里紗氏が紹介する。また今
年初開催となる「フェムテックシンポジウ
ム」では、昨年実施されたフェムテック
実態調査についての結果報告や働く女
性の健康をサポートする企業の取り組み
等を紹介する。今年で 8 回目となる人気
トークプログラム「ダイエットフォーラム」
では女性ホルモンと肥満、ライフステー
ジに合わせたダイエットや食事法につい
て語る。
　また「美ボディメイクライブステージ」
では、リンパマッサージによる乳がんのセ
ルフチェック体験や産後、更年期による
身体のダメージやストレスなどの健康課
題をケアする方法も紹介する。

海外進出へのヒントを

　日本の美容・健康分野への期待はコ
ロナ禍で行き来がなくなったいまも高く、
海外へのビジネス展開を検討する企業は
多い。初日のイベント「日本のウエルネス
とビューティを今こそ海外へ」では、海
外進出企業の実例を交え、海外進出の
ヒントを探る。ジャパンブランドに関する
プログラムでは「ジャパンメイド・ビューティ 
アワード」授賞式とトークイベントが行わ
れる。今年 4 月に策定された「化粧品
産業ビジョン」をもとに、世界の中の日本

の化粧品産業の将来像について語る。

日本ならではのウエルネスを発信

　日本ならではのウエルネスを発信する
「J ウエルネス企画」では、今年 13 回目
を迎えるスパ＆ウエルネスシンポジウムに
おいて、環境省、林野庁、観光庁の各
担当者が地域の資源を活用した健康・
美容サービスについて紹介する。「ウエ
ルネスビジネスミーティング」では、ウエ
ルネスな街づくりを目指す別府市長の長
野恭紘氏がオンラインで出演。ウエルネ
スのある「暮らし」「街づくり」に取り組
む企業として、三菱地所やポーラ化成工
業が登壇。J ウエルネス振興会メンバー
によるセッションには中央大学大学院戦
力経営研究科教授の真野俊樹氏やバイ
オメディカルサイエンス研究会理事長の
瀬島俊介氏も参加する。

専門家によるセミナーやフォーカステーマ基調講演（B会場）

プロによる施術やエクササイズを実演（C会場）

シンポジウムやフォーラムなど人気のプログラムが続くメインステージ（A会場）

6
マッサージ後は肌表面

のジェルを湿らせたタ

オル（温または冷）で

丁寧に拭き取る。

5

顔全体に広げた後 10

分ほどマッサージをし

ながら皮膚に浸透させ

る。必要に応じて、指

を再度濡らし、ジェル

の潤滑を維持する。

4
ジェルに十分に精製水

を含ませたら、顔全体

に均等にジェルを塗布

する。

3
シートが透明になるまで

十分に精製水を含ませる。

シート状のジェルシートが

液体と混ざることにより潤

滑ジェルになる。ハケを使

うとジェルになりやすい。

2
精製水で濡らした場所

に「セラムマトリック

ス海藻 FDジェルシー

ト」を貼付する。

1
洗顔後「セラムマトリ

ックス海藻 FDジェル

シート」を貼付する箇

所を精製水等で濡らす。
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基調講演①「健康寿命の延伸に向けたヘルスケア産業の今後」  
経済産業省　商務・サービスグループ ヘルスケア産業課
専門官　福永 俊明
コロナ禍によりライフスタイルは大きく変化し、個人の健康意識の高まりが
みられた。ポストコロナ時代に目指すヘルスケア産業について、経済産業省
が進めるヘルスケア産業関連施策の狙いや近況を解説する。

基調講演②「“テクノロジー”と“感性”で次代の健康・美容を」
国立研究開発法人　理化学研究所情報統合本部
先端データサイエンスプロジェクト　
プロジェクトリーダー　桜田 一洋（理学博士）
いま健康・美容産業は、より「個別化」を目指し、一人ひとりの多様な「個性」
に着目する時代に向かっている。個性としての病気とは、個性としての健康・
美容とは何か。産業は何を提供できるか。「テクノロジー」と「感性」の融合
の可能性と期待について語る。

基調講演③
「ビューティ・ウエルネスと「幸せ」の関係」
慶応義塾大学大学院　システムデザイン・マネジメント研究科教授
ウェルビーイングリサーチセンター長　前野 隆司
世界のウエルネス産業は477兆円の大きな産業に成長している。ウエルネスは
身体や精神、社会が健康で安心な状態とされて「幸福」と密接に関係している。
「幸せ研究のいま」、「幸せの因子」、そして「幸せのものづくり」、「日本の魅力とは
何か」について話す。

