
1/5 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

株式会社サン・スマイル(本社：東京都港区／代表取締役社長 田中徳也）は、韓国で絶大な人気を誇るスキンケア

シリーズ 『JM solution』より、肌のさまざまな悩みにアプローチする天然由来の成分を配合した４種類のシートマスク

を、2019年 11月 20日（水）から新発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選び抜かれた天然由来成分と独自のシートで気になる肌状態をケア 

効果感と満足度に定評のある韓国発の人気スキンケアブランド 『JM solution』から、新たに、肌悩みにアプローチする天然

由来の成分を配合したシートマスクシリーズが誕生しました。米発酵エキス※2と黒米エキスのほか、韓国独自の特許取得※３

成分※４を配合した 『ブラックライス インテンシブマスク』、ヤマザクラエキス※5と自然由来の成分を 80％以上も配合した『桜 

ザ リアルモイストマスク』、北海道の天然氷河水に古い角質を落とす成分と保湿成分を加えた 『北海道 氷河水マスク』、ミネ

ラルたっぷりの大分県由布院の温泉水とセラミドを配合した 『湯布院 温泉水マスク』の４種をご用意しました。 

それぞれの美容成分の力を最大限に発揮できるように、各タイプそれぞれで異なる素材のシートを採用し、より満足度の高

いスキンケアができます。 

また、安心して使い続けられるように、人工色素、アルコール、パラペン、鉱物油、トリエタノールアミン、ラウリル硝酸ナトリ

ウム、ラウレス硫酸ナトリウムは使用していません。 

※1：2017 年 1月～2019年 4月累計出荷実績 ※2：コメエキス コメ発酵液 ※3：特許取得見込み ※4：ブラックウォーターコンプレックス：アセチルヘキサペプチド―8、アスパラ

ギン酸、水、BG、1,2-ヘキサンジオール ※5：ヤマザクラ花エキス 

 

 

 

 

 

シートマスク世界累計出荷数 10億枚突破※1 

韓国発の超人気ブランド『JM solution』より、 

ミネラル豊富な温泉水を主成分に 
肌悩みにアプローチする天然由来成分を厳選配合した 

シートマスク４種 2019年 11月 20日から新発売 
2019年 11月 20(水)より順次発売開始 
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【各タイプの商品特長】 
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『ブラックライス インテンシブマスク』 肌の状態が不安定になりやすく、乾燥も気になる方へ 

●米発酵エキス（※2）と黒米エキス配合： 

米発酵エキス（※2）と黒米エキスをブレンド配合し、透明感とうるおい 

のある肌へと導きます。 

●独自の特許取得（※3）成分「ブラックウォーター」も配合（※4）： 

韓国独自の特許取得（※3）成分であり、疲労回復や美肌作用が期待 

されている「フルボ酸」に、ミネラルとペプチドをバランスよく混合した 

ことで、肌を健やかな状態に保ちます。 

●やわらかく伸縮性のある「テンセルキュプラ」シートを採用： 

やわらかく、肌に負担をかけにくいシートが、顔を包み込み、美容成分を 

肌の奥（※6）へと浸透させます。  ※6：角質層まで 

『桜 ザ リアルモイストマスク』 肌のツヤや輝きを求める方へ 

●「ヤマザクラエッセンス」を配合： 

ヤマザクラエキスが、肌のコンディションを整えます。 

●可憐な花びら入り： 

 スキンケアの間も華やいだ気持ちになれるよう、カレンデュラの 

やわらかい花びらを美容液に浮かべました。 

●「ベルベットシート」採用： 

キメが細かく、まるでベルベットのような滑らかなタッチのシートは美容液 

をたっぷりと含み、肌に密着します。 

『北海道氷河水マスク』 毛穴の開きやキメの荒さ、肌の赤みが気になる方へ 

●北海道の氷河水を配合： 

ミネラル豊富な天然の氷河水を主成分にしました。 

●角質をやさしくオフしながら、たっぷり保湿： 

グルコノラクトンが肌に残った古い角質をやさしく除去。  

３種のヒアルロン酸（※7）と PHAが、肌にうるおいをたっぷり与えます。 

●「極薄シルキーシート」採用： 

  うすくやわらかいシルクのようなシートが、ひんやりした美容成分を肌の 

  角層まですばやく届けて、鎮静させます。 

※7：ヒアルロン酸 Na、アセチルヒアルロン酸 Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム 

 

【使用方法】 （ブラックライス インテンシブマスク/桜 ザ モイストマスク/北海道 氷河水マスク共通） 

１） 洗顔後、化粧水で肌を整えた後、袋からマスクを取り出し、顔全体にフィットさせます。 

２） 約 10分～20分程置いてマスクをはがし、顔に残ったエッセンスを手でパッティングしてなじませます。 

 

 

 

 

韓国の特許成分「ブラックウォーター」 

（※皮膚への色残りはありません） 

気持ちも華やぐ 

カレンデュラの花びら入り 

「極薄シルキーシート」で 

美容成分がすばやく浸透 
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※8：サルビアヒスパニカ種子エキス、カラスムギ植物エキス、アボカドエキス、ヤエヤマアオキエキス、アサ種子油  ※9：セラミド 2、セラミド 3、セラミド A5、セラミド 6Ⅱ 
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『湯布院温泉水マスク』 乾燥が特に気になる季節やモッチリした肌を求める方へ 

