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Foil ホイルシートライン
一般マスクシートとハイドロゲル シートの長所だけを合わせた
ホイルシートで作ります。外部空気を遮断して皮膚温度を維持
させるモデリング効果でエッセンス成分がお肌の深くまで浸透
するように助ける一次元進化したマスクパックです。



ゴールド ゴールド
ホイルシート

アロエコラーゲン

ゴールド シルバー
ホイルシート

馬油珍珠

ゴールド
ホイルシート

Hyaluronic 百年草ゴールド

ゴールデンモデリングマスク
Golden Modeling Foil Mask 

[モデリング効果を黄金のホイルマスクで簡単に] 
皮膚の弾力を上げるゴールドと水分が豊富なヒアルロニクマスク

1 sheet 28g  / 販売価額 2,500won

モデリングと一般シートの短所を補完したホイルシートがお肌の水分蒸発を
防いで、皮膚温度を維持して28gのエッセンスが皮膚に効果的に伝達される
ように助ける新しい概念のゴールデンホイルマスクパックです。

ゴールデンコラーゲンスタンプマスク
Golden Collagen Stamping Mask

[ゴールドとコラーゲン、黄金の色のスタンプシートの幻想的な調和]

ゴールドとコラーゲンの豊富な栄養成分がお肌にうるおいを与え、弾力肌に導くマスク

1 sheet 28g  / 販売価額 2,500won

ハイドロゲルシートと一般シートの短所を補完して特殊加工されたゴール
ドスタンプシートが、お肌の屈曲した部分までぴったり密着され28gのエッ
センスをお肌に効果的に伝える新しい概念のスタンプゴールデンマスクパ
ックです。

真珠モデリングホイルマスク
Pearl Modeling Foil Mask

[ゴールドと馬油、真珠成分と銀色シルバーホイルトートとの出会い]

栄養が豊富な馬油、お肌をきれいにする真珠とゴールド成分が透明なお肌に育てるマスク

1 sheet 28g  / 販売価額 2,500won

モデリングと一般シートの短所を補完したホイルシートがお肌の水分蒸発を
防いで、皮膚温度を維持して28gのエッセンスが皮膚に効果的に伝達される
ように助ける新しい概念のシルバーホイルマスクパックです。



Intracell
ブースティングライン

キメ
ケア

セルフ
マッサージ

毛穴
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皮脂
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お肌
トーンケア

セルフ
ピーリング

角質ブラック
ヘッド

ボコボコ上がってくる豊かなビタミン泡が
毛穴の老廃物、ブラックヘッド、微細な角
質まで取り、お肌のクレンジングマッサー
ジ効果を与えます。



Wash off  Type Mask

Wash off  Type Mask

キメケアのための
ホワイトシート
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ビタミンＣ
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Pore Intracellブースティングマスク
Pore Intracell Boosting Maskpack

[キメケア / セルフマッサージ / 毛穴掃除 / 皮脂ケア]

豊かなビタミン泡が皮脂と毛穴老廃物までクリーンアップする毛穴管理マスク

1 sheet 20g  / 販売価額 3,000won

ティーツリー抽出物が敏感肌を素早く鎮静させて皮脂量を調節して、グレー
プフルーツ抽出物が毛穴の引き締めとお肌の鎮静効果を加えて、洗顔後なめ
らかで明るいお肌に導きます。

トーンケアのための
ブラックシート

ビタミンＥ

E
ビタミンＣ

C
Ｑ10

Q10

ブラックIntracellブースティングマスク
Black Intracell Boosting Maskpack

[お肌トーンケア / セルフピーリング / ブラックヘッド / 角質]

豊かなビタミン泡が角質とブラックヘッドまでクリーンアップするお肌トーン管理マスク

 

1 sheet 20g  / 販売価額 3,000won

みかんの皮とハマメリス水が角質改善効果を与えて、明るくて活気ある
お肌に導きます。多様な植物由来成分がお肌を刺激なく、しっとりとし
た元気肌に育てます。



Intracell 睡眠ライン
暖かいウッディー香とコーヒー香、ほの
かなサンダルウッドアロマが混じり合っ
て、お肌休息を助けて素早く鎮静させる
純綿シートで作ったマスクパック



