第2回 国際 雑貨EXPO 春 ／ 第2回 国際 ファッション雑貨EXPO 春
第2回 国際 インテリア＆家具EXPO 春 ／ 第2回 国際 テーブル＆キッチンウェアEXPO 春
第2回 国際 ヘルス＆ビューティグッズEXPO 春 ／ 第2回 国際 ベビー＆キッズEXPO 春

会期：２０１９年１月３０日（水）～２月１日（金）

会場：幕張メッセ 9-11ホール

突撃レポート！会場で見つけた
注目の製品をご紹介します！
会場で見つけた注目の出展製品をほんの一部ご紹介します！
この他にも注目の雑貨・インテリアが多数出展。ぜひ会場で直接ご覧ください！
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「All in One Outdoor Dinning 「NUKAMARCHÉ（ヌカマルシ 「Schreif Tortuga」
Ruck」
ェ）」※(逸品棚)
タイヤチューブとレザーを使用し
インスタ映え間違いなし！テーブ
ルウェア、レジャーシートがセット
になったアウトドアグッズ。保冷も
できて機能性もバツグン。

毎日かき混ぜなくてOK！手を汚
さず、簡単に美味しく栄養価の高
いぬか漬けが作れるキット。
（株） キビィズ 小間番号: 30-36

ESCALE （株） 小間番号: 34-6

た、エコなハンドバッグ。スイス生
まれの美しいシルエットで、収納
力もバツグン！
ウマレイド （同）
小間番号: 34-12

販促EXPO

ベビー＆キッズEXPO
雑貨EXPO
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「ボトルツリー」

「irodo（イロド）」

を使用したおしゃれなボトルラッ
ピング。記念品や、特別な贈り物
にぴったり。
（有）宮岡製箱所
小間番号: 31-5

る布用転写シール。生地を傷め
ず、誰でもカンタンにDIYを楽しめ
ます。
（株）扶桑
小間番号: 34-2

国際
ファッション雑貨EXPO
ベビー＆キッズEXPO
ファッション雑貨EXPO

「サイタス スリムロングウォ
このまま飾ってもおしゃれ！木材 アイロン不要！こするだけで貼れ レット」
持ちやすく、握りたくなる。スタイリ
ッシュでコンパクトなデザインの財
布。カードもたっぷり１７枚収納。
（株） サイタス
小間番号: 28-14

ファッション雑貨EXPO
「Favorite Ring!」
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「フレグランスサシェ」

パッケージまでかわいい！人気 イタリア老舗のホームフレグラン
通販サイトZOZOでも人気で、テ スブランド。バロック時代を再現し
レビ・雑誌の撮影にも使用されて た上品な香りをまとってみては？
いる注目のリング。
（株） スプリングリバーフィールド
（株） ゴールディ 小間番号: 29-2 小間番号: 27-9
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インテリア＆家具EXPO
「Pot Keeper 」
「ソネングラス」
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国際
ファッション雑貨EXPO
「オニキス製テーブルランプ」
パキスタン産の高級天然石で創
られた幻想的なテーブルランプ。
ベッドルームの使用もおすすめ。
東都物産 （株）
小間番号: 30-56

販促EXPO
DESIGN
TOKYO
インテリア＆家具EXPO
「Coffee Station」

南アフリカのフェアトレードで作ら 美容師が発明！アイディア商品。 お部屋に木のぬくもりを。リラック
れた、やさしい灯りのランプ。蓋 鉢植えに溜まった水を外から見 スタイムのお供に、タイ生まれの
のソーラーパネルで充電可能。 せずに綺麗に保つ。廃水は引出 おしゃれなコーヒーテーブルを。
しから簡単に捨てられます。
SAKSIAM INDUSTRY LIMITED
ソネングラスジャパン （株）
Cotte
小間番号: 31-47 PARTNERSHIP CO., LTD.
小間番号: 30-52
小間番号: 30-44
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テーブル＆キッチンウェアEXPO テーブル＆キッチンウェアEXPO
テーブル＆キッチンウェアEXPO
「Dr.Green フライパン」
「純銅製カトラリー」
「カップ＆ソーサー」
高密度のアルミ製で熱しやすく冷 有田焼の優れたクラフトマンシッ
めにくいので、お料理が時短に！ プが感じられる逸品。鏡面のソー
サーにカップの模様が映り、あの
少ない油で調理できヘルシー。
動物がひょっこり顔を出します。
リゾリジャパン
小間番号: 32-50

（株）香蘭社 小間番号: 34-52

新潟県燕市で作られた、純銅製
のカトラリー。熱伝導の力で、固
まったアイスやバターも簡単にす
くえます。
（株） アサヒ 小間番号: 33-50
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ヘルス＆ビューティグッズEXPO
ヘルス＆ビューティグッズEXPO ヘルス＆ビューティグッズEXPO
「エプソムソルト シークリスタ
「Sleepion2」
「マイナスイオン ヘアイロン」
音・光・香りで心地よい眠りへい MINXトップスタイリスト、池戸裕二 ルス オリジナル」
ざなうディフューザー。母親の胎 氏こだわりのアイロン。40秒で
内のような音、月光のような光、 180℃に上昇。マイナスイオンで
睡眠専用アロマであなたを癒す。 髪に優しく、ストレートもウェーブ
スタイルも思いのまま。
ティ・アール・エイ （株）
（株） 丸隆

小間番号: 28-55

ベビー＆キッズEXPO
「蜷川美香×COLORFUL
CANDY STYLE コラボスタイ」
安心の日本製。丸形とリバーシブ
ルのハンカチ型をご用意。人気
写真家、蜷川実花氏ディレクショ
ンブランドとのコラボアイテム。
（株） スタイリッシュ・エイチ・アン
ド・エイ
小間番号: 28-24

小間番号: 27-36
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お肌がサラサラになる、ミネラル
100%のバスソルト。TVやSNSでも
話題で、あの芸能人やモデルも
愛用中…！
（株） ヒロセ 小間番号: 29-56

「Order made Baby Song」

ベビー＆キッズEXPO
「オーガニックコットンレギンス」

子供の声を使って世界に一曲だ
けの歌を作るギフトサービス。今
だけのかわいらしい声を、一生物
のギフトににて残しませんか？

オーガニック素材の世界基準、
”GOTS認定”を受けた高品質の
綿素材。可愛いだけでなく、肌触
りも抜群でベビーも大喜び！

（株） 〆

（株） 若翔

小間番号: 28-33

小間番号: 30-24

※上記商品は事務局の広報担当が任意でピックアップしたものです。

２月１日（金）１７時まで 幕張メッセ

で開催中

ぜひ、ご来場ください！
招待券のダウンロードはこちら >> https://www.lifestyle-expo-spring.jp/ja-jp/inv.html
出展製品検索はこちら

>> https://d.giftex.jp/2019/Product-Search/

