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1. 会社紹介

会社名

(設立日)

㈱マルシク

（2013.07.01）
代表者

한글 : 은채정

漢子 : 殷倸鄭

영문 : Eun Chaejung 

技術分野 化粧品、美容機器 主生産品 まつ毛ドライヤー

資本金 10百万ウォン
売上

(2017年)
190百万ウォン

住所 ソウル特別市 麻浦区 白凡路31ギル２１創業ハブ別館309号

Homepage www.marshique.com E-mail ー

TEL ー FAX ー

http://www.marshique.com/


2. 技術紹介

 技術特徴

世界初まつ毛ドライヤー
‘Magic Lash＇

用途 : まつげカーリング及び
まつげエクステンションの管理機器

機能 :  暖かい 45℃のマイナスイオンの温風
がでるまつげ専用のドライヤー

製品の特徴

- マスカラを固める方式のカーリング機で熱
による損傷やまつげが抜ける心配がない

- まつげエクステンション後にケアが可能

- USB 充電式で経済的

- 洗浄可能、携帯可能

- ブラシ付きで用途に合わせて使える



2.技術紹介

技術特徴
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2. 技術紹介

既存技術との比較

製品 イメージ 備考

ビューラー

-まつげの脱毛
-まつげエクステンション後には使用不可
-カールの持続力が低い (ライターなどえ熱を出して使う)
-使用方が難しい

まつげアイロン

-角膜のやけどの恐れがある
-熱によるまつげの損傷
-まつげエクステンション後には使用不可
-乾電池の使用で非経済的
- 洗浄不可

エクステンション, 
まつ毛パーマ

-化学薬品の使用で目に良くない
-高価の施術費用
-周期的なショップ訪問が必要 (月1回) 
-既存のまつげの脱毛や損傷

Magic Lash

-まつげが取れるや熱による損傷がない
-カールの持続力が高い
-USB 充電式で経済的
-エクステンション後にも使用可能
-洗浄が可能で清潔に使用可能



2. 技術紹介

技術適用範囲及び応用分野

まつげカーリン
グ

マスカラを固める方式でカー
ルの持続力が高く、マスカラ

のにじみを防ぐ

エクステンショ
ン管理

エクステンション後に形を整え
る時にも使用可能で持続力

を深める



2. 技術紹介

技術適用範囲及び応用分野

Magic Lash ブラシ

技
術
力

-45℃のマイナスイオンが出る温風で

まつ毛カーリング、管理

-エクステンション期間を長く維持させる

-USB 充電式で経済的

-ユーザーのニーズに合わせて使用可能なブラシ

（別途販売）

- 内部構造が階段式で風がブラシ全体に出力

応
用
分
野

- 低価製品の開発
- 様々なカラー及びデザイン商品開発
- エクステンション専用ドライヤーで拡張開発可能

機能付きブラシの使用で管理やカーリングなどユーザーが
自由に使用可能

今後ブラシの材質を金属などに変えマスカラを使わずに
カーリングが可能なブラシなどに拡張開発が可能



3.市場現況及び見込み

 日本国内市場現況及び見込み

最近6年間の日本の化粧品市場13％成長
韓国輸出比重が 15年 7.5%から 17年 14%に 6.5%拡大

順位 国家
日本輸出占有率

2015 2016 2017. 1~9.

- 全世界 100 100 100

1 フランス 32.7 32.52 33.13

2 アメリカ 22.09 22.22 19.9

3 韓国 7.46 11.65 13.99

4 イギリス 9.64 6.84 7.95

5 ベトナム 5.14 4.81 4.06

6 タイ 3.55 4.19 3.73

7 ドイツ 3.35 2.92 3.12

8 中国 2.59 2.39 2.41

9 イスラエル 1.65 1.86 1.76

10 スイス 1.59 1.7 1.75

日本の化粧品市場

2017年展望
2兆5,985億円

2011年
2兆2,730億円

億円

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
展望 予測



3.市場現況及び見込み

 韓国市場現況及び見込み

最近韓国では、目元を整えるまつげビューラーとアイロンの購買者の中で６０代男性の購買が176％増加した。
同期間20代の購入がわずか6％増加し、30代の男性の購買は5％経たことと対比される。
また眉毛整理製品も50％男性の購買が83％増加した。ネットショッピングサイトのオックション関係者は“年を取
るにつれ眉毛や目元が垂れるため目を大きく見せたがる中年男性の購買が増えた”と分析した。



3.市場現況及び見込み

 韓国市場現況及び見込み

国内化粧品市場は今後 4年間平均 6.5% 成長予想
年間の売上 ’17年 17兆ウォンから ’20年 22兆ウォンで 29%成長する展望

(年平均為替 1,130ウォン仮定)

10億ドル

国内

免税店

資料：Euromonitor, 関税庁、シンハン金融投資



3.市場現状及び見込み

 国内外での製品販売実績 (契約含む)



3.市場現状及び見込み

国内外での製品販売実績 (契約含む)



3.市場現況及び見込み

 売上高現況

区分 売上高

2015年 48,000,000ウォン

2016年 190,000,000ウォン

2018年~
500,000,000ウォン

~



4.権利獲得現況

国内特許登録現況

番
号

出願状態 特許番号 登録日 特許名

1 出願 20-2016-0000800 2016.02.16 使い捨てマスカラ

2
登録

(日本）
2014-600053 2014.11.12 まつ毛カーリング用ドライヤー

3
登録

(アメリカ）
US9-161-602 2014.4.17 まつ毛カーリング用ドライヤー

4
出願

(ヨーロッパ）
12841692-2 2014.4.17 まつ毛カーリング用ドライヤー

その他国内特許登録、デザイン、商標登録済み



4.権利獲得現況

ノウハウ及びその他保有技術現況



5.マーケティング目標

技術移転、投資誘致、輸出、共同研究、代理店など

技術事業 目標 効果

合作
OEM 納品,

コラボレーション
ブランドの認知度を高める, 

日本での販売増加

共同研究
パナソニックと単独ブラシの

開発
製品効果の促進

特許 特許使用実施権契約
ブランドの認知度を高める, 

日本での販売増加,
特許侵害を防止

輸出 市場、チャンネル拡大
日本, 東南アジアへ拡大

-> 輸出 5倍拡大



5.マーケティング目標

 予想需要先

希望
順位

技術輸出(移転) 
希望バイヤー

Homepage
希望類型

(技術輸出、移転、合弁など)
備考

(事前意思打診可否など)

1 Belulu belulu.jp
コラボレーション

(特許使用実施権販売)

2 パナソニック panasonic.jp
コラボレーション

または OEM販売