百年草 Centella カンゾウ 純綿シート

カンゾウ 純綿シート山芋サボテン

アクアIntracell睡眠マスク
Aqua Intracell Sleeping Maskpack

[サンダルウッドアロマとサボテン抽出物]

暖かいウッディー香とほのかなサンダルウッドアロマが混じり合ってお肌休息を助ける純綿マスク

1 sheet 26g  / 販売価額 3,000won

水分不足で崩れたお肌バランスを整い、豊富な水分感と皮脂調節でべたつか
ず、さらりとした潤い肌に導きます。

カーミングIntracell睡眠マスク
Calming Intracell Sleeping Maskpack

[ラベンダーアロマと百年草抽出物]

暖かいコーヒー香とほのかなラベンダーアロマが混じり合ってお肌休息を助ける純綿マスク

1 sheet 26g  / 販売価額 3,000won

不調和なバイタルサインで崩れたお肌バランスを整えて、敏感肌を素早く鎮
静させて明るくてしっとりしたお肌に導きます。



Intracell 24K ゴールドライン
コーティングされたゴールドホイルシートが
お肌にぴったり密着してエッセンスの蒸発を
防止します。さらに、皮膚温度を維持してナ
チュラルなエッセンスのアンプル成分がお肌
を素早く改善するスペシャルライン



Intracell 24Kゴールドセラピー
Intracell 24K Gold Therapy Maskpack

1 sheet 28g  / 販売価額 3,000won

Intra Cell 24Kゴールドリフティング
Intracell 24K Gold Lifting Maskpack

1 sheet 28g  / 販売価額 3,000won

ブラックゴ〡ルド
ホイルシ〡ト   

百年草ゴールド ハチミツ シルク
アミノ酸

コラーゲン カタツムリ ブラックゴ〡ルド
ホイルシ〡ト

ゴールド 真珠

ゴールドシートの優れた保湿力でお肌の乾燥を改善し、皮膚温度を維持さ

せるモデリングパック効果でエッセンス有効成分を素早くお肌に伝達しま

す。

クレオパトラのビューティーシークレットとして知られた24Kゴールド、

蜜、牛乳、ザクロ、バラ、アロエを最適な割合で配合して,鎮静、弾力効果

を与える成分が黄金のように貴重して美しいお肌に導きます。

くすんでいて活力を失ったお肌を明るくて活気あるよ
うお肌に導きます。24kゴールドセラピー28gエッセン
ス、一ビンをお肌にそのまま伝達する進化した豪華ゴ
ールドマスクパックです。

乾燥して活気を失ったお肌にぷるぷるとした弾力と活
力を与えます。24kゴールドリフティング28gエッセン
ス、一ビンをお肌にそのまま伝達する進化した豪華ゴ
ールドマスクパックです。



バナナSsulマスクで
こころを伝えます！
“Ssul”とは?　お言葉を意味する漢字、
‘説(sul)’から変化したことで話という意!
 Ssulマスクパックでお肌のトラブルも解消
しながら友達と楽しみましょう！

