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エステオ 
“ 美しくなる水”というフランスの語源から来たブランド 
人体の70%を占める水の本質的な機能をプラズマハイドロジェンミストを通じて取り戻し、肌を美白、補習、再生、

老廃物除去, 除菌することで人間本来の美しさを復元してきれいで美しい生を営むという意味のブランド 
 



• 低温プラズマメカニズムを適用  

• プラズマ電解水素マイナスイオン水を発生 

• 毛穴サイズ(25ミクロン)の1/4000の大き

さ(0.006ミクロン)である水素水の粒子が  

• 肌の中までしっとり8時間持続保湿 

• 6ナノ級(0.006ミクロン)バブルクレンジ

ングで肌の老廃物は毛穴の外に出して、 

• 活性酸素を中和して美白に役立つ 

• 毛穴の収縮やしわの改善に役立つ 

• ニキビ除去及び、除菌、予防に役立つ  

• 水素水の脱臭効果 

毛穴収縮, 
シワ改善 

ニキビ
除去 
殺菌 

8時間持
続保湿 

ナノ級 
バーブルク
レンジング 

美白 



製品パッケージ＆コラボ 



Design Concept  
最高級7星級ホテルのドバイのバージ・
アル・アラブホテルをモチーフにデザイ
ン設計した最高級のプラズマ・ハイドロ
ジェンミスト 



日本の TAX FREE JTC入店 

その他、ロシアなど 
TAX FREE30 以上 

SHOP入店 

韓国 TAX FREEロッテ小公店 入店 

インスタグラムの有名セルロプ(440,000
フォロー)チョミンヨンを通じて1日1,00
0代以上の販売実績 

韓国インスタグラムセロップ販売 



主な特徴 

01 
800~1,300ppb、高濃度の6Nano(0.006ミクロン)  
毛穴の大きさの1/4000水準の超微粒子水素水 

02 

03 

04 

05 

06 

スリムでコンパクトなデザイン 

世界特許の直立式除菌白金ユニット 
(韓国、米国、中国、日本特許) 

1時間充電で100回以上使用可能 

肌の保湿, 美白, シワ改善, 除菌, 脱臭に使用 

低温プラズマ方式で水素水生成 



使用後の期待効果 

6ナノバブルクレンジング 

25μ(ミクロン)の肌毛穴の中に6ナノ(0.006ミクロン)の水素水(毛穴の大きさの1/4000水準)が侵入し、水素バブルが相互に爆発し、圧力が増加して

毛穴の中の老廃物と皮脂を排出する。 一般的な洗顔後にミストをかけると、老廃物が追加で排出されます。 完全洗浄で肌のトーンが明るくなる. 

美白効果 

メラニン色素を作るチロシナーゼ酵素は活性酸素によって生成されるが、水素ミストの高濃度800~1,300ppbの水素水(H)が活性酸素(OH)を中和させ

て、水で作ってメラニン色素を減少させ、美白効果を極大化させること。 

毛穴の収縮やシワの改善 

水素水は毛穴の大きさより小さな6ナノスとして(毛穴の大きさの1/4000水準)毛穴の老廃物を除去して毛穴収縮を誘導して、豊富な水素ガスには老化

の主犯である活性酸素を減少させ、肌の再生させてシワ改善を誘導します。 

 ニキビ除去及び、除菌力 

水素水にはOH Radicalが豊富で、肌の中のニキビを引き起こす各種細菌やウイルスを除去し、5~10秒以内に除菌してオゾン除菌速度より2,000倍の

効果があること。 また、水素(H)も豊富にお肌再生を助け、ニキビの傷跡の除去に役立つ。 

                 

8時間持続保湿力 

一般ミストは水の粒子が大きく、毛穴の中まで吸収されず、表肌の既存水分層とともに蒸発して30分が過ぎ、かえって肌がさらに乾燥している一
方で、水素水は、マイナスイオン化されていながら、6ナノ(毛穴の大きさの1/4000水準)微細化し皮膚の中深く浸透して保湿力が8時間以上持続し、
1日2度だけ投げてもしっとり滑らかな肌に仕上げます 





ミスト水素水発生原理 

エステオ  
プラズマ  
ハイドロジェン  
ミスト 
 
水素溶存量 
800ppb 
~1,300ppb 

直立式白金水素ユニッ
トで高濃度水素発生 

低電圧プラズマ方式で
水素濃度が増加  

水分子の間に水素が溶
存していること(H2

O) 

約 450ppb 約 350ppb 約 200ppb 約 180ppb 

フランスの 
ルルド腺水 

ドイツの 
ノルデナウ地下水 

メキシコの 
トラコテ井戸 

インドのナダナ
井戸 

水を低電圧プラズマ方式で水素を生成さ
せると、水分子のうち、一時的に水素
(H2O)が閉じ込められている状態になり
ます。 このようなことを"水素溶存"と
いい、水素が水中に溶存されていること
を水素水といいます。 

それはまさに  

水素水！ 

奇跡の水の共通点:全て豊富な水素溶存量 

水素溶存量 水素溶存量 水素溶存量 水素溶存量 



ミスト水素水粒子サイズ及び、クレンジング原理 

エステオプラズマハイドロジェンミストは一般水を毛穴サ
イズ(25ミクロン)よりはるかに小さな6ナノ(0.006ミクロ
ン-毛穴サイズの1/4000)以下の気泡形状ナノ粒子に分解
したものと私たちの体に容易に吸収され、老廃物を除去し、
有害細菌を除菌して酸素と水分を供給し、皮膚美容及び皮
膚疾患改善に優れた効果を与えます。 

