
 

  

報道関係者各位                                                        2012 年 11 月 8 日 

 

 

 

日本最大のコスメ・美容の総合サイト＠ｃｏｓｍｅがおくるアジア最大級のビューティエンターテインメント 

『『『『BEAUTY STYLE COLLECTION by BEAUTY STYLE COLLECTION by BEAUTY STYLE COLLECTION by BEAUTY STYLE COLLECTION by ＠ｃｏｓｍｅ＠ｃｏｓｍｅ＠ｃｏｓｍｅ＠ｃｏｓｍｅ 2012 2012 2012 2012』』』』    開催開催開催開催        

「「「「2012201220122012 年年年年＠ｃｏｓｍｅ＠ｃｏｓｍｅ＠ｃｏｓｍｅ＠ｃｏｓｍｅベストコスメベストコスメベストコスメベストコスメ大賞大賞大賞大賞」」」」    「「「「2012201220122012 年年年年ベストビューティストアワードベストビューティストアワードベストビューティストアワードベストビューティストアワード」」」」もももも当日当日当日当日発表発表発表発表!!!!!!!!        
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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）は、2012 年 12 月 8 日（土）に、

『BEAUTY STYLE COLLECTION by ＠ｃｏｓｍｅ 2012』を東京ビッグサイトにて開催いたします。 

■■■■17171717 社社社社 30303030 ブランドブランドブランドブランドがががが集集集集うううう美容業界最大美容業界最大美容業界最大美容業界最大級級級級ののののイイイイベントベントベントベント！！！！最新最新最新最新ののののビューティトレンドビューティトレンドビューティトレンドビューティトレンドととととエンターテインメントエンターテインメントエンターテインメントエンターテインメントがががが大集結大集結大集結大集結    

『BEAUTY STYLE COLLECTION by ＠ｃｏｓｍｅ 2012』は、「来て」「見て」

「感じる」アジア最大級のビューティエンターテインメントです。今回初の

開催となる本イベントは、＠ｃｏｓｍｅユーザーを中心とした美容感度の高

い女性を中心に約 15,000 人の動員を見込んでおり、女性のライフスタイ

ルを取り巻く国内外の化粧品や美容メーカー17 社、30 ブランドが参加い

たします。2012 年話題になったアイテムや来年のトレンド予測など、今

最も注目するべきコスメ＆ビューティの情報が一堂に集結、またファッシ

ョンや音楽、エンターテインメントなど、女性がキレイを楽しみ、最新のビ 

ューティトレンドを体感できる美の祭典です。 

■■■■アンバサダーアンバサダーアンバサダーアンバサダーにはにはにはには優木優木優木優木まおみまおみまおみまおみがががが就任就任就任就任！！！！    

豪華出演者豪華出演者豪華出演者豪華出演者がががが登場登場登場登場するするするするステージステージステージステージ、、、、最新最新最新最新コスメコスメコスメコスメなどなどなどなどコンテンツコンテンツコンテンツコンテンツをををを展開展開展開展開！！！！    

 等身大のユーザーの代表として、イベントの PR 活動を展開する『アンバサダー』には、 

優木まおみが就任。イベント当日は、MC を務め、さまざまなコンテンツを展開します。 

 

《主なイベント内容》 

◆来年のビューティを予測する「ビューティスタイルショー」&豪華「アーティストライブ」  

イベントのメインとなるステージショーでは、 アンバサダーの優木まおみをはじめ、あびる優、

佐藤かよ、南明奈など人気のモデルやタレントが登場し、2013 年のトレンドを取り入れたヘア

やメイク、ファッションなどのトータルビューティを提案する「ビューティスタイルショー」をはじめ、

人気アーティストによる「音楽ライブ」など、最新エンターテインメント要素とビューティのトレンド

を盛り込んだステージを展開。さらに参加ブランドによる、美容業界のプロフェッショナルや豪

華ゲストが登場するプログラムを実施します。 

◆2012 年を総括する 2 大ビューティアワード！！ 

 毎年恒例の「2012 年＠ｃｏｓｍｅベストコスメ大賞」と、新設「2012 年ベストビューティストアワード」も同時発表 

 「＠ｃｏｓｍｅベストコスメ大賞」は、実際に化粧品を使用したメンバーから＠ｃｏｓｍｅホームページに一年間に投稿された約

100 万件のクチコミを元に集計し、人気を集めた商品をランキング形式で表彰する、毎年恒例のコスメ＆ビューティ業界大注

目のアワードです。今年は本イベントにて、皆様に発表します。また今年より「2012 年ベストビューティストアワード」を新たに

新設します。このアワードは“様々な分野で活躍する人の中で、今年最も美しく輝いていた方”を表彰するもので、女優やタレ

ント、モデルなど、各界で活躍された方より選出し発表いたします。 

 また、今回のイベントでは、来場者（V.I.P.）が利用したコイン・ポイント相当の金額を、日本赤十字社を通じて東日本大震災・

被災地へ寄付をするなど、被災地支援にも目を向けてまいります。 

その他にも様々な企画を予定、詳細は今後順次公式サイト（http://bsc.cosme.net/）等で発表します。 

アイスタイルは、今後も、生活者中心の市場の創造に邁進し、国内およびアジアを中心とした世界へ向け、化粧品・美容業界

に寄与すべく事業を展開してまいります。 

【アンバサダー】優木まおみ 

※会場イメージ 



 