商標登録
第 40-1194275号



心地よいシート  / 販売価額 2,000won

ハチミツ
栄養たっぷりお肌

レモン
透明肌

竹
しっとりお肌

緑茶
敏感肌に優しい

ザクロ
つるつるお肌

カタツムリ
弾力肌

キュウリ
水分たっぷりお肌

ティーツリー
きれい肌



スーパーフードライン
スーパーフードエッセンスと蜜、牛乳抽出
物など厳選されたエッセンス使用で価格対
比最高の品質を保証します。

ハチミツ
no:hjスーパーフードマスク25g

敏感で荒れた肌に水分と栄養を与え
る蜂蜜ライン

ブロッコリー
no:hjスーパーフードマスク25g

肌のバランスをコントロールしてぷ
るぷる肌に導くブロッコリーライン

ブルーベリー
no:hjスーパーフードマスク25g

油水分バランスを合わせて、肌のバ
ランスを取り戻してくれるブルーベ

リーライン

松茸
no:hjスーパーフードマスク25g

保湿、栄養、弾力などのお肌トータ
ルケアができる松茸ライン

心地よいシート  / 販売価額 1,000won



第1.アロエ水分
no:hj 1日1パック癒しマスク25g

水分集中管理

第2.紅蔘栄養
no:hj 1日1パック癒しマスク25g

栄養集中管理

第3.レモン光彩
no:hj 1日1パック癒しマスク25g

光彩集中管理

第4.グレープフルーツ毛穴
no:hj 1日1パック癒しマスク25g

毛穴集中管理

癒しライン
1日1パック

1日/1パック/お肌を変わるビューティー習慣

お肌を元気に守るヒーリングマスクパックで
デトックスしてください！

  

微細シート  / 販売価額 2,000won



潔いライン

细微薄片销售价 ：1,500元

光彩:潔[キュウリ]
no:hj潔マスクパック25g

輝くお肌の秘密！
マッド、キュウリ抽出物配合

毛穴:潔[緑茶]
no:hj潔マスクパック25g

ぷるぷるお肌の秘密！
マッド、緑茶抽出物含有

水分:潔[アロエ]
no:hj潔マスクパック25g

しっとりとした肌の秘密！
マッド、アロエエキス配合

鎮静:潔[ティーツリー]
no:hj潔マスクパック25g

きれいなお肌の秘密！
マッド、ティーツリーエキス配合

マッド(mud)は毛穴老廃物の除去と皮脂バランスの調節効果が優
秀で、ホコリなど外部汚染物質を吸着してきれいなお肌を作って
くれます。潔いマスクパックはお肌ストレスを抑制し、毛穴管理
でお肌の水分バランスを取ります。



ハチミツ ビタミンC

カタツムリ

馬油 ヤギの乳

燕の巣 コラーゲン

シアバター

真珠 ヒアルロニク

アクアスージングライン

心地よいシート  / 販売価額 2,500won

栄養と水分を与えて、ぷる
ぷるした元気肌に導く栄養
マスクパック

敏感肌を素早く鎮静させて
、しっとりとして弾力肌に
導く水分マスクパック

毛穴、角質ケアできれいで
透明肌に導く水分光彩マス
クパック

母乳と類似のヤギの乳が疲
れたお肌に栄養を与えて元
気肌に導くマスクパック

水分と栄養を与えて、きれ
いで潤い肌に導く栄養保湿
マスクパック

毛穴老廃物をケアして、お
肌のトーンを明るく肌に導
く毛穴管理マスクパック

角質をケアして、きれいで
透明なお肌に導く角質管理
マスクパック

くすんだお肌を透明肌に導
く光彩マスクパック

弾力が落ちたお肌に栄養を
与えてなめらかで弾力肌に
導く弾力強化マスクパック

疲れたお肌に豊富な水分と
栄養を与えて活気肌に導く
水分供給マスクパック

韓国的な韓紙包装と東洋画をコンセプ
トとした製品デザインが印象的なマス
クパック

敏感肌を素早く鎮静させて、弾力と透明肌に作ってくれるナチュラル
なエッセンスと、刺激がほとんどなく密着力が優れた心地よいシート
を使用されているアクアスージングマスクパックです。



Centellaラカーミングライン

Centellaカーミングマスク26g

光彩
Centellaカーミングマスク26g

毛穴
Centellaカーミングマスク26g

水分

Centellaカーミングマスク26g

栄養
Centellaカーミングマスク26g

弾力
Centellaカーミングマスク26g

鎮静

Centella Asiatica 10％含有! 

