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セレブ＆ビューティがテーマのイベント
セレブ＆ビューティがテーマのイベント

FOX BEAUTY NIGHT OUT with GOSSIPS 開催
2015 年 6 月 19 日(金
金)19 時～恵比寿アクトスクエアにて
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
渋谷区、代表取締役社長：デイビッド・シン）は、人気雑誌
『GOSSIPS』とコラボレーションし、セレブ＆ビューティがテーマ
のイベント FOX BEAUTY NIGHT OUT with GOSSIPS を東
京・恵比寿のアクトスクエアにて開催いたします。
イベントでは、“海外セレブに変身”をテーマに、最新のトレンド
メイクや、セレブ情報などをお届けします。MC にはミス・ユニバ
ース・ジャパンでトレーナーを務める宮崎京
宮崎京さん、ゲスト
MC に
宮崎京
は、2015 ミス・ユニバース・ジャパンに輝いた宮本エリアナ
宮本エリアナさん
宮本エリアナ
が登場します。FOX チャンネルで 2015 年 6 月 7 日から放送ス
タートした世界中で大人気のオーディション番組のアジア版『アジアズ・ネクスト・トップ・モデル』シーズン 3 からは、
日本代表モデル、香月バーバラ明美
香月バーバラ明美さんも登場予定です。さらに
M・A・C のトップ・メイクアップアーティスト、ジェー
ジェー
香月バーバラ明美
ムス・モロイさんがメイクアップショーを実演します。
他にも、人気オートアイロンのミラカールを使ったヘアショーや、
ムス・モロイ
『GOSSIPS』編集長・大柳葵理絵
編集長・大柳葵理絵さんのトークショーなど、盛り沢山の内容でお届けいたします。
編集長・大柳葵理絵
さらに、本イベント開催を記念して、豪華プレゼントが 20 名様に当たる SNS キャンペーンを実施中です。「海外セ
レブらしいもの」をテーマに写真を撮影頂き、ハッシュタグ＃FOXBNO を付けて Instagram(インスタグラム)にアップ
するだけで、ご応募完了となります。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/30)
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。

イベント概要
イベント名：
日時：
会場：
招待数：

FOX BEAUTY NIGHT OUT with GOSSIPS
2015 年 6 月 19 日(金)19：00～ ※18：30 開場
アクトスクエア （東京都渋谷区恵比寿 4 丁目 19-19）
抽選で 100 組 200 名様 ※6 月 10 日(水)に応募締切済

SNS キャンペーン概要
応募方法：
プレゼント：

応募締切：

※特設ページ・・・http://tv.foxjapan.com/special/d/index/sp_id/30
①「海外セレブらしいもの」をテーマに写真を撮影
②ハッシュタグ＃FOXBNO を付けて Instagram（インスタグラム）にアップ
セレブ Hair 賞（2 名様）・・・スチーム ミラカール（2.5 万円相当）
セレブ Makeup 賞（2 名様）・・・M・A・C コスメセット（3 万円相当）
セレブ Body 賞（3 名様）・・・フィジーウォーター1 ケース（330ml／36 本／5000 円相当） 他
2015 年 7 月 31 日(金)

※当選者の方には、Instagram（インスタグラム）のダイレクトメールにて、ご連絡いたします。

『アジアズ・ネクスト・トップ・モデル』 シーズン 3
FOX チャンネルにて毎週日曜よる 9 時～放送中
＜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 マーケティング部 PR 担当 foxtvpr@fox.com

参考資料
イベント MC およびゲスト プロフィール
MC：
： 宮崎 京 (みやざき
みやざき みやこ)
みやこ
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・ジャパントレーナー
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 MC：
： 宮本エリアナ (みやもと
みやもと えりあな)
えりあな
2015 ミス・ユニバース・ジャパン
1994 年生まれ長崎県出身。身長 173cm。2015 年 3 月に開催された日本大会
で、44 人のファイナリストの中から、2015 ミス・ユニバース・ジャパンに選ばれ
る。2015 年冬に開催予定の世界大会に出場予定。高校時代をアメリカで過ご
し、そこでモデル活動をスタート。趣味はバイクと料理。大型自動二輪免許も取
得している。
※画像クレジット： ©ミス・ユニバース・ジャパン

