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報道関係各位 

 

 

 

 

 

 

 
 

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、2019

年 12 月 3 日（火）に開催する 1 日限りのコスメ祭り「@cosme Beauty Day」に参加の一部ブランドの商品で、11 月 15 日（金）

12:00～12 月 1 日（金）23:59 の日程で順次、事前抽選販売を開始・受付いたします。 

この取り組みは、昨年の初開催時、大好評で売り切れが続出した@cosme Beauty Day 限定のスペシャルアイテムを、より多くの方

に公平に購入できる機会を広げ、ユーザーメリットを提供するものです。 

また、「＠cosme Beauty Day」全体としても、限定アイテム約 200 アイテム、提供ブランド数約 400 ブランドを擁し、昨年より大

幅に更にパワーアップして、ビューティ業界を盛り上げてまいります。 

 

【今年初参加のブランド（一部）】 

 

【昨年に引き続き参加するブランド（一部）】 

 
 
1. 2019 年 11 月 15 日（金）～11 月 29 日（金）、事前抽選アイテムが毎日公開 

 

11 月 15 日（金）～11 月 29 日（金）で、様々な事前抽選ブランド・アイテムが公開されます。ブランド・アイテム情報に

つきましては、@cosme Beauty Day 特設ページ（ https://beautyday.cosme.net/ ）にて、公開いたします。 

 

https://beautyday.cosme.net/
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2. 11 月 15 日（金）12:00 より事前抽選販売開始のアイテムはこちら 
11 月 15 日（金）12:00 より開始の事前抽選販売開始の商品、14 アイテムは下記の通りです。 

※12 月 3 日当日にも、数量の一部を先着にて販売いたします。 
 

【11 月 15 日（金）12:00 事前抽選販売開始の 14 アイテム】 

ディオールの事前抽選販売アイテムは@cosme Beauty Day 特設サイトをご覧ください。 
https://beautyday.cosme.net/ 
 
 

商品 セット内容 価格 

（税抜） 

特徴 

 
ランコム 復刻テラコッタキット  

■ジェニフィック アドバンスト 

N (美容液) 50mL [現品] 

■ブラン エクスペール エッセ

ンス ローション EX (美容化粧

水) 50mL [試供品] 

■ブラッシュ イン キャピタル

ズ 01 ジュマペル ローズ (ほお

紅）12g [現品] 

■ラプソリュ ルージュ DM 516 

(口紅) 3.4g [現品] 

■ランコム パリジャン ポーチ 

14,500 限定復刻アイ

テムを含む特

別キット 

 

ランコム ジェニフィック 時短美容キット 

 

■ジェニフィック アドバンスト 

N 30mL [現品] 

■UV エクスペール BB n（日や

け止め用乳液・メイクアップベー

ス）10mL [試供品] 

■ブラン エクスペール クッシ

ョンコンパクト アーバン デュ

オ パレット O-01 (ファンデー

ション+コンシーラー) 14.3ｇ

（13g+1.3g）[現品] 

■ランコム パリジャン ポーチ 

11,000 特別キット 

 

ランコム ジェニフィック 復刻ピンクキット 

 
■ジェニフィック アドバンスト 
N 50mL [現品] 

■ブラン エクスペール エッセ

ンス ローション EX (美容化粧

水) 50mL [試供品] 

■ブラッシュ イン キャピタル

ズ 01 ジュマペル ローズ (ほお

紅）12g [現品] 

■ラプソリュ ルージュ M 290

（口紅）3.4g [現品] 

■ランコム パリジャン ポーチ 

14,500 限定復刻アイ

テムを含む特

別キット 

 

BIDOL つやぷるリップ 

 

 

■101 むちゅう GLITTER 

1,400 即完売商品の

限定復刻アイ

テム 

https://beautyday.cosme.net/
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MISSHA 大人ツヤ collection2019 No.23 

 

■Ｍ クッション ファンデーシ

ョン（プロカバー）／No.23 自然

な肌色 

■グリッタープリズム シャドウ

／GBG02 

■ウォーターボリュームティン

ト／RD02 

■ピュアソースシートマスク 2

種 

3,000 日本初上陸の

限定色が入っ

た特別キット 

  

MISSHA 大人ツヤ collection2019 No.21 

 

■Ｍ クッション ファンデーシ

ョン（プロカバー）／No.21 明る

い肌色 

■グリッタープリズム シャドウ

／GBG02 

■ウォーターボリュームティン

ト／RD02 

■ピュアソースシートマスク 2

種 

3,000 日本初上陸の

限定色が入っ

た特別キット 

 

  

■ @cosme Beauty Day とは 
 

12 月 3 日（火）に、@cosme が 24 時間限定で開催する、1 日限りのコスメ祭りで

す。昨年に引き続き、今年は第 2 回目の開催となります。 

・開催期間：2019 年 12 月 3 日（火）12:00～12 月 4 日（水）11:59 

・事前抽選販売期間：2019 年 11 月 15 日(金)12:00~12 月 1 日(日)23:59 

・特設サイト：https://beautyday.cosme.net/ 
 

アイスタイルは「@cosme」が生まれたこの 12 月 3 日を、日本で最もコスメが売れる日にしていくことを目指します。 

◆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 

https://beautyday.cosme.net/
mailto:istyle-press@istyle.co.jp
http://www.istyle.co.jp/