Centella Asiatica は野生トラ(虎。が

傷を負った部位に自ら体をこすっ

たハーブで、別名タイガーハーブ

と呼ばれている成分です。

宮殿チマチョゴリをコンセプトと

したデザインの韓紙包装が貴重な

宮殿女性の品格を感じさせる、プ

レミアム鎮静集中管理マスクパッ

クです。

肌に水分と栄養を供給して、肌
の活力を生かす栄養供給マスク
パック

くすんだお肌を透明感あふれる
お肌に導くリアル輝きマスクパ
ック

敏感肌を素早く鎮静させて、肌
のストレスを解消する鎮静マス
クパック

弾力を失ったお肌にうるおいと
栄養を与える弾力強化マスクパ
ック

疲れたお肌に豊富な水分と栄養
を供給し、お肌に生気を与える
水分補給マスクパック

角質や皮脂をコントロールして
、肌のストレスを解消する毛穴
管理マスクパック

密着シート  / 販売価額 4,000won



no:hj
スペシャルライン

Pore Bubble
Mask 22g 

Peeling Bubble
Mask 22g 

Golden Therapy
Foil Mask 28g

Golden Lifting
Foil Mask 28g

Calming Sheet
Mask 28g

Aqua Sheet 
Mask 28g

no:hjの人気マスクパックを輸出専用に

アップグレードしたスペシャルライン



No. Name Image Option Description Volume Retail Price

25g \1,000

25g \1,000

25g \1,000

25g \1,000

25g \1,500

25g \1,500

25g \1,500

25g \1,500

25g \2,000

25g \2,000

25g \2,000

25g \2,000

25g \2,000

25g \2,000

25g \2,000

25g \2,000

25g \2,000

25g \2,000

25g \2,000

25g \2,000

25g \2,500

25g \2,500

25g \2,500

엔오에이치제이
슈퍼푸드 마스크팩 

-
NOHJ Superfood Maskpack

-
NOHJ スーパーフードマスクパック

엔오에이치제이
결 마스크팩 

-
NOHJ Texture Maskpack

-
NOHJ 潔マスクパック

엔오에이치제이
1일1팩 힐링 마스크팩 

-
NOHJ 1Pack a day Maskpack

-
NOHJ 1日1パック癒しマスクパック

엔오에이치제이
바나맨썰  마스크팩 

- 
NOHJ Banaman SSUL Maskpack

-
NOHJ バナマンサルマスクパック

엔오에이치제이
아쿠아수딩  마스크팩 

-
NOHJ Aqua Soothing Maskpack

-
NOHJ アクアスージングマスクパック
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꿀
Honey 
ハチミツ

마유
Horse Fat

馬油

비타민 C
VitaminC

ビタミンC

광채 : 결 [오이]
Lustre : Texture [Cucumber]

光彩：潔 [キュウリ]

모공 : 결 [녹차]
Anti-Pore : Texture [Greentea]

毛穴：潔 [緑茶]

수분 : 결 [알로에]
Moisture : Texture [Aloe]

水分：潔 [アロエ]

진정 : 결 [티트리]
Calming : Texture [Teatree]
鎮静：潔 [ティ－ツリー]

Honey
ハチミツ

꿀

브로콜리
Broccoli
ブロッコリー

블루베리
Blueberry
ブルーベリー

송이버섯
Pine Mushroom

松茸

No1. 알로에 수분프로그램
No1. Aloe Moisture Program
No1.アロエ水分プログラム

No2. 홍삼 영양프로그램
No2. Red Ginseng Nutrition Program

No2.紅蔘栄養プログラム

No3. 레몬 광채프로그램
No3. Lemon Lustre Program
No3.レモン光彩プログラム

No4. 자몽 모공프로그램
No4. Grapefruit Anti-Pore Program
No4.グレープフルーツ毛穴プログラム

꿀 : 영양 꽉 찬 피부
Honey : nourished skin 

ハチミツ：栄養たっぷりお肌

녹차 : 민감한 피부
Green tea : sensitive skin 
緑茶：敏感肌に優しい

대나무 : 촉촉한 피부
Bamboo : hydrated skin
竹：しっとりお肌

레몬 : 투명한 피부
Lemon : clear skin  
レモン：透明肌

Pomegranate : smooth skin 
ザクロ：つるつるお肌

스네일 : 건강한 피부
Snail : healthy skin 
カタツムリ：弾力肌

오이 : 수분 꽉 찬 피부
Cucumber : hydrated skin
キュウリ：水分たっぷりお肌

티트리 : 깨끗한 피부
Tea tree : clear skin 

ティーツリー：きれいお肌

석류 : 매끈한 피부

피부 깊숙히 꿀의 영양과 수분을 공급하여 피부톤을 맑고 탄력있게 가꾸어주는 영양 마스크팩
Nutritious mask pack by supplying dehydrated skin with nutrition and moisture
栄養と水分を与えて、ぷるぷるした元気肌に導く栄養マスクパック

