
マンライクオム

マンライクオム メリット

01 精製水0%、原液含有量78%以上
特別な素材(植物性コラーゲンと乳酸菌を配合)

02

03

全成分EWGグリーン等級
人体適用皮膚刺激テスト完了

人工香料無添加、化粧水/乳液/エッセンスが３in 1
トレンドなデザインとエアレスポンプ容器

マンライクオムは男性ビューティースキンケア製品で長年にかけて天
然成分だけを研究してきた経験とノウハウを基に、植物の中では
珍しくコラーゲンが豊富な金花葵を活用して自社独自の発酵技
術力でコラーゲンの含量を高め、美白、シワ、香など機能的な部
分で機能性が明らかに増加したことを確認し、これを素材化して
特許出願しました。

https://www.instagram.com/manlikehomme/
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ピロティ

ピロティのメリット

01
乾燥した肌に作用するメカニズムをもとに研究開発された
ダーマコスメ保湿ライン

02

03

乾いた肌のための保湿ケアソリューション
肌の乾燥を予防し、即効性のある水分·栄養補給効果

保湿、肌バリアを強化
美白、しわ改善

BBソリューションは、絶え間ない信頼と革新、技術力基盤のオー
ダーメード型の製品とサービスで、お客様に最高の価値を提供す
るダーマコスメ専門企業です。 差別化された化粧品サービスをご
提案、顧客との緊密なコミュニケーションと協業を通じて、最上の
ソリューションとオーダーメード型化粧品を提供します。

※ピロティは「満たす」のFILLと建物を支える「柱」のPILOTIを意味
する単語を合成し、健康な肌に直すという意味が込められています。

保湿、臨床完了 しわ、美白機能性 保湿、臨床完了 しわ、美白機能性

保湿、臨床完了 しわ、美白機能性

ヒアルロン酸ブースター ヒアルロン酸アンプル

ヒアルロン酸クリーム
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ヘソルアナゲンアクティブトニック

ヘソルインテンシブライン使用方法

01
インテンシブシャンプー:ぬるま湯で頭皮と髪を十分に濡らし
た後、泡立てた状態で2~3分間頭皮マッサージをした後、
ぬるま湯できれいに洗い流します。

02
インテンシブ·スカルプトニック:シャンプーおよびタオルドライ後、
頭皮に製品を適量振って噴射させ、指の指紋を利用して
よく吸収できるようにやさしくマッサージします。 頭皮栄養剤
なので、塗った後洗い流しません。

ヘソル頭皮クリニック、ヘソルは頭皮·脱毛問題に優れたソリュー
ションを提示します。18年の頭皮管理センターの運営ノウハウでグ
ローバル頭皮管理システムを提供します。Hair Esthetic Syste
mによる問題性頭皮と脱毛症の根本的な原因を予防·改善する
頭皮専門管理センターです。

http://www.ecomine.co.kr/
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自然由来化粧品

自然由来化粧品

01
★ジージェイ·チザトクトクミスト:精製水の代わりに高価なヒ
ノキをベースにした高保湿ミスト、名品であるクチナシ
（ガーデニア）の香りを新たに作り、新鮮な森や庭園にい
る感じを盛り込んだミスト

02 ★ジージェイアップルパーティーハンドウォッシュ:フランス産
アップルウォッシュを主成分として、まろやかで高い保湿力を
与えるハンドウォッシュ

グムジョン製薬株式会社は釜山大学校の教員創業企業で、標
的抗がん剤、癌、認知症診断キット、自然由来化粧品と食品な
どを開発、研究しており、産学協力を通じて徹底した品質および
安全性検証だけでなく、人体に効能が良くて毒性のない商品開
発を進めています。

https://gjmedi.com/

★ジージェイアップルパーティー
ハンドウォッシュ

★ジージェイ·チザトクトクミスト
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赤ちゃんウォシュレット

[アンパパ]ティーディングラスクホルダー

(株)ウンボクは育児ソリューションブランド「アンパパ(angpapa)」
が新製品である赤ちゃんウォッシュレットとこんにゃくスポンジを発売
しました。 特に、アンパパアギビデは数多くの実験と体系的なテス
トを通じて人体工学的デザインで設計されました。 動きの多い乳
幼児を育てるママの育児苦労を軽減してくれるアイテムです。

www.angpapa.com

ソフトこんにゃくスポンジ/5種フルセット/アンパパピューレ
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キョンミフィヨ水分ミスト

