
参加企業一覧　　　香港美容コスメ・サロン関連バイヤーズ商談会

01 Lin Sum Ltd.

スキンケア、アートメイク、皮膚炎の治療に専門している美容院。
お客様の肌の悩みに合わせた美容ケアを提案し、これまで10,000名
以上の方にエステやアートメイクの美容サービスを提供している。

取扱商品: スキンケア製品、
　　　　  ニキビ治療薬、
                   アートメイク、  　 　
　　　　  スキントリートメント
従業員数: 3名

商談希望
・日本企業からの製品購入
・日本の代理店・販売会社契約
・製造受注

02 Choi Fung Hong Co, Ltd.

ISO9001取得の香港最大のパーソナルケア、スキンケアブランド。
欧米を始め世界中にクライアントを持つメーカーで、ベビーバス
アメニティ、スキンケア製品、ヘアケア製品、美容サロン機器、
サウナ/スパ用品などの幅広い製品を取り扱っている。

設立: 1995年
取扱商品: スキンケア製品、
　　　　　パーソナルケア製品、
　　　　　美容サロン機器　
従業員数: 約200名

商談希望
・日本企業からの製品購入
・製造受注

http://www.lanfanshai.com.hk http://www.choi-fung.com

04 Ingrid Millet Ltd.

フランスの美容家が創業し、アンチエイジングに特化した美容医療
サービスを提供している国際的企業。カスタムメイドのトリート
メントを提供し、トータルビューティを支援している。

設立: 1986年
取扱商品: アロマ、美容製品、
                   スキンケア製品
従業員数: 1,000名以上

商談希望
・日本企業からの製品購入
・製造受注

http://www.ingridmillet.com.hk

05 Phoenix Group International Ltd.

高品質のエステ器具を製造し、アフターサービスとして丁寧な
アドバイスやメンテナンスを提供している。エステ業界や医療
のプロに最高品質の美容器具を提供しているメーカー。

取扱商品: 美容器具、
                   美容品

商談希望
・日本企業からの製品購入
・製造受注
・輸出業者

06 Nu Derma Ltd.

肌を健康で綺麗にすることを常に目指し、お客様に合わせたケア
と美容製品、誠心誠意心を込めたトリートメントを提供している。

設立:  2010年
取扱商品: スキンケア製品、
　　　　  エステ
従業員数: 50名

商談希望
・日本企業からの製品購入
・輸出業者

http://www.phoenixgroup.com.hk

03 Adore Beauty Group Ltd.

高品質な技術を提供しているサロン。美容器具は国際的基準で、
美容師も国際的資格を有している。カウンセリングに時間をかけ、
心のこもった適切なトリートメントを提供している。

取扱商品: エステ、
                   美容品

商談希望
・日本企業からの製品購入
・製造受注
・日本の代理店・販売会社契約

http://www.facebook.com/adorebeautye

http://www.nuderma.com.hk



11 Yau Bon Chemical Manufacturing Co, Ltd.
香港と海外に多くのクライアントを持ち、パーソナルケア製品
の開発と販売を行っているISO9001取得のメーカー。主にフェイス
ケア商品、基礎化粧品、ヘアケア商品を取り扱っている。

07 Rejeune Merdian & Cosmetology Institute

中国医学に基づいた経絡、陰陽五行、漢方などを組みあわせた経絡
美容を教えている美容の総合教育機関。経絡美容は、これからの
美容産業を牽引していくと信じている。

設立: 2008年
取扱商品:  エステ、　　　　　
　　　　   スキンケア製品

商談希望
・日本企業からの製品購入
・製造受注
・輸出業者

08 Grandway International Education Ltd.

女性の健康にフォーカスした数々のトリートメントを学べる教育
機関。妊婦の産後ケアやブレストヘルスなどのコースだけでは
なく、アートメイクやまつ毛エクステのコースも開講している。

設立: 2014年
取扱商品: 美容製品、
　　　　  ボディケア製品、
　　　　  妊娠マッサージ
従業員数: 8名

商談希望
・製造受注
・共同研究・技術提携
・日本企業からの製品購入

http://www.rejeuneschool.com http://www.grandwaycourse.com

09 H’om Yoga

ストレッチ系ヨガ、ピラティス、妊婦ヨガなど様々なクラスを
開催しているヨガスタジオ。特に、ハンモックを使うことで身体
への負担を減らすエアリアルヨガに力を入れている。

設立: 2017年
取扱商品: ヨガ（用品） 

商談希望
・日本企業からの製品購入
・製造受注
・輸出業者

10 Keiza International Ltd.

高品質なスキンケア商品、化粧品、オーラルケア製品、自然食品
などを輸入販売しているサプライヤー。特にオーラルケア製品に
は定評があり、ホワイトニング、虫歯予防、ベイビー用歯磨き粉
など、安心安全な製品を取り扱っている。

設立: 2003年
取扱商品: 健康器具、自然食品、
　　　　  スキンケア商品、化粧品、   
　　　　  オーラルケア製品、
従業員数: 約500名

商談希望
・日本企業からの製品購入
・製造受注
・日本の代理店・販売会社契約
http://www.keiza.co/KEIZA.CO

13 Fabulous Treasure Ltd.
スキンケア商品や美容品を取り扱い販売しているサプライヤー。
消費者が購入しやすい価格で高品質な製品を提供することを企業
ミッションとしている。

設立: 2014年
取扱商品: 化粧品、美容製品、
　　　　   スキンケア製品
従業員数: 10名

商談希望
・日本企業からの製品購入
・製造受注
・輸出業者

12 Inspring Art Workshop Company

美容製品、メイクアップサービスを提供している。
美容・コスメ製品のメーカー及びセラーと商談希望。

設立: 2016年 
取扱商品: 美容製品、化粧品、
　　　　 メイクアップサービス

商談希望
・日本企業からの製品購入
・製造受注
・日本の代理店・販売会社契約

設立: 1995年
取扱商品: スキンケア製品、
　　　　　パーソナルケア製品、　　　　　
                     化粧品
従業員数: 約200名

商談希望
・日本企業からの製品購入
・製造受注

設立: 2018年
取扱商品: 健康製品、美容品、
　　　　  サプリメント
　　　　

商談希望
・日本企業からの製品購入
・製造受注
・日本の代理店・販売会社契約

オンライン店舗と実店舗で美容品を販売している。健康に特化した
製品やサプリメントを世界中から輸入販売し、今後は「健康」
「養生」をテーマとした自社製品の開発に注力していく。

14 IF
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15 1010 Asia Ltd.

設立: 2000年
取扱商品: 健康製品、ヘア製品、
　　　　  パーソナルケア製品
従業員数: 10名

商談希望
・製造受注
・日本の代理店・販売会社契約
・日本企業からの製品購入

パーソナルケアー製品、美容・ヘルスケア製品を取り扱っている。 
今回の商談会は特に画像のようなヘアケア製品、染毛用品の提供
先となる企業との商談を希望。
・白髪染めシャンプー（天然染料）        ・天然由来の染毛剤
・天然由来のヘアクリーム　　　　　・ユアンソープ




