
イ国工業大臣アチャカー・シブン
ルアン氏（　　　　　　　）が出席・
挨拶。国を挙げての重要なイベン
トであることを示した。アジアだ
けでなく全世界から 16 カ国、195
の企業・団体が出展し、来場者数
も 1 万人以上と盛況の 3 日間だっ
た。中でも 11 社が集結した日本

　9 月 24 日 か ら 26 日 ま で の 3
日間、タイの首都バンコク郊外
の Impact Exhibition Center で 

「Beyond Beauty Asean Bangkok 
2015」が開催された。
　同イベントはアジア最大級の美
容イベントで、今回が第 2 回目。
オープニングセレモニーには、タ

ブースには来場者が絶えることな
く、「MADE IN JAPAN」 の 技
術に足を止め、真剣な眼差しで商
品説明を聞く姿が見られた。同イ
ベントは日本企業にとって、アジ
アや世界に日本の技術をアピール
する絶好の機会となった。

　　　　　　【2 面につづく】
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日本の高い美容技術と信用を求める来場者で大盛況の3日間

Beyond Beauty Asean Bangkok 2015 report

「MADE IN JAPAN」を世界にアピール
ビヨンドビューティー アセアン バンコク 2015 開催

▲セミナー会場でエステの技術を披露する
舟津真里さん。セミナー後、高い技術を一
度体験しようと、ブースに人が押し寄せた。

盛大に行われたオープニングセレモニー。
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www.aaaa.or.jp

会員募集中！！

医療と美容の融合を目指して─

出展企業に聞く「Beyond Beauty Asean Bangkok2015」総括
掲載：50 音順

株式会社　ARTISTIC&CO.

　今回の出展を通じて、日本の技術の素晴
らしさや、日本の良い物を伝えていけたら
良いと思いました。それはこちら、タイの
の方々も理解していらっしゃるようで、日
本のブースには、どこよりも多くの来場者
がいらっしゃいます。ただし、今回の出展
企業は 11 社と、韓国や中国などのブース
と比べるとまだまだ少ないので、もっとも
っと多くの企業が今後参加することによっ
て、日本の技術「メイド・イン・ジャパン」
の素晴らしさを伝えていけるのではないか
と思います。

代表取締役社長　近藤 英樹氏
株式会社　ウイルエー

　これから来る国際社会に際して、美容業
界はどちらかというと遅れているように感
じます。そこで先陣を切って我々が開拓で
きれば良いと感じています。今回の出展は、
タイを拠点にした国際的な商品の流れを作
ることができたらと思ったためです。この
イベントで、代理店になりたいという多く
のお話をいただき、とても嬉しく思ってい
ます。と同時に今後の課題としては、貿易
に関する許認可の点や信頼できるパートナ
ーづくりをするため、人脈や仕組みづくり
を構築することだと思います。

代表取締役社長　中野 修司氏

株式会社　グローリー・インターナショナル

　このイベントで日本の 〝発酵〟というも
のを、海外に広めることができれば良いと
思い出展しました。まだタイの市場では、
酵素や機能性食品といったものは一般的な
認知度があまりないので、普及活動と同時
に販売活動も行うことができればと思いま
す。今後の課題としては、輸入に関する許
認可の問題をクリアーし、どれだけスムー
ズに商品を卸すことができるのか、ビジネ
スのスピード感を持って取り組む事が必要
だと思います。

海外事業部　岩本 香奈弥氏
営業部　細川 千草氏

株式会社　シャリオン

　日本でホワイトニングはブームですが、
アジアではまだまだです。しかし潜在的な
需要は多くあり、これからますます広がる
市場だと思っています。今回タイで出展す
るというチャンスをいただいたので、一台
でも多くこの機械を使っていただけるよう
になれば良いと思います。さすがタイは国
際的な場所ですね。先ほどはアフリカの方
が興味を持っていらっしゃいました。様々
な方々の要望にお応えするため、今後は各
国の輸入許認可に関する知識や経験を増や
すべきだと思いました。

代表取締役社長　角田 哲平氏

株式会社　ドクターズキッツ

　日本の企業 11 社がまとまり、日本ブー
スを形成したことで、来場者の多くがここ
に足を運んでいただけて、とても嬉しく感
じています。これも日本の技術の高さと信
用の証だと思います。開催前までは、言葉
の面で、コミュニュケーションが上手くい
くかどうかが心配でした。しかし、開催さ
れてしまえばそんな心配事は一掃され、素
敵な出会いや出来事がたくさんあったよう
に感じます。考えるよりまず行動。今年だ
けではなく、来年、再来年と継続して今後
は出展していきたいと考えています。

