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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、韓国発の人気スキンケアシリ

ーズ『JM solution』が開発した、暮らしをより豊かにするビューティー＆ライフスタイルブランド『JM solution 

Life(ジェイエム ソリューション ライフ)』から、2020 年 4 月上旬より第１弾として、「除菌ウェットティッシュ」、「除

菌スプレー」、「エタノール配合ハンドジェル」の 3 タイプ、全 5品を新発売しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

冬から 2月頃まではインフルエンザやノロウイルス、初夏から初秋にかけては食中毒など、四季によって

寒暖差や湿度が大きく変動する日本では、さまざまな細菌やウイルスのリスクがあります。 

手が頻繁に触れる衣服やスマートフォン、ドアノブ、電車のつり革などのほか、洗濯や掃除が頻繁にでき

ないカーテンやソファ、カーペット、自動車内などには、想像以上にホコリや細菌が付着しています。また、

室内はエアコンの利用で年間を通じ過ごしやすい室温が保たれており、加湿器も併用することで、実は菌

が繁殖しやすい環境になることもあります。 

日常での丁寧なうがいや手洗い、そして室内の換気はもちろんですが、さまざまなリスクに備えるアイテ

ムがあればさらに心強いものです。 

新発売の『JM solution Life』シリーズは、外出時でも室内でも気になった時にすぐに使える 3 タイプのア

イテムを、それぞれご自宅用サイズ、携帯用サイズで揃えました。 

除菌・抗菌アイテムをはじめ、各種衛生用品が全国的に品薄になっているなか、ひとりでも多くの方に安

心して生活していただきたいという想いで、皆さまへご提供します。 

 

 

ウイルスや細菌のリスクは１年中、どこにでも…だからこそ、そばに置きたい必需品！ 

韓国発の人気スキンケアブランド『JM solution』から、 

ライフスタイルをより豊かに演出する『JM solution Life』が新登場 

第１弾として、衛生用品を含む 3 タイプのシリーズが新登場 

2020年 4月上旬より発売開始  
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 【各商品特長】 

『PURE GUARD ANTIBACTERIAL WET WIPES』 （ピュアガード除菌・抗菌ウェットティッシュ） 
 

●菌を 99.9%除去※１： 

ノンアルコールでありながら、菌を 99.9％※１ 

除去します。 

 

●いつでもどこでも手軽に使える： 

食事の前や汚れが気になるときなどに、 

サッと使えます。 

 

●使いやすい 2 タイプ： 

カチッと閉まって水分が乾燥しにくい、フタ 

付きの大容量 80枚入りと、どこにでも携帯 

できる 20枚入り、2つのサイズからお選び 

ください。 

 

【使用方法】 

取り出し口から 1枚ずつ取り出し、手指の汚れや、身の回りで気になったところをふき取ります。 

 
『PURE GUARD ANTIBACTERIAL SPRAY』 （ピュアガード除菌・抗菌スプレー） 
 

●エタノール配合： 

エタノール配合で、菌を 99.9%除去※１します。 

 

●DMEガス採用： 

自然や人体に配慮して、DME(ジメチルエーテル)ガスを採用しています。 

 

●触れる前にシュッとひと吹き： 

スプレーするだけで、目に見えない菌を除菌・抗菌します。 

 

【こんな時におすすめ】 

・スマホやパソコン、タブレットなどを使用する前に 

・車のドアノブや車内の気になるところへ 

・公園の遊具、オモチャなど子供が触れる前に 

・カーテンやソファなどの洗えない布製品に 

 

【使用方法】 

使用前によく振って、約 20cm くらいはなして必要なところにスプレーします。 

大容量 80 枚入り 

携帯用 20 枚入り 

※1： 抗菌性試験結果より （すべての菌に効果があるわけではありません） 



3/5 

『PREMIUM HAND GEL』 （プレミアムハンドジェル） 

●エタノール配合： 

エタノール※１を 62%配合し、手指の汚れが気になるときに 

すばやくキレイに手をケアします。 

 