キョンミフィヨ水分ミストのメリット

01 国際原料規格集ICIDに登録された特許成分KW-10は、
紫外線から肌を保護し再生させ、肌を明るくします。

02

03

キョンミは天然韓方成分をそのまま伝える肌に安全な自然
主義化粧品です。

キョンミはアメリカ連邦食品医薬品局FDAで認証された安
全で確実な製品です。

キョンミ水分ミストは、アメリカ連邦食品医薬品局FDAで検証され
た安全で確実な製品です。 海の牛乳のような清潔さとミネラル
たっぷりのハーブKW10が伝える保湿·美白·弾力·シワ改善ファミ
リーで肌を改善します。

https://www.kyoungmi.com/

04
キョンミフィヨ水分ミストは美白としわ改善の2つを同時にケ
アする二重機能化粧品です。
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シースキンスタンプ

シースキンスタンプのメリット

01 分子成分のハルロン酸、コラーゲンなどを真皮まで浸透させ
るシキンならではの特別な技術力

02

03

独歩的な美肌機器
3D微細電流LEDスタンプ

肌の自生率を高め、3倍の高い吸収率で肌の低刺激美
容機器

(株)UNBはビューティー分野の新しいプラットフォームを提示し、2
001年オープンとともにメディカル分野で医療機器研究開発、コス
メシューティカル研究開発、美肌機器研究開発、ニュートリション
のメディカルプラットフォームを開発、投資、マーケティングを実現し
ている企業です。

https://unbb.kr/

04
簡単に着脱でき、使用数に応じて5ヶ月以上使用でき、
流水で簡単に洗浄

スキンケア製品

難なく痛くない深くて素早い吸収のための美容機器
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ナラモの効果

ナラモのメリット

01 特許取得済みの育毛剤を使用した脱毛防止シャンプー
頭皮の赤みやかゆみ、ニキビに効果
ハーブ成分と天然界面活性剤を使用

02

03

頭皮の老廃物や油分を取り除きます。
頭皮を保護し、髪の弾力を与えます。
化学成分の副作用から安全

頭皮の臭いを取り除き、静電気を防ぎます。
ヘアコンディショナーを使わなくても、髪は柔らかいです。
天然防腐剤を使用

当社は脱毛症による悩む方々向けに毛髪製品を研究、特許を
取得しています。また、体の体臭の会月のためにボディウォッシュを
研究しました。 全ての商品は天然界面活性剤と天然防腐剤を
使用して作られ、お肌に優しいです。 家族が使う製品なのでもっ
と考えて良い製品を作るために努力しました。

naracosmedi.com

ナラモシャンプー

09



マッケイビューティー水分補給マスクの無添加

マッケイビューティー水分補給マスクのメリット

01 すべての成分がEWGグリーン等級なので、お肌に敏感な
方に安心して使用

02

03

ユーカリの木で作られた100%環境にやさしい素材、透明
性、優れた密着力、シート材質が柔らかい。優れた水分
含有能力と転移性

保湿維持能力を高めるパンテノールが肌の奥深くに水分を
供給し、水分保護膜を形成して肌のバリア機能を改善

マッケイビューティーは2018年に設立されたスキンケアブランド企
業です。 当社は肌管理の最上のソリューションを提供するために、
科学的かつ客観的な方法で顧客のニーズに最適化された製品を
開発しました。 シートマスクは数多くの試験データやお客様の体
験で認証されている安全な製品です。

https://www.instagram.com/mackbeauty4/

マッケイビューティー水分補給マスク
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リアンドミ社の製品

リアンドミ社のメリット

01 企業付設研究所で専門家たちの持続的な企画と研究を
通じて天然漢方薬を持って化粧品原料を抽出する核心
技術保有

02

03

自社化粧品生産工場を通じて持続的な機能性化粧品
と医療機器と美容機器を開発生産

血流セラピーで皮膚管理、体型管理、痛み管理を専門と
する韓国唯一の血流ケア専門企業

当社は20年間の美肌に関する臨床と教育を基に、韓方薬から
化粧品原料を抽出する方法を開発し、その原料を利用して独自
の韓方化粧品を発売しました。 血流ケアができる特殊テクニック
を組み合わせたリテラピーと世界で初めて血流頬セラピーを利用し
て肌の管理と体型管理、痛み管理などに使用できるよう商標登
録および特許を保有しています。

re-beauty.co.kr

1.ハーバルリフレッシュアンプル
（Herbal Refresh Ampoule ）

2.ハーバルリフレッシュクリーム
(Herbal Refresh Cream)

3.ハーバルウォータードロップマスク
(Herbal Water drop Mask)