代表取締役社長　伏川 亜利子氏
株式会社　ビタサロン ジュジュ

　今回は、海外での出展が初めてなので、
日本とどのように違うのかを確かめるとい
うのが目的でした。日本の良い物を海外の
方に提供し、海外の良い物を吸収し日本に
持ち帰ることができたらと思います。今回
感じたのは、国が違えば売れるものも違う
ということでした。エステに関していえば、
タイの人は化粧品やハンド技術が好きなよ
うで、マシーンに関してはまだまだのよう
です。そこで今後は、マシーンを融合した
エステの技術を、タイで提供することがで
きたら素晴らしいと思いました。

代表取締役社長　田邊 裕美子氏
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健康ジャーナル、美容エステジャーナル
ビューティーワールドジャパンウエスト2015

に出展します！

お近くにお越しの際には、是非お立ち寄りください。

【開催期間
】

2015年

10月19日（
月）

～10月21日
（水）
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株式会社　美 vace

　今回は、日本の代表として、日本が持つ
ホスピタリティーやハンドによるフェイ
シャルトリートメントの素晴らしさを伝
えることができればと思い出展しました。
タイの方の反響はとてもあり、みなさん

「GOOD!」といって、ものすごく喜んでい
ただいけました。ただ課題としては、コミ
ュニケーションをとるために、もっと言葉
を勉強しなければいけないと痛感しまし
た。そうすることにより、話もスムーズに
でき、より良いトリートメントを提供でき
るのではないかと思いました。

代表取締役社長　舟津 真里氏
株式会社　ブレッター

　海外での出展ということでは今回が初め
ての試みでした。そのため全てが手探りの
状態で、装飾（ブースの魅せ方）などの点
でもう少し「こうすれば良かった」などと
いった課題は残りました。しかし、タイの
方々の反応が想像していた以上で、とても
良いので満足しています。このイベント
で、たくさんのタイの方に商品を使ってい
ただきたいと思いましたので、今後は輸入
許認可に関する勉強を本格的に始め、スム
ーズにビジネスを展開できればと考えてい
ます。

代表取締役社長　栗本 一彦氏

有限会社　ベネコミュニケーションズ

　日本ではほぼ浸透している「水素水」で
すが、まだまだアジアでの認知度は低いよ
うです。そのために水素水を飲むことで美
しくなり、健康になるということをアジア
の方々、そして世界の方々に伝えていけれ
ばと思います。「水素水」の認知度が思っ
たよりも低いため、説明をする必要がある
のですが、そこには言葉の壁があるように
感じます。しかしタイの美に対する意識と

「メイド・イン・ジャパン」への信用を予
想以上に感じましたので、容易に克服でき
るのではないかと思います。

代表取締役社長　細谷 智子氏
注目トピックス

World Spa & Well-being Convention 2015 同時開催

日本のカリスマエステティシャン 2 名がテクニックを披露！ 日本でも大人気の WAXxxx が出展

　9 月 24 日「World Spa & Well-
being Convention」が「Beyond 
Beauty Asean Bangkok 2015」
と同時開催された。同イベントは
今回が第 5 回目で、タイをはじめ
インド、インドネシア、中国、フ
ランスなどから 100 以上のスパ
関連企業や団体が出展した。
　写真は開催セレモニーで挨拶
する、タイスパ協会会長の Krod 
Rajanastien氏（　　　　   　　）。

　メインステージでは、日本のカリスマエステティシャン 2 名によるデモンストレーションが行
われ、日本のエステの高い技術と、細やかなおもてなしの心をタイの人々にアピールした。
　初日の 9 月 24 日には、2014 年の第 4 回エステティックグランプリにおいて「フェイシャル
技術部門グランプリ」を獲得した舟津真里氏が登壇し、「Mari Method」 を披露。リズミカルな
手の動きと施術後の結果に、会場一同が驚愕の声を上げる場面も。デモンストレーション終了後
は、至上の施術を一度体験しようと、多くの来場者が「美 vace」ブースに押し寄せた。
　続いて 2 日目の 9 月 25 日には、本紙連載でもお馴染みの服部恵氏が登壇し、「美筋形成トリ
ートメント」を披露。〝過ぎる美学〟をタイから世界に発信した。　
　写真左は舟津真理氏、右は服部恵氏。

　従来のワックス脱毛とは異なり、肌ケアもできると日本
でも話題の「WAXxxx」（トリプルワックス）。「Beyond 
Beauty Asean Bangkok 2015」にはシンガポールの企業
として出展していた。タイ国内のエステサロンでも最近は脱
毛への需要が高まってきているようで、同社のポスターも街
中のサロンで多く見かける。日本だけでなく全世界に広がり
をみせる「WAXxxx」の今後から目が離せない。

こ こ で は Beyond Beauty Asean Bangkok 2015
開催期間中にあった注目のニュースを紹介。