●植物性保湿成分配合： 

チャ葉エキス、ヨモギエキス、アロエベラ葉エキス配合で、 

乾燥から手肌をまもりながら、うるおいを与えます。 

 

●便利なサイズ展開： 

ご自宅や職場でたっぷり使える 500mlの大容量タイプと、 

持ち運びに便利な 60ml タイプをご用意しました。 

 

【こんな時におすすめ】 

・外出時やアウトドアで手が洗えない時に 

・子供が公園で遊んだ後に 

・食事の前やトイレの後に 

 

【使用方法】 

適量を手に取り、手指の間や手首まで十分になじませて乾燥させます。 

 

【商品概要】  

ブランド名：JM solution Life（ジェイエムソリューション ライフ） 

商品名：  『ピュアガード除菌・抗菌ウェットティッシュ 80枚入』 （写真上段左） 

『ピュアガード除菌・抗菌ウェットティッシュ 20枚入』 （上段右） 

『ピュアガード除菌・抗菌スプレー 180ml』 (下段左) 

『プレミアムハンドジェル 500ml』 （下段中央） 

『プレミアムハンドジェル 60ml』 （下段右） 

発売日：  2020年 4月上旬より順次発売 

参考価格： 『ピュアガード除菌・抗菌ウェットティッシュ 80枚入』  価格 600円（税抜） 

『ピュアガード除菌・抗菌ウェットティッシュ 20枚入』  価格 250円（税抜） 

『ピュアガード除菌・抗菌スプレー 180ml』         価格 1,000円(税抜) 

『プレミアムハンドジェル 500ml』              価格 1,500円（税抜） 

『プレミアムハンドジェル 60ml』                   価格  600円（税抜） 

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』   https://sunsmarche.jp/  

『JM solution』公式オンラインストア にて発売  https://jmsolution.co.jp/ 

大容量 500ml 

携帯用 60ml 

※1： 抗菌性試験結果より （すべての菌に効果があるわけではありません） 
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＜2020年 3月 20日発売＞  

・「オールインワン ヒアルロニック」 （左） 

・「オールインワン コラーゲン」（中央） 

・「オールインワン センテラケア」 （右）  

[JM solution Japan]について 

美しい素肌に大切な「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。 

 

■2020年 3月 18日時点の商品ラインナップ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜2019年 11月 20日発売＞  

フランスの調香師が開発した特別な香りと異なる 

テクスチャーのハンドクリームシリーズ 

・「ボタニック ジャスミンパフューム ハンドクリーム」 （左） 

・「ボタニック ローズパフューム ハンドクリーム」（中央） 

・「ボタニック ラベンダーパフューム ハンドクリーム」 （右）  

＜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 11月 20日発売＞  

肌悩みにアプローチする天然由来成分配合のシートマスクシリーズ  

・「ブラックライス インテンシブマスク」 

・「桜 ザ リアルモイストマスク」 

・「北海道氷河水マスク」 

・「湯布院温泉水マスク」 

＜2019年 10月 20日発売＞ 

美容成分を混ぜて、“作りたてのまま”肌に届ける、エステのような 

本格ケア・「モデリングマスク」シリーズ （センテラケア/ヒアルロニック/桜） 
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＜2020年 3月下旬発売予定＞  

・「スリーピングパック ヒアルロニック」 （左） 

・「スリーピングマスク コラーゲン」（中央） 

・「スリーピングマスク センテラケア」 （右）  



 

【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 

 

株式会社サン・スマイルは、2020年 4月 1日よりロゴマークを一新しました。 

それに伴い、コーポレートサイトも 4月下旬にリニューアル予定です。 

詳しくは、4月下旬のプレスリリースにてご案内します。 

 

 

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  
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＜2020年 3月下旬発売予定＞  

「美容液」「シートマスク」「アイクリーム」が１つのシートに封入されたスペシャルケア 

・「桃バイタルプロバイオマスク」 


