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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、証券コード：3660、以下 アイスタイル）は、

BEAUTY 業界 50 社超のトップによる、サステナブルな未来に向けたメッセージを、「BEAUTY SDGs 宣言」として発表いたしまし

た(4 月 30 日現在、今後随時追加予定。クリックすると拡大表示されます)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨今、SDGs(※1)をはじめとしたサステナブルな社会に向けた機運が高まっており、BEAUTY 業界においても各社、様々な取り組

みを行っています。一方で生活者の美容における SDGs やサステナビリティへの意識はまだまだ低い状況です。 

→「SDGs やサステナビリティなど、人や環境にやさしい美容を意識していますか？」に対し、「意識している」は 17％（2021 年 3

月@cosme「イマドキ！女子事情」より https://s.cosme.net/vote/result/id/1464）。 

 

“プラットフォーマーとして、BEATUY 業界のサステナブルな活動の認知を高め、SDGs に関心を持つ人を一人でも増やしたい” 

 

そんな思いからアイスタイルグループでは、本日から 4 月 27 日(火)の 14 日間、「BEAUTY から SDGs を考えよう」をテーマに、

@cosme、@cosme STORE、@cosme TOKYO、@cosme SHOPPING の各サービスを通じて SDGs に関心を持つ人を増やすべく

“BEAUTY SDGs WEEK powered by @cosme”(※2)を開催いたします。その盛り上がりの中、BEAUTY 業界各社トップからの“サス

テナブルな社会の実現”への想いがこもったメッセージを生活者の皆様にお届けしたいと考え、50 社超のご協力をいただき、

「BEAUTY SDGs 宣言」として発表いたしました。この宣言は「BEAUTY SDGs WEEK powered by @cosme」開催期間中に、JR

原宿駅前のフラッグシップショップ「@cosme TOKYO」の街頭ヴィジョンでも放映します。 

 

アイスタイルグループは「BEAUTY の力で豊かな世界の実現を目指す」べく、生活者とブランドをつなぐプラットフォーマーとし

て、BEAUTY の領域から SDGs の達成に貢献してまいります。 

 

※1：2015 年 9 月の国連サミットにおいて全会一致で採択された、2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17 の

ゴール・169 のターゲットから構成される。 

※2：詳細は 4 月 6 日発表のプレスリリース参照。https://www.istyle.co.jp/news/press/2021/04/0406-sdgsweek.html  

 

 

 

https://s.cosme.net/vote/result/id/1464
https://www.istyle.co.jp/news/press/2021/04/0406-sdgsweek.html
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メッセージをいただいた皆様（4 月 30 日現在、今後随時追加予定。社名五十音順。敬称略） 

・㈱Ｉ－ｎｅ 代表取締役社長  大西 洋平 

・㈱ACRO 代表取締役社長 宮崎 稔章 

・㈱アテニア 代表取締役社長 斎藤 智子 

・㈱アユーララボラトリーズ 代表取締役社長 木明 理絵子 

・㈱アルビオン 代表取締役社長 小林 章一 

・アンファー㈱ 代表取締役社長 叶屋 宏一 

・㈱イー・エス・エス 代表取締役 山﨑 智士 

・ELC Japan㈱ 代表取締役社長 マシュー グラウドン 

・㈱伊勢半 代表取締役社長  澤田 晴子 

・㈱ヴェルジェ 代表取締役社長 貫井 弘隆 

・㈱ヴェレダ・ジャパン 代表取締役 萩原 吉晃 

・㈱ウテナ 代表取締役社長 青﨑 正紀 

・㈱エキップ 代表取締役社長 前澤 洋介 

・㈱SDI Beauty&Health 代表取締役 河原 れん 

・㈱エテュセ 代表取締役社長 宮澤 雅之 

・㈱エトヴォス 代表取締役社長 神田 宏 

・ｍｓｈ㈱ 代表取締役 藤田 智美 

・LVMH モエヘネシー・ルイヴィトン・ジャパン㈱ President & Representative Director Norbert Leuret 

・オルビス㈱ 代表取締役社長 小林 琢磨 

・花王㈱ 代表取締役 社長執行役員 長谷部 佳宏 

・花王グループカスタマーマーケティング㈱ 代表取締役社長 竹内 俊昭 

・㈱カネボウ化粧品 代表取締役社長 村上 由泰 

・㈱クナイプジャパン 代表取締役社長 大脇明憲 

・クラランス㈱ 代表取締役社長 フィリップ・ラリュー 

・㈱コーセー 代表取締役社長 小林一俊 

・㈱コージー本舗 代表取締役社長 小林 義典 

・㈱米一途 代表取締役 島田 昌子 

・サラヤ㈱ 取締役 代島 裕世 

・資生堂ジャパン㈱ 代表取締役社長 直川 紀夫 

・㈱シロク 代表取締役社長 飯塚 勇太 

・㈱スタイリングライフ・ホールディングス カンパニープレジデント 北村 博之 

・㈱Sparty 代表取締役 深山 陽介 

・大王製紙㈱ 代表取締役社長 社長執行役員 若林 賴房 

・ちふれホールディングス㈱ 代表取締役社長 片岡 方和 

・㈱ディー・アップ 代表取締役 坂井 満 

・帝人フロンティア㈱ 代表取締役社長 平田恭成 

・常盤薬品工業㈱ 代表取締役社長 中野 正隆 

・日本ロレアル㈱ 代表取締役社長 ジェローム・ブリュア 

・㈱ニューポート 代表取締役 ケビン・マコーリフ 

・㈱ネイチャーズウェイ 代表取締役 萩原 吉晃 

・㈱ハーバー研究所 代表取締役社長 宮崎 一成 

・㈱ハウス オブ ローゼ 代表取締役社長 池田 達彦 

・ハリウッド㈱ 代表取締役社長 牛山 大輔 

・㈱バルクオム 代表取締役 CEO 野⼝ 卓也 

・Ｐ＆Ｇジャパン(同) 社長 スタニスラブ・ベセラ 

・㈱ファンケル 代表取締役社長 島田 和幸 

・㈱フィッツコーポレーション 代表取締役 富樫 康博 

・ブルーベル・ジャパン㈱ 代表取締役社長  セルジュ・グレベール 

・プレミアアンチエイジング㈱ 代表取締役社長 CEO 松浦清 

・ベアエッセンシャル㈱ 代表取締役社長 大場 尊文 

・㈱ポーラ 代表取締役社長 及川 美紀 

・㈱マッシュビューティーラボ 代表取締役社長 近藤 広幸 

・㈱ミックコスモ 代表取締役社長 水野 正義 

・㈱明色化粧品 代表取締役社長 桃谷 誠一郎 

・メルヴィータジャポン㈱ ゼネラルマネージャー 櫻間史子 

・㈱桃谷順天館 代表取締役社長 桃谷 誠一郎 

・ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス㈱ 代表取締役社長 サンジェイ・サチュデヴァ 

・ユニ・チャーム㈱ 代表取締役 高原 豪久 

・ロクシタンジャポン㈱ 会長 ニコラ・ガイガー 

・ロゼット㈱ 代表取締役社長 藤井 敬二 

・㈱Waphyto 代表取締役社長 森田 敦子 
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◆お問合せ◆  株式会社アイスタイル エクスターナル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】   https://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：37 億 300 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 
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