4.ハーバルエネルギーエイチオイルⅡ
(Herbal Energy C-oil)

5.ハーバルエネルギーシーオイルⅡ
(Herbal Energy C-oil )

01

03

02

04 05

15



OHOHSOO

OHOHSOOのメリット

01 「山養蔘水」を配合したまろやかな低刺激クレンザー天然
洗浄成分が毛穴の奥まできれいにやさしくケアする。刺激
を与えずにまろやかなオールインワンクレンジングフォーム

02 マイクロニードルが肌に細かい穴を開け、肌に優しい有効
成分を傷つかず深く伝えるトリートメントアンプル

当社はエステショップしか体験できないMTS(Micro-needleThe
rapy System)ケア製品を発売するなど、お客様が自宅で手軽
に肌をケアできるよう、様々なホームケア製品を開発しています。
効果的なプレミアム・スキンケア製品とケア療法は、美容・健康の
満足や専門的な結果が得られると思います。

https://www.instagram.com/ohohsoo55/
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マレシオ·リバイタライジング

ウスバノコギリモクのメリット

ウスバノコギリモクは単一物質とし
て複合機能性を示す最初の物
質であり、ウスバノコギリモクの活
性成分は低い濃度でも高い美白、
しわ改善、抗酸化、抗炎症、抗
菌活性を持っています。まだ知ら
れていないので不慣れなだけで、
その価値は新しいパラダイムを提
示するのに十分だと自負します。

パイヒル(株)は海洋天然資源から新しい機能性化粧品成分を
研究・開発·生産するバイヤーベンチャー企業です。ウスバノコギリ
モク(Sargassum serratifolium)を主原料としており、ウスバノ
コギリモクを直接見つけて各種研究を終え、ウスバノコギリモクを利
用した製品を製造するメーカーは韓国内で弊社のみです。

http://www.phyheal.com/ 老化と疲労に疲れた肌に
きちんきちんと栄養をためて
健康で弾力のある肌に仕上げる

マレシオ·リバイタライジング
セラムとブースター
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ニードル

DUAL SONOとHIFU

メリット

01 水玉リフティングで有名なDUAL SONOとHIFUのコラボ
レーション, 肌の鎮静効果と顔色を明らかにし、血液供給
を増加させ、健康な肌へと改善します。

02

03

ニキビ肌、ニキビ跡など炎症性肌の改善に特に優れており、
肌層の再配列·収縮·弛緩により健康な肌状態を形成し
ます。

副作用のない肌内部の水分を引き寄せてしわ改善、鎮静、
紅潮肌まで多彩なケアが可能で、乾燥やたるんだ肌まで
均等に水分バランスを整えます。

株式会社ジェイエルユーは、2013年に設立された韓国に本
社を置く美容、医療機器専門メーカーで、世界中とコミュニ
ケーションを取るOEM、ODM専門会社です。

http://www.jlu.kr/

HIFUでSHAPEで一度、DUAL SONOでLIFTINGで一度、
DUAL HIFU SONOで完璧に仕上げます。

2種類の波長のDUAL SONOは炎症性肌の
奥深くまで浸透して関与し、FIUはコラーゲン生
成とフェイスライン整理

HIFUは高強度の超音波エネルギーを1つの
焦点に集約し、肌の内側を刺激してシワ改善
とコラーゲン、リフティングなどが期待できます。

2020 NEW MODEL
HYSONIC

イメージ及び認証

有効成分注入容器とマイクロニードルを組み合わせた製品
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トアスリジュブネーションクリーム

トアスリジュブネーションクリームのメリット

01 容器衛生的なチューブ型にリニューアル
ツボクサ・シカ350,000ppm配合

02

03

ヒト幹細胞培養液配合
特許成分パープルコーンエキス配合

累積販売10万個突破！
病院皮膚科でのみ流通製品として認証されたブランド

トアスは病院の化粧品製品を製造·流通する化粧品ブランドです。
現在釜山を中心に皮膚科、整形外科、免税店に入店しておりま
す。トアスブランドは、トーアス基礎スキンケア製品と機能性製品メ
ディカルスキンケアに適した製品を開発·流通しています。 品質、
価格、サービスすべての面で最上の製品を作れるよう、常に努力
する企業になります。

https://www.toasmall.com/

トアスのOEM&ODM製品
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伝染病予防製品(抗菌·消臭·洗浄剤)

