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株式会社アイスタイル（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：吉松 徹郎、証券コード：3660、以下 アイスタイル）は、コロ

ナショックによって巻き起こされた未曾有の事態を乗り越えるべく、美容業界に関わり働く方々に向けたエールを送ろうと、美容業界

をリードする各社に呼びかけ、これにご賛同いただいた 70 社超（※）のトップより直筆のメッセージをいただきました。 

（※）6 月 10 日現在、今後随時追加予定 
 

メッセージは各社トップの皆さまから直筆でいただきました。 

画像をクリックすると、PDF で詳細をご覧いただけます。 

      

コロナショックにより、「メイク」「ヘア」「エステ」「ネイル」「化粧品」を生業とする美容業界も多くの影響を受けています。密とされ

る対面接客、タッチアップによる濃厚接触、そして店舗の臨時休業に伴う雇用不安などです。 

そのような中ですが、豊かさの象徴である日本の美容が息を吹き返すことを信じたいと思い、大切な社員と仲間をはじめ、会社の垣根

を超えて、最前線で活躍する美容業界人へ向け、70 社超のトップからの強いメッセージでエールを送りたいと考え、本プロジェクトを

発足しました。 

美容業界を代表する錚々たる皆さまからの熱いエールが、多くの最前線で働く皆さまに届き、少しでも心の支えになればと願っていま

す。 

 

 

【メッセージをいただいた皆様】 
※社名五十音順、敬称略 

※6 月 10 日現在 
 

・株式会社アート・カンパニー 代表取締役 藤井健 

・株式会社 RT 代表取締役社長 山本晋爾 

・アヴァンセ株式会社 代表取締役社長 八木奨二 

・株式会社アテニア 代表取締役社長 斎藤智子 

・株式会社アトリエはるか 代表取締役 西原良子 

・株式会社アピッシュ 代表取締役社長 坂巻哲也 

・株式会社アルビオン 代表取締役社長 小林章一 

 

https://www.istyle.co.jp/File/202005messages.pdf
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・ELC ジャパン株式会社 代表取締役社長 マシュー・グラウドン 

・株式会社石澤研究所 代表取締役 石澤紀幸 

・株式会社伊勢半 代表取締役社長 澤田晴子 

・株式会社井田ラボラトリーズ 代表取締役社長 井田仁幸 

・株式会社井田両国堂 取締役社長 井田隆雄 

・株式会社イプサ 代表取締役社長 小田淳 

・有限会社ウィスタリアフィールド 代表取締役社長 藤田善洋 

・株式会社ヴェルジェ 代表取締役社長 貫井弘隆 

・株式会社ウカ 代表取締役社長 渡邉弘幸 

・株式会社エイト 代表取締役 藤井卓也 

・株式会社エキップ 代表取締役社長 前澤洋介 

・SPC GLOBAL 第 30 代理事長 沢田圭司 

・株式会社エテュセ 代表取締役社長  宮澤雅之 

・株式会社エトヴォス 代表取締役 尾川ひふみ 

・株式会社エヌ・アイ・シー 代表取締役会長・CEO 池宮克実 

・株式会社 M.SLASH HD 代表取締役 岸井貞志 

・LVMH モエ ヘネシー・ルイヴィトン・ジャパン株式会社 代表取締役社長 ノルベール・ルレ 

・大島椿株式会社 代表取締役社長 岡田一郎 

・オルビス株式会社 代表取締役社長 小林琢磨 

・株式会社 GARDEN 代表取締役 須崎勝巳 

・花王株式会社 代表取締役 社長執行役員 澤田道隆 

・株式会社カネボウ化粧品 代表取締役 社長執行役員 村上由泰 

・KINOSHITA GAIEN EAST STREET 代表取締役社長 木下裕章 

・牛乳石鹸共進社株式会社本社 代表取締役社長 宮崎悌二 

・キュービーネットホールディングス株式会社 代表取締役社長 北野泰男 

・株式会社クラブコスメチックス 代表取締役社長 中山ユカリ 

・株式会社ケンジ 代表取締役会長 本多義久  

・株式会社コージー本舗 代表取締役社長 小林義典 

・株式会社コーセー 代表取締役社長 小林一俊 

・株式会社 KOGAO 代表取締役 兼國治郎 

・株式会社コンヴァノ 代表取締役社長・CEO 壷井成仁 

・株式会社再春館製薬所 代表取締役社長 西川正明 

・CMA mash 株式会社 代表取締役社長 三石寛 

・株式会社資生堂 代表取締役 社長 兼 CEO 魚谷雅彦 

・新日本製薬株式会社 代表取締役社長 後藤孝洋 

・株式会社生活の木 代表取締役社長 重永忠 

・株式会社大国屋 常務取締役 川島修身 

・株式会社タカミ 代表取締役 岡村雄嗣 

・ダッシングディバインターナショナル株式会社 代表取締役 池田麻季 

・株式会社ダブ 代表取締役 八木岡聡 

・株式会社ディー・アップ 代表取締役 坂井満 

・株式会社 Diva 代表取締役 田邊みほ 

・日本ロレアル株式会社 代表取締役社長 ジェローム・ブリュア 

・株式会社ネイチャーズウェイ 代表取締役社長 萩原 吉晃 

・株式会社ノンストレス 代表取締役 坂野尚子 

・ハリウッド株式会社 代表取締役社長 牛山大輔 

・株式会社芭里絵 代表取締役 岡本丈男 

・パルファン·クリスチャン·ディオール·ジャポン株式会社 代表取締役社長 オリヴィエ・トゥブル 

・株式会社ビジック 代表取締役社長 小田中豊治 

・ヒノキ新薬株式会社 取締役社長 阿部武彦 

・株式会社ファンケル 代表取締役 社長執行役員 CEO 島田和幸 

・株式会社フィッツコーポレーション 代表取締役社長 富樫康博 

・株式会社フレア 代表取締役 西原實 

・株式会社プロラボ ホールディングス 代表取締役 CEO 佐々木 広行 

・ベアエッセンシャル株式会社 代表取締役 大場尊文 

・Hair Life INABA 代表取締役社長 稲葉孝博 

・株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 代表取締役社長 鈴木郷史 

・株式会社マッシュホールディングス 代表取締役社長 近藤広幸 

・株式会社 MICHI グループ 代表取締役 松野史恵 

・株式会社 MINX World 代表取締役 髙橋マサトモ 

・株式会社ヤマノホールディングス 代表取締役社長 山野義友 

・株式会社友美 代表取締役 木村友徳 

・レイフィールド株式会社 代表取締役社長 糸川芳和 
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・株式会社レスイズモア 代表取締役会長 西村徹也 

・レブロン株式会社 代表取締役社長 菅野沙織 

・株式会社アイスタイル 代表取締役社長 兼 CEO 吉松徹郎 
 

編集協力/ 株式会社ガモウ、株式会社コスモ 

◆お問合せ◆  株式会社アイスタイル コーポレートコミュニケーション室  TEL：03-5575-1286 FAX：03-5575-1261  Email: istyle-press@istyle.co.jp 

【株式会社アイスタイル 会社概要】   http://www.istyle.co.jp   東証一部・コード番号 3660 

▌ 所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階 

▌ 設 立：1999 年 7 月 27 日 

▌ 資本金：36 億４,700 万円 

▌ 代表者：代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 吉松 徹郎 

▌ 事業内容：美容系総合ポータルサイト@cosme の企画・運営、関連広告サービスの提供 
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