日本のウエルネスとビューティを今こそ海外へ
独立行政法人　日本貿易振興機構　理事　北川 浩伸　
株式会社ヒューマンリソースコミュニケーションズ　代表取締役　春日 郁代　
株式会社ルネサンス 執行役員  海外事業推進部 部長 施設開発担当 RENAISSANCE VIETNAM INC.社長 大森 健司
日本の美容・健康分野への期待は大き
い。コロナ禍で交流が止まった今も、以
前の日本での“体験”を再現するサービ
スやプロダクトへのニーズは高い。海
外展開は日本への関心を高め、今後の
インバウンド強化にもつながる。最新
の海外進出事例からヒントを探る。

新しい長寿・グローバル時代の「健康・美容」を目指して

知っておくべき広告表現～美容・健康産業における
留意事項と問題事例
公益社団法人日本広告審査機構（JARO) 審査部
シニアコンサルタント ／消費生活相談員資格（国家資格）／
消費生活アドバイザー／消費生活専門相談員  山手織子
広告表示の審査を行うJARO担当者が「景表法」「薬機法」などの関連法規を基に化粧品、健康食
品、美容・健康機器、エステティックにおける問題事例を紹介し、適正な表示のポイントを解説す
る。ネット上の過剰表現や、新型コロナウイルス対策商品への注意点にもふれる。

新しい生活様式における温泉宿の進化と可能性
全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会 
シルバースター部会前部会長　中村 実彦   
温泉家/スプリングラボ合同会社　CEO　北出 恭子
新型コロナウイルス感染症の拡大により、旅行客のニー
ズや意識変化に対応すべく、温泉地でも新たなサービス
やビジネスモテルが誕生した。
転地しリアルに体感することで心身を癒す温泉宿ならで
はの魅力や、観光におけるデジタル活用の最新事例を紹
介する。

最適な目的別プロテイン摂取とは
東京皮膚科・形成外科品川院院長 アンチエイジング専門医　松宮 詩依
痩せすぎ、食の偏り、運動不足が危惧される一方で、自身のカラダや健康に意
識の高い層が増えてきた。プロテインフードが一般化されてきて、由来も種類
も豊富になっていることが顕著だ。プロテインの目的別選び方や最適な摂
取、理想のカラダ作りについて話す。

免疫と「睡眠」
東京疲労・睡眠クリニック院長　梶本 修身
睡眠が十分でなければ感染を起こしやすく、ウイルスに対する抗体産生能も
低下することが知られている。「睡眠」、「免疫」、そして「美容」は、「脳疲労」を
ハブとして密接に連関している。セミナーでは、免疫力と美容を高める睡眠法
と脳疲労回復の裏技を解説する。

21年4月、経済産業省は「化粧品産業ビジョン」を策定した。世界の中での日本の化粧品産業の
10年後、30年後を視野に課題や将来像を示す初めての
試みだ。ニューノーマル時代における日本の化粧品産業
のあり方、戦略について議論する。
【コーディネート】株式会社アイスタイル　取締役　山田 メユミ
ゲスト 国際商業出版株式会社 「国際商業」編集長  長谷川 隆

地域の魅力ある商材（食品・化粧品）を国内外に発信す
る「ジャパンメイド・ビューティ アワード」。ビューティ業
界のキーパーソンやバイヤーが審査し、エントリーアイテ
ムの中から2021年最優秀賞を決定する。エントリーアイ
テムは8月から公式HPで公開される。

専門B1 ▶ 10：40～11：30

専門B2 ▶ 11：50～12：40

フォーカスB5 ▶ 15：20～16：10

フォーカスB4 ▶ 14：10～15：00

第7回 ジャパンメイド・ビューティ アワード 記念プログラム
日本の魅力、地域の魅力をビューティに込めて！

地方創生シンポジウム「食品機能性表示に関する消費者
への情報提供、ヘルスリテラシー向上について」　　　　

一般社団法人食品産業協議会　会長　橋本 正史 
島根大学医学部附属病院 臨床研究センター　センター長・教授　大野 智　他
消費者への適切な情報提供を目的とする米国のDSHEA法
を参考に制定された機能性表示食品制度の運用において、
消費者のヘルスリテラシーの向上が重要。我が国では国の制
度に加えて北海道の「ヘルシーDo」をはじめ地域独自の食品
機能性表示に関する認定・認証制度があり、消費者への健康
情報の提供、ヘルスリテラシー向上に寄与しうるものと考え
る。それぞれの制度のあり方や考え方について議論する。

ステージA4 ▶ 14：30～15：20

女性ホルモンと加齢～免疫に及ぼす影響～
CIDESCO本部教育開発担当理事、
CIDESCO-NIPPON特別顧問　パメラ アドキンズ
「女性のホルモン分泌は複雑で、一生を通じて分泌量が変動するため、バラ
ンスを失いがちです。今回は、そのしくみについて触れながら、サロン現場で
の対処法をご説明いたします。また、マッサージはストレス緩和やホルモンの
バランス回復を助けます。実演として世界基準のフェイシャルマッサージをご
披露いたします」