●スキンプロテクト成分※8配合： 

外的環境から肌を保護して健やかに保つ 5つの成分(※8)を配合。 

●高保湿成分配合：  

ミネラル豊富な湯布院温泉水、水分の蒸発を防ぐ４種のセラミド※9のほか、 

保水力の高いβ-グルカンも配合して、乾燥をしっかりとケア。 

●使う直前にフレッシュな美容液をシートが吸収： 

独自の２段式個包装マスク。パッケージをくるくる巻くだけで、美容液が 

たっぷりヒタヒタにシートへ充填され、フレッシュに使うことができます。 

●体温で密着するシート： 

顔にのせて体温が伝わると、シートの繊維が瞬時に収縮し、肌にしっかり密着。 

 

【使用方法】 （湯布院温泉マスク） 

 

 

 

 

 

 

１） パッケージの上部にマスク、下部に美容液が入っています。美容液が入っている下部の袋を、下から上に 

くるくると２回折りたたんで強く押し、美容液を上部へ流し込み、シート全体へ充填します。 

２） 約 10分～20分程置いてマスクをはがし、顔に残ったエッセンスを手でパッティングしてなじませます。 

 

【商品概要】  

ブランド名：JM solution JAPAN（ジェイエムソリューション ジャパン） 

商品名：  ジェイエムソリューション ジャパン（JM solution JAPAN） 

『ブラックライス インテンシブマスク』 （写真左上） 

『桜 ザ リアルモイストマスク』 （右上） 

『北海道 氷河水マスク』 （左下） 『湯布院 温泉水マスク』 （右下） 

発売日：   2019年 11月 20 日（水） 

価格：    1,000円（税抜） 

内容量：   『ブラックライス インテンシブマスク』 5袋入り（1シート 28ml×5枚） 

『桜 ザ リアルモイストマスク』 5袋入り（1シート 30ml×5枚） 

『湯布院 温泉水マスク』 5袋入り（1シート 37ml×5枚） 

『北海道 氷河水マスク』 5袋入り（1シート 28ml×5枚） 

取扱店舗： 全国のドラッグストアを中心に、量販店、バラエティショップ、 

ならびに、サン・スマイルオンラインショップ『サンスマルシェ』 にて販売 https://sunsmarche.jp/  
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＜2019年 10月 20日発売＞ 

美容成分を混ぜて “作りたてのまま” 届けるゲル状パック

「モデリングマスク」シリーズ 
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[JM solution Japan]について 

美しい素肌に欠かせない「保湿力」を最重視しながら、現代の肌トラブルや悩みに合ったスキンケアアイテムを、世界各国の専

門家と共に開発し、グローバルに商品展開しています。 

株式会社サン・スマイルは、JM solution と日本代理店契約を締結し、2019年 4月より、『JM solution Japan』として、日本市場

に向けた商品を発売。今後も、高機能のスキンケアアイテムを順次展開していきます。 

 

 

■2019年 10月 29日時点の商品ラインナップ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜2019年 4月 1日発売＞ 

肌悩みやトラブルに合わせた美容液と特殊シートで 

スペシャルケアできる、人気のシートマスクシリーズ 

・「センテラケアマスク」 

・「アンプルマスク」（ヒアルロニック/ビタミン/コラーゲン/ペプチド） 

 ＜2019年 8月 20発売＞  

肌悩みに合わせて選べて、ケアしながら 

肌の汚れからメイクまでスッキリ落とせる 

・「メイクも落とせる洗顔フォーム」 

（センテラケア/ヒアルロニック/桜） 

 

＜2019年 10月１日発売＞ 

９種のヒアルロン酸で保湿しながら、 

メイクも肌汚れも同時に落とせる 

・「ヒアルロニック クレンジングウォーター」 
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株式会社サン・スマイル 

1997年創業。個包装でいつでもフレッシュなまま、１枚で 

スキンケアできるシートマスクのロングセラー『Pure Smile 

(ピュアスマイル)』や、日本で唯一の“くちびる専用パック” 

をはじめとする、数々のリップケアアイテムを展開する 

『CHOOSY(チューシー)』などスキンケア、ボディケア、ヘア 

ケアなどの化粧品や美容雑貨、栄養補助食品等、幅広い 

商品を独自に企画・開発しています。 

 

また、卸売やオンラインでの小売、輸出といった流通を包括的 

に行いながら、広く海外にまで商品をお届けしています。 

 

■社名        株式会社サン・スマイル 

■代表者      代表取締役社長 田中徳也 

■本社所在地    東京都港区六本木 3-5-27 山田ビル 3F 

■創業        1997年 5月 

■資本金      9000万円 

■事業内容     自社商品の企画・開発ならびに販売、化粧品や雑貨、食品、衣料品等の 

卸販売、輸出、海外ブランドのバッグや小物等の輸入販売など  

 

 

【このニュースリリース ならびに サン・スマイルに関するお問合せ先】 

   

                           株式会社サン・スマイル 

                  PR担当：市来（いちき）、神保（じんぼ） 

                            電話： 03‐3505-4430 

                        E-Mail： pr@sunsmile-inc.net 
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