毛穴サイズの1/4000 



水素水の活性酸素除去原理 

皮膚に吸収された活性水素が表皮.
眞皮層内にある 

活性酸素と吸着 
 

活性水素と活性酸素 
(OH-radical)の 

中和反応 

人体に無害な水に変わり水分で  

表皮外からの排出 

副作用の無い 

水素水の活性酸素除去原理 



水素水有害細菌除菌原理 

グリーンプラズマは電気分解を利用し、水分子を超微粒子に分割して生成された水素酸気が有害細菌の細胞膜にある
水素と結合して破壊し、環境に優しい除菌技術です。 

水分子を超微粒子に分
解し、水酸気(OH-)が
生成されます。 

水酸気が細菌の細胞膜に
ある陽イオン(H+)と結合
します。 

有害細胞の細胞膜にある陽イ
オン(H+)と結合したOH-は水
で還元され、水素陽イオンを
奪われて細胞膜が破壊された
有害細胞は死滅します。 

GREEN PLASMA+? 



ミスト水素水安全性、除菌力試験結果 

試験項目 試験方法及び内容 試験結果 発給機関 

飲用水 一般細菌及び57項目の試験 適合 KCL 

眼刺激 Irritation test with cornea, iris, conjunctiva  異状なし KCL 

皮膚刺激 Erythema, edema formation,  異状なし KCL 

遺伝性(小核)試験 ISO 10993-3-2014 小核を誘発しない KCL 

水粒度 DSL (Dynamic Light Scattering 
6ナノ 

(毛穴の大きさ1/4000水準) 
韓国基礎科学支援研究院 

安全性試験結果 

試験菌株 
生菌数 (CFU/ml) 

除菌力 
処理前 処理後 

スーパーバクテリア (ATCC 33591) 1.5 x 104 <10 99.9% 

白癬菌 (ATCC 28188) 3.0 x 104 <10 99.9% 

ミュータンス菌 (KCTC 3065) 1.7 x 104 <10 99.9% 

カンジダ菌 (ATCC 10231) 3.2 x 104 <10 99.9% 

サンガース菌  (ACTC 5293) 2.8 x 104 <10 99.9% 

黄色ブドウ球菌 (ATCC 6538) 1.8 x 104 <10 99.9% 

大腸菌 (ATCC 8739) 1.2 x 104 <10 99.9% 

サルモネラ (KCTC 1925) 2.1 x 104 <10 99.9% 

緑膿菌 (ATCC 15442) 1.9 x 104 <10 99.9% 

肺炎菌 (ATCC 4352) 1.6 x 104 <10 99.9% 

除菌力試験結果 



特許 
 

• 携帯用美容除菌器 
• 携帯用美容水素除菌水ミスト装置 韓国特許 
• 携帯用美容水素除菌水ミスト装置 米国特許 
• 携帯用美容水素除菌水ミスト装置 日本特許 
• 携帯用美容水素除菌水ミスト装置 中国特許 
• 水素ガス発生器 
• ミスト噴射装置 
• 充電用携帯用美容除菌保湿器デザイン特許他多数 

ミスト製造会社特許認証 

認証 
 

• 有望中小企業認証 
• ベンチャー企業認証 
• 技術力量優秀企業認証 
• 輸出有望中小企業認証 
• 品質経営システム認証他多数 





ミスト使用方法 

1. 水素ミスト専用の蓋を回して開けている。  

2. ミネラルウォーターを約80%程度満たす。 

3. 水素ミスト専用のふたを閉じる。 

4. 作動部位ボタンを下に軽く下している。  

5. 必要な部位に噴射する。(肌/目など) 

6. 1時間充電時100回以上使用可能 



제품 설명서 



製品仕様 

Specifications 

 

·製品名 : エステオー  

             プラズマハイドロジェンミスト 

             (Plasma Hydrogen Mist) 

·モデル名 : GE-3000 

·電源 : DC 3.7V   1.050mA 

·大きさ : 32*37*157(mm) 

·水素濃度 : 800~1,300ppb前後 

· 陰イオン濃度 : 5,400/cc 

· ORP : -400~-600mV 

·充電方式 : マイクロUSB 
通常の水 

水素濃度 : 0ppb 
ミスト水素水 

水素濃度 : 1250ppb 



いつも~~~ 
どこか  
 
名残惜しい 
 
私の  
肌を  
ための 
 
負担ですが 
やむを得ない 
 
絶え間ない  

投.資. 



ソウル主要地域  
ビューティーエステ 
アンチエイジング/トラブル  
集中管理 
1回平均約45,000ウォン  
 
一ヵ月平均2度の施術の際、  
1年には?  
 

[実に1,080,000ウォン] 

けれど、 
エステオ   
ハイドロジェンミストで 
毎日 毎日 
 
ミネラルウォーター11mlに 
管理したら終わり~~~^^ 



噴霧用ミスト150ml 
1つ  
平均消費者価格 

約15,000ウォン  
 
 
一ヵ月平均2本使用時 
1年には?  
 

[実に360,000ウォン] 

けれど、 
エステオ   
ハイドロジェンミストで 
毎日 毎日 
 
ミネラルウォーター11mlに 
管理したら終わり~~~^^ 





Thank you 
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