민감해진 피부를 빠르게 진정시키고 촉촉하고 탄력있는 피부로 관리하는 수분 마스크팩
Rehydrating mask pack to soothe and moisturize the sensitive and stressed  skin 
敏感肌を素早く鎮静させて、しっとりとして弾力肌に導く水分マスクパック

피부에 깊숙히 자리잡은 칙칙한 피부톤을 맑고 투명하게 가꾸어 주는 수분광채 마스크팩
Invigorating and moisturizing mask pack for darken and depressed skin
毛穴、角質ケアできれいで透明肌に導く水分光彩マスクパック

민감하고 거칠어진 피부에 수분과 영양을 보충하는 꿀라인
Honey line to replenish moisture and nutrients for the sensitive and rough skin
敏感で荒れた肌に水分と栄養を与える蜂蜜ライン

피부밸런스를 컨트롤하여 맑은 동안 피부를 만들어주는 브로콜리라인
Broccoli line to manage the skin balance that makes your face clear 
肌のバランスをコントロールしてぷるぷる肌に導くブロッコリーライン

유수분 밸런스를 맞춰 피부 균형을 되찾아주는 블루베리라인
Blueberry line to optimize the oil-water balance  that makes your skin healthy 
油水分バランスを合わせて、肌のバランスを取り戻してくれるブルーベリーライン

보습 영양 탄력등 피부토탈케어가 가능한 송이버섯라인
Pine Mushroom line  to realize the total skin care such as nutrition, elasticity and moisture 
保湿、栄養、弾力などのお肌トータルケアができる松茸ライン

빛나는 피부의 비밀! 머드, 오이 추출물 함유
Secret of shining skin! Mud, containing cucumber extract
輝くお肌の秘密！マッド、キュウリ抽出物配合

탱탱한 피부의 비밀! 머드, 녹차 추출물 함유
Secret of plumping up skin! Mud, containing green tea extract
ぷるぷるお肌の秘密！マッド、緑茶抽出物含有

촉촉한 피부의 비밀! 머드, 알로에 추출물 함유
Secret of moist skin! Mud, containing aloe extract
しっとりとした肌の秘密！マッド、アロエエキス配合

깨끗한 피부의 비밀! 머드, 티트리 추출물 함유
Secret of clean skin! Mud, containing tea tree extract
きれいなお肌の秘密！マッド、ティーツリーエキス配合

녹색 식물, 과일추출물, 발효에센스, 24k Gold를 담아 만든 황금레시피의 수분 집중 관리 마스크팩 입니다. 
Intensive moisture control mask pack with Green plant extracts of Aloe, Tricum vulgare sprout, Brassica oleracea 
acephala leaf as well as golden recipe of Lemon, Blueberry, Centella asiatica, Lavender herb, and various ferment essence.   
緑の植物、果物抽出物、発酵抽出物、24k Goldを込めた黄金レシピの水分集中管理マスクパック

홍삼과 녹색 식물, 과일추출물, 발효에센스, 24k Gold를 담아 만든 황금레시피의 영양 집중 관리 마스크팩 입니다.
Intensive moisture control mask pack with Natural extracts of Red ginseng, Tricum vulgare sprout as well as
Golden recipe of Tomato, Tea tree, Lavender herb, and ferment essence.
紅参と緑の植物、果物抽出物、発酵抽出物、24k Goldを込めた黄金レシピの栄養集中管理マスクパック

녹색 식물, 과일추출물, 발효에센스, 24k Gold를 담아 만든 황금레시피의 광채 집중 관리 마스크팩 입니다. 
Intensive lustre control mask pack with Green plant extracts of Aloe, green Tea, Tricum vulgare sprout, Brassica 
oleracea acephala leaf as well as golden recipe of Lemon, Tomato, Tea tree, Lavender herb, and various ferment essence.
緑の植物、果物抽出物、発酵抽出物、24k Goldを込めた黄金レシピの光彩集中管理マスクパック