イワヒバ発酵エキスのメリット

当社は韓国の発酵科学を活用し、会社の特別な発酵方法を通
じてお母さんの愛と真心を尽くすという気持ちで環境にやさしい製
品を作っています。 健康なESG企業に成長し、韓国を越えて海
外輸出を通じて韓国発酵科学の驚くべき効果を知らせたいと思
います。

jlarovie.co.kr

環境にやさしい洗浄剤（シャンプー・リンス）

イワヒバは長い日照りに水分がな
くても生存を維持する薬草です。
イソフラボン、フラボノイド成分で
抗酸化効能の高い薬草であり、
自然防腐消毒効果で製品の期
間を維持する薬草です。イワヒバ
発酵エキスですべての製品を安
全に製造しています。
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キャラメルマスクアーリーバード/体験キット/マスク

ベモンテス社の製品メリット

01 PHAはハイドロフィルム膜を形成して水分膜を作って角質
層を保護し、優れた保湿効果と有害酸素を遮断除去して
肌の老化を遅らせます。

02

03

ツボクサエキスは、肌保護成分であるセンターラアジアティカ
成分が弱くなった肌バリアを強化し、健康に回復できるよう
に維持します。

時によって変わる肌のコンディションによって敏感肌、水分
不足型肌、トラブル肌など悩みのある肌部位にタイプ別診
断で素早くケアできます。

ベモンテスは、多くの肌に関する悩みを解決してくれる完璧な肌ケ
アソリューションで、様々な肌を保護するための方法を研究してき
ました。 様々な肌のタイプを分析し、タイプに合わせた最適な物
質を組み合わせて日常生活で簡単に専門的なケアができる製品
を提供するために努力します。

http://www.vemontes.com/

グリーン·ブースティング·セラム/セボム·トニック·ローション/ベモンテス·リクラニューキット

PHAアンプルシリーズアクラ/センクラ/リクラ
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蓮フェイスアンドリンパ

蓮フェイスアンドリンパのメリット

01 エッセンス機能をしてくれるクレンザー
マリンコラーゲン、ペプチド5種など水分補給に役立って洗
顔後に張りがありません。

02

03

肌の鎮静効果
ツボクサエキスとマデカソサイト成分がお肌を鎮静させ、血
果を丈夫にして明るくします。

肌のたるみ防止効果
クレンザーにコラーゲンとペプチドを加えてエッセンスのように
ハリと潤いを与えます。

当社は2009年にJeunseに‘応答せよ’という意味のJR Therap
yを設立しました。お客様に健康的な美しさを提供するために努
力しています。 蓮の花の平和と癒しのイメージを盛り込んだ蓮シ
リーズブランドです。蓮シリーズの主な原料は、ゆずエッセンシャルオ
イルで、抗ウイルス、老化防止、美白、皮膚癌予防に非常に効
果的です。

https://smartstore.naver.com/beautybusan

蓮セルテラブースターアンプル

アデノシン400ppmが
しわと弾力を！

セラミド5,000ppm
肌バリアケア
+水分損失防止
+敏感肌鎮静
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フォレストラブ・エッセンス

フォレストラブ・エッセンスのメリット

01 迅速かつ完全な二重保湿システム

02

03

トラブル肌の素早い改善とトラブル予防効果
アトピー及び乾癬皮膚疾患、ニキビ性皮膚、皮膚乾燥及
びかゆみや肌に鎮静効果、保湿効果に優れている。

色んな肌タイプに合わせて滑らかな使用感のエッセンス
抗菌·抗炎·鎮静効果に優れたフィトンチッドドロップクリーム

当社は化粧品製造に長年のノウハウを蓄積、ISO22716および
CGMP認証を取得し、95%以上の天然成分と有機栽培成分
が含まれた製品である「エコサート」認証を取得したメーカーです。
製品の品質を通じて国内だけでなく、世界最高の企業になる為
に研究と努力をしていきます。

https://smartstore.naver.com/soopuisarang/

その他の製品

フォレストラブ
アンプル

フォレストラブ
栄養クリーム
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セルシーアンプル

セルシーアンプルのメリット

01 シワ改善、毛穴改善、弾力改善、色素沈着効果
セルシーのSDNAは100%天然サーモンから抽出され、非
常に安全

02

03

ガルバニック、超音波、MTSビューティーデバイスと一緒に
使用するとシナジー効果がある。
吸水が非常に速くて、ベタつきがない。

EWGREENGRADE、妊婦や青少年が利用可能
ISO22716、欧州CPNP認証済み

ビューティーマスターは高級エステと皮膚科用化粧品を開発する
会社です。“あなたが輝く時間”というスローガンのもとで、代表ブラ
ンドであるセルシーのラインナップを拡張しています。

http://beautymaster.kr/
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