スペシャルゲスト： 香月バーバラ明美 (かつき
かつき ばーばら あけみ)
あけみ
『アジアズ・ネクスト・トップ・モデル』シーズン 3 日本代表 モデル
1988 年ブラジル生まれ。身長 173cm。日本人の父とブラジル人の母に生まれ、
5 歳のときに日本に移住。モデルとして 10 年のキャリアを持つ。現在の拠点で
ある台湾では、『GQ』や『コスモポリタン』の表紙を飾るほどの人気を誇る。フィ
リピン版『プレイボーイ』の表紙モデルとなるなど、アジア各国で活躍中。
©2015 Pottle Productions, Inc.. All

スペシャルゲスト： ジェームス・モロイ
M・
・ A・
・C メイクアップ アーティストリー ディレクター
イギリス出身。香港を拠点に M・A・C のアジアパシフィックにおけるメイクアップ
アーティストリーディレクターとして世界中のファッションウィークやイベント、撮
影、セレブのメイクに携わりその手腕を振るう。FOX で放送する「アジアズ・ネク
スト・トップモデル シーズン 3」では、第 7 話でモデルたちのボディペインティン
グも手掛けている。

参考資料
協賛
ミラカール
オートカールアイロンの「ミラカール」は、自動で髪を巻き込んで、たった 8 秒
で美しく自然なカールができるため、欧米で爆発的ヒット中！イベント会場の
ブースでは、7 月 15 日に発売予定の新商品「スチーム
スチーム ミラカール」を使って、
ミラカール
プロがヘアアレンジをしてくれます！また、ミラカールの広告モデルデビュー
ができる「カールガール百選
カールガール百選 Vol.2」キャンペーンを、どこよりも先駆けて会
場で受付します！

Ｍ・Ａ・Ｃ
プロのメイクアップアーティストのために設立されたコスメブランド。美しいカ
ラーバリエーションが特徴で、ファッションと密接に関わりながら、常にビュー
ティトレンドをリードしている。イベントでは、世界トップレベルのメイクアップ
アーティスト、ジェームス・モロイ氏が、この夏のトレンドメイクを伝授
この夏のトレンドメイクを伝授してくれ
この夏のトレンドメイクを伝授
ます。

フィジーウォーター
フィジー生まれの天然水。1996 年の発売以来、スーパーモデルやハリウッド
スターなど海外セレブリティの口コミによって瞬く間にミネラルウォーターのト
ップブランドに。美のミネラルと呼ばれる「天然シリカ」を豊富に含有。コラー
ゲンの生成をサポートすることから、アンチエイジングの分野で話題のお水
です。イベント会場では、ゲストのみなさんにボトルをサンプリングしてくれま
す。

プレイボーイ アガル セラム
女性の美しさを体現する「PLAYBOY」から誕生したリフトアップ美容液
「AGARU SERUM」。
それは、誰もが取り戻したいと願う数年前のキュッと締まった理想のフォルム
を瞬時に再現するエイジングスキンケア。
PLAYBOYブランドだからこそ追及できた、究極の美容液の魅力を、
会場のタッチ＆トライブースにてご体験いただけます。

メディアパートナー
ＧＯＳＳＩＰＳ
海外セレブのファッショントレンドや最新のビューティ情報を最速で発信する
GOSSIPS（毎月 18 日発売 日発売 /トランスメディア刊 )は、
幅広い読者層に前向きで HAPPY なセレブ情報を伝えています。
イベントでは編集長の大柳葵理絵さんが登場し、最新セレブ情報をお伝えし
ます。