녹색 식물, 과일추출물, 발효에센스, 24k Gold를 담아 만든 황금레시피의 모공 집중 관리 마스크팩 입니다.
Intensive pore control mask pack with Green plant extracts of Aloe, green Tea, Tricum vulgare sprout, Brassica oleracea 
acephala leaf as well as golden recipe of Lemon, Citrus paradisi fruit, Tea tree, Lavender herb, and various ferment essence
緑の植物、果物抽出物、発酵抽出物、24k Goldを込めた黄金レシピの毛穴集中管理マスクパック

영양이 풍부한 꿀추출물이 윤기있는 꿀 피부로 가꾸어 줍니다.
The honey extract provides rich nourishment to the skin.
栄養が豊富なハチミツ抽出物がツヤツヤ肌に整えます。

신선한 녹차추출물이 편안하고 촉촉한 피부로 가꾸어 줍니다.
The green tea extract calms and hydrates the skin.
新鮮な緑茶抽出物がリラックスしてしっとりとした肌に整えます。

대나무 추출물이 메마른 피부를 촉촉하고 편안한 피부로 가꾸어 줍니다.
The bamboo extract hydrates and moisturizes the skin.
竹抽出物が乾いた肌をしっとりとして潤い肌に整えます。

The refreshing lemon extract makes the skin smooth and clear.

The fresh pomegranate extract firms and nourishes the skin.

爽やかなレモン抽出物がなめらかで透明な肌に整えます。

싱그러운 석류추출물이 탱탱하고 윤기 있는 피부로 가꾸어 줍니다.

美人の果物、ザクロ抽出物がプリプリしてツヤツヤ肌に整えます。

부드러운 달팽이 점액추출물이 건강하고 윤기있는 피부로 가꾸어 줍니다.
The snail mucus extract makes the skin healthy and glowing.
なめらかなカタツム成分が健康でツヤツヤ肌に整えます。

신선한 수분이 가득담긴 오이추출물이 풍부한 수분을 충전해 줍니다.
The cucumber extract provides rich hydration.
キュウリ抽出物が潤いたっぷり与えてぷるぷる肌に導きます。

티트리잎추출물이 민감한 피부를 편안하고 깨끗한 피부로 가꾸어 줍니다.
The tea tree extract calms and clears sensitive skin.
ティーツリーの葉抽出物が敏感肌を鎮静させて肌のキメを整えてくれます。

상큼한 레몬추출물이 매끈하고 투명한 피부로 가꾸어 줍니다.

