
報道関係者各位 

 

PressRelase 

2022年 10月 31日 
ブランド初進出 モンゴルの首都ウランバートルにて日・蒙国交50周年を記念とした 
POP UP イベント「CARAVAN FROM JAPAN」に11月1日～11月3日の期間限定 出店  
              北米（アメリカ）、欧州（フランス）に続き  

シリーズ累計販売数150万台＊突破の美顔器「アクリアルピーリングプロEX」がデビュー！ 

＊2015年～2022年COSBEAUTY総出荷データ 

 
画像提供：株式会社 See you soon・シャングリラホテル 

 
株式会社COSBEUTY JAPAN（代表取締役 黄万富）はこれまで東アジア（中国・日本）を
はじめ、欧州（フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、イギリス）、北米（アメリカ）
に展開して参りました。美容・健康家電のグローバル市場が 2021年 110％伸長している背
景から（参照：富士経済グローバル家電レポート 2021）近隣アジア諸国のさらなる拡大を
目指し、日本とモンゴルの国交５０周年を記念すべき年にテストマーケティングとして
POP UP プロモーションに参加する運びとなりました。当日はモンゴルの著名なインフル
エンサーのご来場を予定しております。 
 
 
 
 



【進出の背景】 
文化・スポーツ分野でもモンゴル出身力士の大活躍、サッカーモンゴル代表チームの監督
として日本人が就任するなど、両国の交流が進展しているモンゴルは経済・投資分野の協
力も着実に進んでいます。2021 年に開港したチンギスハーン国際空港は、日本とモンゴル
の協力の新たな象徴として、建設には日本の ODA が活用されています。運営には日本企
業が参画しているなど、モンゴルと日本の文化交流・経済が今後益々予測されております。 
また 2021 年末時点の直接投資額（累計）は日本は６位で、10 億 8,329 万ドルとなってお
り、再生可能エネルギー、外食、ホテル、モバイルラーニングなど日本企業の進出が行わ
れております。日本とモンゴルの経済交流が今後も盛んにおこなわれることが予測され、
グローバルブランド「COSBEAUTY」のタッチアップポイントを設けることで、イメージ
の確立と愛用者の着実な獲得を目指します。 
 
（参照資料：日本貿易振興機構  モンゴル経済概況 2022 年 9月） 
 

【美顔器のグローバル生産規模推移】 

 

出典元：2021年富士経済グローバル家電レポート 
【モンゴルについて】 
・人口 333 万人、首都ウランバードル 100 万人  
・IMFの予測では今後の成長率は５％～７％となっており、中国を上回るスピードで成長
する見込み/MNT建ての所得水準は急成長中。急成長遂げた東アジア諸国の中で中間層を 
80％まで引き上げる経済施策が実施されている。 
 
 
 
 



【ポップアップイベントの概要】 
■期間：2022年 11 月 1日(火) 10:30～11 月 3 日（木）21:00（予定） 
■場所： シャングリ・ラ ホテル ウランバードル 1F 催事スペース 
■イベント 特設ページ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087068656224 
 

 
画像提供：シャングリ・ラ ホテル ウランバードル 
【販売予定製品のご紹介】 
・アクリアルピーリングプロ EX （超音波ウォーターピーリング美顔器） 
・リフトアイロン EX（多機能型温冷 EMS 美顔器） 
・プラズマ美顔器 RISE R1（プラズマ+ウォーターピーリング 複合美顔器） 
・音波クレンジグブラシ（洗顔ブラシ） 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087068656224


 
【代表製品のご紹介】製品名：アクリアルピーリングプロ EX  

 

