
 

イベント概要イベント概要イベント概要イベント概要 
イベント名： FOX BEAUTY NIGHT OUT with COSMOPOLITAN 

日時：  2016 年 3 月 22 日(火)19：00 開場 

会場：  六本木ヒルズクラブ （港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 51F） 

応募：        FOX 特設ページ http://tv.foxjapan.com/special/d/index/sp_id/48 

招待数：       抽選で 150 組 300 名様 ※3 月 13 日(日)応募締切 
 
 

関連番組関連番組関連番組関連番組 放送情報放送情報放送情報放送情報 

『アメリカ『アメリカ『アメリカ『アメリカズ・ネクスト・トップ・モデル』ズ・ネクスト・トップ・モデル』ズ・ネクスト・トップ・モデル』ズ・ネクスト・トップ・モデル』    シーズンシーズンシーズンシーズン 22 
FOX チャンネルにてチャンネルにてチャンネルにてチャンネルにて 3 月月月月 27 日日日日(日日日日)放送スタート放送スタート放送スタート放送スタート    毎週日曜よる毎週日曜よる毎週日曜よる毎週日曜よる 7 時時時時 

(c)2015 The CW Television Network LLC. All Rights Reserved. 

 

『アジアズ・ネクスト・トップ・モデル』『アジアズ・ネクスト・トップ・モデル』『アジアズ・ネクスト・トップ・モデル』『アジアズ・ネクスト・トップ・モデル』    シーズンシーズンシーズンシーズン 4     
FOX チャンネルにてチャンネルにてチャンネルにてチャンネルにて 3 月月月月 27 日日日日(日日日日)放送スタート放送スタート放送スタート放送スタート    毎週日曜よる毎週日曜よる毎週日曜よる毎週日曜よる 8 時時時時 

（ｃ） 2016 Pottle Productions, Inc.. All rights reserved. “Asia’s Next Top Model” is a trademark of Pottle Productions, Inc. 

 
 

プレスリリース 

報道関係者各位 

2016年 2月 29日 

FOXインターナショナル・チャンネルズ株式会社 
tv.foxjapan.com 

 
 海外ドラマ・エンターテイメント専門チャンネル FOX（運営：
FOX インターナショナル･チャンネルズ株式会社、本社：東京都
品川区、代表取締役社長：デイビッド・シン）は、アメリカの人気
雑誌の日本版オンラインメディア『コスモポリタン』（ハースト婦人
画報社）とのコラボにより、ビューティがテーマの女性限定イベン
ト FOX BEAUTY NIGHT OUT with COSMOPOLITAN を東京・
六本木の六本木ヒルズクラブにて開催いたします。 
 
 3 度目の実施となる今回は、ミス・ユニバース日本代表に輝き、
世界のステージで経験を積んだ、宮崎京さん（2003年代表）、板
井麻衣子さん（2010 年代表）、神山まりあさん（2011 年代表）の
日本一の美女 3 名が集結。イベントでは美容トークやメイクショー、ファッションショーを展開し、彼女たちの経験をも
とに「美」について学べる機会を参加者にお届けいたします。また、『コスモポリタン』からは今、話題のワークアウトを
中心に美容に関する情報をピックアップいたします。メイクショーには、数々の女優・モデルを手掛けるメイクアップア
ーティストの油屋喜明さんが登場し、2016 年春のトレンドを紹介するメイクショーを実施いたします。さらに、SNS 動
画再生数がトータル 1 億回を突破した次世代のエンターテイナー、ミラクル ベル マジックさんによるライブパフォー
マンスを予定しています。 

またイベント内では、FOX チャンネルで 2016 年 3 月 27 日から放送スタートする、世界中で大人気のオーディショ
ン番組『アメリカズ・ネクスト・トップ・モデル』シーズン 22と『アジアズ・ネクスト・トップ・モデル』シーズン4の紹介も予
定しております。 

詳しくは公式サイト特設ページをご覧ください。(http://tv.foxjapan.com/special/d/index/sp_id/48)  

FOX は、今後も放送だけでなく、みなさまに楽しんで頂ける企画をご提供してまいります。 

 

＜報道関係者の方のお問い合わせ先＞＜報道関係者の方のお問い合わせ先＞＜報道関係者の方のお問い合わせ先＞＜報道関係者の方のお問い合わせ先＞  
FOX インターナショナル・チャンネルズ株式会社 マーケティング部 PR 担当 foxtvpr@fox.com 

 

日本一の美女が集結！女性限定のビューティイベント日本一の美女が集結！女性限定のビューティイベント日本一の美女が集結！女性限定のビューティイベント日本一の美女が集結！女性限定のビューティイベント 

FOX BEAUTY NIGHT OUT with COSMOPOLITAN 開催開催開催開催 
2016 年年年年 3 月月月月 22 日（火）日（火）日（火）日（火）19 時～時～時～時～六本木ヒルズクラブ六本木ヒルズクラブ六本木ヒルズクラブ六本木ヒルズクラブにてにてにてにて 



 
 
 
 
 
 
 
イベントゲストイベントゲストイベントゲストイベントゲスト    プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール 

 
 
 

ゲストゲストゲストゲスト：：：：    宮崎宮崎宮崎宮崎 京京京京    (みやざきみやざきみやざきみやざき みやこみやこみやこみやこ) 
ミス・ユニバース・ジャパントレーナーミス・ユニバース・ジャパントレーナーミス・ユニバース・ジャパントレーナーミス・ユニバース・ジャパントレーナー/2003 ミス・ユニバース・ジャパンミス・ユニバース・ジャパンミス・ユニバース・ジャパンミス・ユニバース・ジャパン 
1978 年生まれ熊本県出身。身長 170cm。2003 年度のミス・ユニバース・ジャ
パンに選出され、世界大会では日本人として15年ぶりとなる5位入賞を果たす。
現在はモデル、女優として活躍中。また、ミス・ユニバース・ジャパン本部にて、
トレーナーとして後輩ファイナリストたちを指導し、自身の美容本『京式』（文藝
春秋刊）を発売するなど、美のエキスパートとして支持されている。 