Maskpack Line up 
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光彩

毛穴

水分

栄養

沈静

弾力

슈퍼콜라겐
Super Collagen

スーパーコラーゲン

Lustre

Anti-Pore

Moisture

Nutrition

Relax

Elasticity

광채

모공

수분

영양

진정

탄력

GOLD TEHRAPY

GOLD LIFTING

ゴールドセラピー

ゴールドリプティング

골드테라피

골드리프팅

ゴールデンモデリングホイル

ゴールデンコラーゲンスタンピング

真珠モデリングホイル

Golden modeling foil 

Golden collagen stamping

Pearl modeling foil

골든 모델링 호일

골든 콜라겐 스탬핑

진주 모델링 호일

ポアーイントラセル

ブラックイントラセル

アクアIntracell

カーミングIntracell

Pore Intracell

Black Intracell

Aqua Intracell

Calming Intracell

포어 인트라셀

블랙 인트라셀

아쿠아 인트라셀

카밍 인트라셀

ヤギの乳

シアバター

カタツムリ

燕の巣

真珠

コラーゲン

ヒアルロニック

산양유

쉐어버터

스네일

제비집

진주

콜라겐

히아루로닉

Goat Milk

Shea Butter

Snail

Swiftlet Nest

Pearl 

Collagen

Hyaluronic Acid

한지 24K 골드 테라피 마스크팩
- NOHJ 24K Gold Therapy Maskpack
-

NOHJ 24Kゴールドセラピーマスクパック

엔오에이치제이
인트라셀 24K골드마스크팩

-
NOHJ Intracell 24K Gold Maskpack

-
NOHJ Intracell24Kゴールドマスクパック

엔오에이치제이
센텔라 카밍  마스크팩

-
NOHJ Centella Calming Maskpack

-
NOHJ センテラカーミングマスクパック

엔오에이치제이
인트라셀슬리핑마스크팩 

- 
NOHJ Intracell Sleeping Maskpack

- 
NOHJ Intracell睡眠マスクパック

엔오에이치제이 
인트라셀 부스팅 마스크팩 

-
NOHJ Intracell Boosting Maskpack

엔오에이치제이
아쿠아수딩 마스크팩 

-
NOHJ Aqua Soothing Maskpack

-
NOHJ アクアスージングマスクパック

엔오에이치제이
호일 마스크팩 

-
NOHJ Foil Maskpack

-
NOHJ ホイルマスクパック

くすんだお肌を透明感あふれるお肌に導くリアル輝きマスクパック

角質や皮脂をコントロールして、肌のストレスを解消する毛穴管理マスクパック

疲れたお肌に豊富な水分と栄養を供給し、お肌に生気を与える水分補給マスクパック

肌に水分と栄養を供給して、肌の活力を生かす栄養供給マスクパック

敏感肌を素早く鎮静させて、肌のストレスを解消する鎮静マスクパック

弾力を失ったお肌にうるおいと栄養を与える弾力強化マスクパック

Real lustre mask pack to keep the dark skin tone bright and clear

Pore-caring mask pack relieving stress of the skin by removing dead skin cell and excessive sebum

Deep moisturizing mask pack to supply the dehydrated skin with moisture and nutrition

Nutrition mask pack to invigorate by supplying moisture and nutrition

Soothing mask pack for rapid caring sensitive stressed skin

Lifting mask pack to moisturize the loose skin

피부 깊숙히 자리잡은 칙칙한 피부톤을 맑고 투명하게 가꿔주는 리얼광채 마스크팩

피부에 쌓인 각질과 피지를 제거하여 피부 스트레스를 풀어주는 모공관리 마스크팩

지친 피부에 풍부한 수분과 영양을 공급하여 피부에 생기를 부여하는 수분공급 마스크팩

피부에 부족한 수분과 영양을 공급하여 피부 활력을 살려주는 영양공급 마스크팩

민감해진 피부를 빠르게 진정시키고 피부 스트레스를 풀어주는 피부진정 마스크팩

피부탄력이 떨어져 흐트러진 피부선을 촉촉하고 탄력있게 가꿔주는 탄력 강화 마스크팩

皮膚の弾力を上げるゴールドと水分が豊富なヒアルロニクマスク

皮膚の弾力を上げるゴールドと水分が豊富なヒアルロニクマスク

皮膚の弾力を上げるゴールドと水分が豊富なヒアルロニクマスク

Gold, hyaluronic acid, and golden foil mask give the modeling mask effects and clears and hydrates the skin.

The fantastic harmony of gold, collagen, and golden stamping sheet firms the skin.

This Mask has Nutritious Horse fat, pearl and gold ingredients making skin clear.

피부의 탄력에 도움을 주는 골드와 수분이 풍부한 히아루로닉 마스크

골드와 콜라겐의 풍부한 영양 성분이 피부결을 탱탱하게 관리해 주는 마스크

풍부한 영양의 마유, 피부를 맑게 하는 진주와 골드 성분이 투명한 피부로 가꾸어 주는 마스크

豊かなビタミン泡が皮脂と毛穴老廃物までクリーンアップする毛穴管理マスク

豊かなビタミン泡が角質とブラックヘッドまでクリーンアップするお肌トーン管理マスク

水分不足で崩れたお肌バランスを整い、豊富な水分感と皮脂調節でべたつかず、さらりとした潤い肌に導きます。

水分不足で崩れたお肌バランスを整い、豊富な水分感と皮脂調節でべたつかず、さらりとした潤い肌に導きます。

[Skincare/self-massage/Pore cleansing/sebum care] pore care mask that helps facial cleansing with bountiful vitamin foam