  

        

【【【【BEBEBEBEAAAAUTY STYLE COLLECTION byUTY STYLE COLLECTION byUTY STYLE COLLECTION byUTY STYLE COLLECTION by    ＠ｃｏｓｍｅ＠ｃｏｓｍｅ＠ｃｏｓｍｅ＠ｃｏｓｍｅ 2012 2012 2012 2012』』』』    開催概要開催概要開催概要開催概要】】】】    

■名称  BEAUTY STYLE COLLECTION by＠ｃｏｓｍｅ 2012  

■開催日  2012 年 12 月 8 日（土） 

  9：30～ 「2012 年＠ｃｏｓｍｅベストコスメ大賞」、「2012 年ベストビューティストアワード」授賞式 

   ※プレス、一部の特別招待者のみ入場可能  

   ※プレスの皆様へは後日取材案内状をお送りします 

  11：30～ 一般オープン（11：00～受付開始） 

   ・ステージショー 

   ・ブース展開 

   ・アーティストライブ 他 

  20：30   終了予定  

■会場  東京ビッグサイト 東 5 ホール 

■予定動員数 約 15,000 人 

■入場料  無料    ※＠ｃｏｓｍｅメンバー登録、かつイベント申込への事前登録が必須です。 

■参加ブランド エスト / ESPRIQUE / エリクシール / erbaviva / ＡＱ ミリオリティ / Obagi / オーブクチュール /  

  john masters organics / SINN / ソフィーナ クッション泡洗顔料 / ソフィーナボーテ /  

  肌極 はだきわみ / 肌研極潤パーフェクトゲル / プリマヴィスタ / マキアージュ / 蜜まめ / 

  雪ごこち / ロリエエフ / アルビオン / アンファー / イグニス / エテュセ / 大島椿 /  

  シェルクルール化粧品 / Za / D.U.P EYELASHES / M・A・C / ラヴーシュカ / ランコム / リサージ 

  ※計 30 ブランド 

■出演者  優木まおみ （BEAUTY STYLE COLLECTION by ＠ｃｏｓｍｅ 2012 アンバサダー） 

  あびる優、佐藤かよ、南明奈 他 ※50 音順 

■主催  株式会社アイスタイル、BEAUTY STYLE COLLECTION 実行委員会、 

  2012 年＠ｃｏｓｍｅ ベストコスメ大賞認定委員会 

■イベント公式サイト http://bsc.cosme.net/ 

【＠ｃｏｓｍｅメンバー登録方法】 

BEAUTY STYLE COLLECTION by＠ｃｏｓｍｅ 2012 オフィシャルサイト、もしくは＠ｃｏｓｍｅホームページより登録できます。 

【V.I.P.登録方法】 

①12 月 8 日までに＠ｃｏｓｍｅプレミアム会員に新規登録いただくと、V.I.P 特典を受けられます。. 

②＠ｃｏｓｍｅメンバーに登録後、ビューティコイン（3000C）またはショッピングポイント（300P）を使って登録できます。 なお、利

用されたコイン・ポイント相当の金額を、日本赤十字社を通じて東日本大震災・被災地へ寄付をします。 

 

※ イベント内容に関する詳細は、今後順次発表予定です。 

※ この情報は 11 月 8 日時点の情報となります。詳細に変更が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

 

＜＠ｃｏｓｍｅ（アットコスメ）とは＞ 

国内外 2 万 4000 ブランド・商品数 21 万点のデータベースと、クチコミ検索機能や新製品情報などのコンテンツを備えた、日本最大の化粧品・

美容の総合サイトです。月間訪問者は約 660 万人（全デバイス含む）、月間ページビュー数は、2.3 億ＰＶ以上（2012 年 9 月現在）。サイトのオ

ープン以来、会員数・クチコミ件数・ページビュー数ともに飛躍的に伸びており、すでにクチコミ投稿数が 1,000 万件を突破しております。 

【【【【株式会社株式会社株式会社株式会社アイスタイルアイスタイルアイスタイルアイスタイル    会社概要会社概要会社概要会社概要】】】】            http://www.istyle.co.jp 東証マザーズ・コード番号 3660 

◆所在地： 〒107－0062 東京都港区南青山一丁目 26 番 1 号  

◆設 立： 1999 年 7 月 27 日 

◆資本金： 9 億 2,363 万円 

◆代表者： 代表取締役社長 兼 ＣＥＯ  吉松 徹郎 

◆事業内容： 化粧品のクチコミサイト＠ｃｏｓｍｅ(アットコスメ)の企画・運営、 

  関連広告サービス、マーケティング・リサーチサービスの提供 

 ◆お問合せ◆ 株式会社アイスタイル 経営管理部 広報担当 

 TEL：03-5785-8902 FAX：03-5785-8906   Email: istyle-press＠istyle.co.jp 