カラー展開：左より マットホワイト・マットレッド・マットブラック 
【販売価格】 税込 10,780 円/ 税抜 9,800 円 
【防水等級】IPX6 お風呂に浸かりながらでも使用可能です。 
※本体は完全防水ではありませんので、浸水や本体に直接水をかけ続けるのはお避けくだ
さい。 
【使用方法】 
■ピーリングモード（Ｌ・Ｈ）およびクリーンモード 
1. 使用前に化粧を落とし、肌にしっかりと水を付けます。 
2. 約 30 度の角度で本体をやさしく当てて、ゆっくり動かします。 
この時、スパチュラの表裏に注意してください。 
■モイストモード 
1. 使用前に化粧を落とし、肌にしっかりと化粧水や美容液を付けます。 フェイスマスクの
上からでも使用できます。 
2. 約 30 度の角度で本体をやさしく当てて、ゆっくりと動かします。本体のサイドプレー
トに触れるように持ってください。 
■リフトモード 
1. 使用前に化粧を落とし、肌にしっかりと化粧水や美容液を付けます。 
2. 約 30 度の角度で肌に本体をやさしく当てて、ゆっくりと動かします。本体のサイドプ
レートに触れるように持ってください。 
【製品紹介MOVIE】 
・https://amzn.to/3N6kkwK 
・https://www.youtube.com/watch?v=JeWo1HExR_c 

https://amzn.to/3N6kkwK
https://www.youtube.com/watch?v=JeWo1HExR_c


【COSBEAUTY JAPAN グローバル公式通販 アマゾン店のご紹介】 
https://amzn.to/3U5cBBz 
 
【日本国内販売先】 
■COSBEAUTY 公式ショップ 楽天市場店、Yahoo 店、Amazon 店 
■全国の家電量販店 ＊1 部取扱い店舗を除く、GMS、エステサロン、 

TV 通販・カタログ通販他 
 

【受賞歴】 
COSBEAUTYの美顔器はこれまで多くの美容・家電専門家や編集者から実際にお使い頂き
数々の賞を頂いております。その 1 部をご紹介致します。 
 
・LDK the Beauty  2020 年 1 月号 ベストコスメオブザイヤー受賞 （RF ラディアンス） 

 

・＆ROSY 2021 年 1 月号 2020 年売れに売れたスターアイテム（アクリアルピーリングプロ EX） 

 

・LDK the Beauty  2021 年 7 月号 2021 年上半期 ベスト美顔器第 5 位（リフトアイロン EX） 

 

・VoCE  2021 年 8 月号 2020 年美容家電ベスコス第 3 位受賞 （アクリアルピーリングプロ EX） 

 

・家電批評 2021 年 3 月号 ベストバイ美容家電 （RF ラディアンス） 

 

・VoCE  2021 年 12 月号 2021 年美容家電ベスコス 第 4 位受賞   （プラズマ美顔器 RISE R1） 

 

・LDK the Beauty 2022 年 4 月号 毛穴ケア家電ガチレビューA 評価 

（アクリアルピーリングプロ EX） 

 

・GetNavi 2022 年 10 月号 コスパが凄い家電 身だしなみ家電カテゴリ 第 2 位 受賞 

（アクリアルピーリングプロ EX マットブラック） 

 
 
 
 
 
 
 

https://amzn.to/3U5cBBz


【会社概要】  
社 名：株式会社 COSBEAUTY JAPAN （ コスビューティー ジャパン） 
代表者：代表取締役 黄 万富 （コウ マンプ） 
本社所在地：東京都港区三田 1-3-39 勝田ビル 6F 
 設 立：2015 年 2 月 
事業内容：美容機器の企画・製造・販売、化粧品・医薬部外品の企画・製造・販売 
 
【お客様からのお問合せ先】 
株式会社 COSBEAUTY JAPAN TEL：03-6722-0547 
営業時間：平日 10：00～17：00 定休日：土・日・祝日 
【ブランドページ】https://jp.cos-beauty.com/ 
 
【SNS】 
Instagram：https://www.instagram.com/cosbeauty__japan/ 
Twitter: https://twitter.com/CosbeautyJapan 
Facebook: https://www.facebook.com/cosbeautyjapan/ 
【Youtube公式チャンネル】 
https://www.youtube.com/channel/UCF8rzq6GKieMsaesmZ9U7sg 
 
 
【本件に関するお問合せ先】 
株式会社 COSBEAUTY JAPAN マーケティング部 石原 
メールアドレス：ishihara@j-cosbeauty.com 
電話番号：03-6722-0547 FAX番号：03-6722-0548 

https://jp.cos-beauty.com/
https://www.instagram.com/cosbeauty__japan/
https://twitter.com/CosbeautyJapan
https://www.facebook.com/cosbeautyjapan/
https://www.youtube.com/channel/UCF8rzq6GKieMsaesmZ9U7sg