[Skin tone care/self peeling/black head/aged dead skin care] skin tone care mask that cleanses 
dead skin cells along with black heads with bountiful vitamin foam

[Sandwood scent and cactus extract] aqua sleeping mask that provides bountiful moisture for sensitive and dry skin

[Coffee scent and prickly pear cactus extract] calming sleeping mask that helps soothe the senstive 
skin due to lack of moisture

[피부결케어/셀프마사지/모공청소/피지케어]피지와 모공 노페물까지 클린업 해 주는 모공관리 마스크

[피부톤케어/셀프필링/블랙헤드/묵은각질]묵은각질과 블랙헤드까지 클린업 해 주는 피부톤 케어 마스크

[샌들우드향과 선인장 추출물]민감하고 건조해진 피부에 풍부한 수분을 공급해 활기를 더해 주는 아쿠아 슬리핑 마스크팩

[커피향과 백년초 추출물]부족해진 수분으로 민감해진 피부를 빠르게 진정시키는 카밍 슬리핑 마스크팩

母乳と類似のヤギの乳が疲れたお肌に栄養を与えて元気肌に導くマスクパック

水分と栄養を与えて、きれいで潤い肌に導く栄養保湿マスクパック

毛穴老廃物をケアして、お肌のトーンを明るく肌に導く毛穴管理マスクパック

角質をケアして、きれいで透明なお肌に導く角質管理マスクパック

くすんだお肌を透明肌に導く光彩マスクパック

弾力が落ちたお肌に栄養を与えてなめらかで弾力肌に導く弾力強化マスクパック

疲れたお肌に豊富な水分と栄養を与えて活気肌に導く水分供給マスクパック

모유와 조성이 유사한 산양유가 지친피부에 수분과 영양을 공급해 건강한 동안피부로 유지하는 마스크팩

피부 깊숙히 수분과 영양을 공급하여 피부결을 깨끗하고 탄력있게 가꾸어주는 영양보습 마스크팩

모공노폐물을 정화하고 피부톤을 맑고 투명하게 가꿔주는 모공관리 보습 진정 마스크팩

피부에 깊숙히 자리잡은 각질을 잠재우고 피부를 맑고 투명하게 가꾸어 주는 각질관리 마스크팩

피부 깊숙히 자리잡은 칙칙한 피부톤을 투명하게 가꾸고 피부결을 살려주는 광채 마스크팩

피부탄력이 떨어져 흐트러진 얼굴선을 매끈하고 탄력있게 가꾸어주는 탄력강화 마스크팩

지친피부에 풍부한 수분과 영양을 공급하여 피부에 생기를 부여하는 수분공급 마스크팩

Baby face mask pack supplying proper nutrition and moisture

Moisturizing mask pack for glossy look of aged skin

Moisturizing mask pack caring pore and purifying the young skin

Brightening mask pack keeping the depressed skin texture transparent and clear

Lustre mask pack keeping the skin texture bright

Firming and lifting mask pack for loose and depressed skin 

Deep moisturizing mask pack invigorating the dehydrated skin 

황금의 피부기능 활성화로 맑고 탄력있는 피부로 가꾸어주는 안티 스트레스 골드 마스크팩
Anti-stress gold mask pack giving you a  invigorating and  transparent skin
明るくて、ハリのある肌に整えてくれる,アンチストレス24Kゴールドマスクパック

24K gold therapy to brighten and revitalize dull skin 
칙칙하고 활력을 잃은 피부를 환하고 생기있게 가꾸어주는 24K 골드테라피

くすんでたるんだ肌を明るく生き生き整える24Kゴールドセラピー

24K Gold Lifting to firm and revitalize dry and dull skin 
건조하고 생기를 잃은 피부에 탱탱한 탄력과 활력을 주는 24K 골드리프팅 

乾燥してたるんだ肌にハリ、弾力、活力を与える24Kゴールドリフティング

No. Name Image Option Description Volume Retail Price
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