ステージA3 ▶ 13：30～14：10

イベントステージ

第11回 ビューティ＆ウエルネスサミット   

◉事前申し込み優先

2021フォーカステーマ
基調講演  ◉事前申し込み優先◉事前申し込み優先

いま国内では、健康長寿時代に向けて予防のための「美容・健康」が注目され、海外からは今もな
お機能と信頼のジャパンビューティが期待されている。コロナ禍を経験し、我々は新たな健康志
向やグローバル化の時代への扉を開こうとしている。「AI」「幸福」といった新たな視点で、「美容・
健康」を考える機会としたい。

第一部

施術実演

記念トークイベント
「いまこそ世界に発信する日本ブランドとしてのビューティを考える」

アワード授賞式第二部

春日 郁代春日 郁代 大森 健司大森 健司北川 浩伸北川 浩伸

免疫

免疫と「栄養」
赤坂ファミリークリニック院長／東京大学医学部附属病院
小児科医　伊藤 明子
美容・健康サービスの根拠として役立つ知識を学ぶ。タンパク質、ビタミン
A,E,Dなどのビタミン類、鉄、亜鉛、銅などミネラル類など免疫細胞の強化に
は必須だがバランスよく摂取することが重要。免疫力を高める食事、食品、栄
養素について解説する。美肌・美髪にも言及。

フォーカスB3 ▶ 13：00～13：50 免疫

プロテイン

Jウエルネス企画

長谷川 隆長谷川 隆 山田 メユミ山田 メユミ

橋本 正史橋本 正史 大野 智大野 智

ステージA1 ▶ 10：20～12：00 第20回開催
記念講演

中村 実彦 北出 恭子 中村 実彦 北出 恭子

A会場

共催:食品機能性地方連絡会、アンチエイジングジャパン
協賛:一般社団法人北海道バイオ工業会、四国健康支援食品普及促進協議会

ステージA2 ▶ 12：20～13：10

ステージA5 ▶ 15：40～16：50

＜20回開催記念＞ 
全てのイベントセミナーの
聴講が無料！

専門セミナーB会場



2021フォーカステーマ「免疫」「フェムケア・フェムテック」「プロテイン」

免疫と「睡眠」
東京疲労・睡眠クリニック院長　
梶本 修身

9月13日（月） ▶ 14：10～15：00

免疫と「栄養」
赤坂ファミリークリニック院長／東京大学医
学部附属病院
小児科医　伊藤 明子

9月13日（月） ▶ 13：00～13：50

最適な目的別
プロテイン摂取とは
東京皮膚科・形成外科アンチエイジング専門医
松宮 詩依

9月13日（月） ▶ 15：20～16：10

フォーカステーマ基調講演B会場

9月14日（火） ▶ 14：10～15：00

女性の健康、フェムケアの
現状とこれから
tenrai株式会社 代表取締役 / 医師　
桐村 里紗

フェムテック最前線～市場分析
合同会社pilot boat　
代表社員　納富 隼平

9月14日（火） ▶ 13：00～13：50

プロテインを毎日の食事に
取り入れるための工夫
管理栄養士・（一社）日本ニュートリションフーズ協会　
代表理事　マリー 秋沢

9月14日（火） ▶ 15：20～16：10

免疫

フェムケア・
フェムテック

プロテイン
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第一衛材㈱

　「デリケート部分に触れるセンターシートはオーガニック
コットン 100％。さらにサイドガードは独自に開発した漏
れ防止機能付きコットン 100％を採用。吸収体は綿状パル
プをふんだんに使い、生
理中の私のお肌をふんわ
りやさしく包み込みます。
※ポリマー不使用」

㈱末廣屋 トロワボウテ

　「特許（特開 2019-118278）
で開発された特殊栽培のハ
ナビラタケを主成分に 10 年
の歳月を得て初の商品化、
女 性 の ゆ ら ぎ を 優 し くサ
ポートするサプリです。パッ
ケージ、カプセルもピンク
で食べやすく、優しくあな
たを支えます。」

■協賛企業  
ウィルファーム㈱

　「イタリアで開発された、世界初、男女兼用、１００％自
然植物由来、飲む育毛サプリ原料「ビュリクシール™」。世
界毛髪研究会議にて経口摂取による
育毛効果が発表され、写真撮影によ
る髪密度の検査では摂取後 6 か月で
83.3％の改善が確認され、被験者の
臨床的アンケート調査では同じく 6
か月後で 93％が結果に満足している
ことが確認しています。」