※画像クレジット： ©ミス・ユニバース・ジャパン 

 

 

 

 

 

ゲスト：ゲスト：ゲスト：ゲスト：    板井板井板井板井 麻衣子麻衣子麻衣子麻衣子    (いたいいたいいたいいたい まいこまいこまいこまいこ) 
2010 ミス・ユニバース・ジャパンミス・ユニバース・ジャパンミス・ユニバース・ジャパンミス・ユニバース・ジャパン 
１９８４年生まれ。上智大学外国語学部ポルトガル語学科卒業。２０１０年ミス・ユ
ニバース日本代表に選出され、同年８月ラスベガスにて開催された世界大会に
出場。２０１１年７月からは J-WAVE「PARADISO」（毎週金曜日１１：３０～１６：０
０生放送）でナビゲーターを務めている。その他 J-WAVE では特別番組のナビ
ゲーターとしても数多く出演。２０１４年１０月からは JFN「simple style –オヒルノ
オト-」（毎週月曜・火曜１１：３０～１２：５５生放送）のパーソナリティーも務め、モ
デル、MC、レポーター等多岐にわたって活躍中。 

 

 

 

 

ゲスト：ゲスト：ゲスト：ゲスト：    神山神山神山神山 まりあまりあまりあまりあ    (かみやまかみやまかみやまかみやま まりあまりあまりあまりあ) 
2011 ミス・ユニバース・ジャパンミス・ユニバース・ジャパンミス・ユニバース・ジャパンミス・ユニバース・ジャパン 
1987 年 2 月 17 日生まれ 東京都育ち 成蹊大学文学部卒業。大学在学中に
単独でハワイに移住。現地で働きながら英語を習得する。帰国後、2011 ミス・
ユニバース・ジャパンに選出。日本人初、世界で最も好感度の高かった人に贈
られる Miss Congeniality では 3 位以内に、National Costume では 10 位に入
賞。ファッションモデル、ＭＣ、ミス・ユニバース養成講師として幅広く活動中の
2013 年、J-WAVE ナビゲーター2013 優秀者に選ばれて特別番組「J’S 

SPECIAL」にて念願の J-WAVE ナビゲーターとしてデビュー。現在、J-WAVE

「ZAPPA」ナビゲーターとして活躍中。日本マナー・プロトコール協会認定のイメ
ージコンサルタントとして、またGSC主催企画を通して若者や女性の社会進出
を積極的に応援するなど活動は多岐に渡る。 

 

 

 

 

 

 

  

参考資料 



 
 
 
 
 
 
 
イベントゲストイベントゲストイベントゲストイベントゲスト    プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール 

 
 
 

メイクアップ：メイクアップ：メイクアップ：メイクアップ：    油屋油屋油屋油屋 喜喜喜喜明明明明    (あぶらやあぶらやあぶらやあぶらや よしあきよしあきよしあきよしあき) 
ヘアメイクアップアーティストヘアメイクアップアーティストヘアメイクアップアーティストヘアメイクアップアーティスト 
1989 年にロンドンのヴィダル・サスーン美容学校を卒業し、その後ドイツ ウエ
ラ社に入社。2000 年よりヘアメイクアップアーティストとして独立。平子理沙や
伊藤美咲など、男女問わず多くのタレント・ミュージシャンを担当。ファッションシ
ョーや CM・雑誌などあらゆるシュチュエーションに合ったヘアメイクを発信して
いる。 

 

 

 

 

 

 

ライブライブライブライブ：：：：    Miracle Velle Magic    (みらくるみらくるみらくるみらくる べるべるべるべる    まじっくまじっくまじっくまじっく) 
クリエイタークリエイタークリエイタークリエイター/エンターテイナーエンターテイナーエンターテイナーエンターテイナー 
映画『アナと雪の女王』の大ヒット曲「レット・イット・ゴー」を歌う YouTube 動画が
国内外で大反響、驚異の 3000 万再生！脚本から歌、演技、撮影、編集まです
べて自分でこなす SNS 動画再生数はトータル 1 億回を突破！「スマホの歌姫」
として女子中高生を中心に注目を浴び、熱狂的な支持を集める次世代のクリエ
イター/エンターテイナー。 

 

 

 

 

 

 

 

  

参考資料 



 

 

 

 

 
協賛協賛協賛協賛 

リカルデントリカルデントリカルデントリカルデント 
特定保健用食品に認定されたＣＰＰ－ＡＣＰ配合のシュガーレスガム。

むし歯の始まりである脱灰を抑制し、再石灰化及びその部位の耐酸性

を増強するＣＰＰ－ＡＣＰを配合しているので、歯を丈夫で健康にしま

す。 

 

 
 

 
LACOSTE 
1933 年に設立されたフランスのプレミアム・カジュアルブランド。ブラ

ンドの原点であるスポーティーさと着心地のよさが現代的なデザインと

融合し、エレガントとくつろぎを提案する「ライフスタイル」ブランドです。 

 

 

メディアパートナーメディアパートナーメディアパートナーメディアパートナー 
コスモポリタンコスモポリタンコスモポリタンコスモポリタン 

「コスモポリタン」は、世界の多くの国で雑誌・ウェブサイトが展開されて

いる、女性のためのグローバルメディアです。日本版はオンラインに特

化し、LOVE、BEAUTY & FASHION、ENTERTAINMENT、TRENDS

の４つのカテゴリの情報やニュースを配信しています。 

参考資料 