㈱ SAKITUE

　「ルナフル・フェミニン・カプセルは、ザクロ種子油を中
心に、野生ピスタチオなど
6 種のスーパーシードオイ
ルを厳選して配合した美容
オイルです。食べられる品
質の安全な原料だけを用い、
原料証明書が必要とされる
厳しい食品ラインの工場で
製造しています。」

㈱ eu-country

　「日本人がもつお茶文化に着目
し、毎日のティータイムをカラダ
を整えるビューティタイムにする
べく、しっかり体感できる機能性
食品ハーブティを企画しました。
良質な睡眠をとり免疫力をアップ
することでキレイをサポートしま
す。」

㈱共英

　「話題の CBD 成分を含んだ緩和
クリーム『TOTONOU CBD』が本
展示会でいよいよデビューしま
す。CBD（カンナビジオール）は
痛みの緩和、不眠や不安を和らげ
る効果がみられ年々需要が増加し
ています。私たちは CBD 先進国の
アメリカから高品質な CBD 商品、
化粧品を紹介します。」

ハリウッド㈱

　「転ばぬ先の新習慣で、毎日をもっと楽しくハツラツと。
老舗化粧品メーカーならではの視点でつ
くられた、健やかで若々しい体のための
美容系プロテイン。良質な 100% 植物性
タンパク質に加え、和漢植物やスーパー
フードなどの美容成分を配合し、筋肉や
美容などさまざまなアングルから健康を
サポート。
　体本来の力を助け、美しさを叶えます。」

㈱シルキースタイル

　「On de miu（オンドミュウ） はシルキースタイルが運営
する未病ケアサロン "On de" で集められた「温めと巡り」
に関する多くの女性の悩みを解決するフェムテックブラン
ド。On de miu ビューティーショーツは「温めと巡り」の
環境を整えながら、下着としての「美しさ」
も追求した、大人のための美温活インナーで
す。ずっと着けていたくなるほどの心地良さ
で「心と身体」を解放し、自由で美しいライ
フスタイルをサポートします。」

㈱ロベルテ

　「人体が持つ抗酸化防御力をブー
ストする SOD B® には酸化バランス
を維持する力が有ります ｡ 
　更に SOD B® は ､ 臨床試験でも効
果的な免疫反応やストレス緩和と疲
労回復における効果が実証されてお
り ､ 感染症に感染後も ､ 回復に寄与
しています ｡」

第6回ジャパンメイド・ビューティ アワード受賞製品（前年実績）

発酵のちから 
糀入りもちもち玄米
キッコーマンこころダイニング㈱
（宮城県）

インナービューティ

築野食品工業㈱
（和歌山県）

イナホ ディープモイスチャー
クレンジングオイル
イナホ ディープモイスチャー
クレンジングオイル

コスメティック インナービューティ

タグボート㈱
（青森県）

エネチャージようかん
ビューティ
エネチャージようかん
ビューティ

インナービューティ

㈱しじみちゃん本舗
（青森県）

あおもりＰＧドリンク
ベル・アンジュ
あおもりＰＧドリンク
ベル・アンジュ

インナービューティ

㈱ファイブワン
（和歌山県）

働くじゃばら+
お米由来の
乳酸菌K-2

働くじゃばら+
お米由来の
乳酸菌K-2十六穀でつくった

麹あま酒PLUS
十六穀でつくった
麹あま酒PLUS
菊水酒造㈱（新潟県）菊水酒造㈱（新潟県）

インナービューティ

最優秀賞

優秀賞

審査員賞

地域の魅力をビューティ（食品・化粧品）に
込めて。日本ブランドを国内外に発信！
　ダイエット＆ビューティーフェア（アンチ
エイジングジャパン／スパ&ウエルネス
ジャパン）内で併催されるジャパンメイド・
ビューティ アワードは、今年で7回目とな
る。2015年に「ご当地から全国へ、世
界へ」をスローガンに、美容・健康業界
の一線で活躍するバイヤーを審査員に
迎え、全国に眠る魅力ある美容・健康商
材を発掘し、“ジャパンビューティ”として
全国、そして世界へと発信することを目

的にスタートし、これまでに170を超える
地域発のアイテムが会場をにぎわせ、バ
イヤーの注目を集めた。受賞製品はメ
ディアへの露出や百貨店のポップアッ
プブースへの展示などへの展開実績を
持つ。
　今年も地域ならではの多彩なアイテ
ムがエントリーしている。（※P20 関連
ページ）

フェムケア・
フェムテック ブース番号A-110 ブース番号A-251

ブース番号A-256

ブース番号A-303 ブース番号A-171 ブース番号A-253

ブース番号A-249ブース番号A-347

ブース番号A-250免疫 フェムケア・
フェムテック

フェムケア・
フェムテック

フェムケア・
フェムテック

フェムケア・
フェムテック プロテイン

免疫 免疫




