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1. 会社紹介

会社名

(設立日)

株式会社ED’P

( 2013年 11月 01日)
代表者

ハングル : ジュ ミスク

英文 : Joo mi sook 

技術分野 美容機器 / 化粧品 主生産品
頭皮デトックス関連製品及び

美容機器

資本金 2,000百万ウォン
売上高

(201６年)
1,725百万ウォン

住所 大田廣域市 儒城区 大學路291, ナノ総合技術院 808号, 819号

Homepage www.edp-korea.com E-mail -

TEL - FAX -

http://www.edp-korea.com/


2. 技術紹介

 技術特徴

「トウトックス」(頭トックス) 頭皮デトックスの5段階ソリューション

- 韓国最初頭皮デトックス特許登録 10-1538484 (2015年 09月 08日)

- 世界で初めて頭皮デトックス特許出願 PCT/ KR2015/007973 (2014年 08月 25日)

- 漢方眼耳鼻咽喉皮膚科学会誌 “育毛効果事例研究”登載

③プチセラピ
頭皮細胞の新陳代謝を促進、
血液・リンパ循環促進

②バランスオイルセラピ
頭皮へ栄養供給、育毛促進、
コリをほぐす

①エコバブルセラピ
天然由来のシャンプーで

頭皮と毛穴の老廃物を除去

④パイトセラピ
ハーブを用いて、頭皮・毛髪
の健康を維持、頭皮熱を下げ
て、老廃物を排出

⑤パースセラピ
微細電流方式の間接高周波使
用、皮膚真皮層の細胞を活性
化させる



2. 技術紹介

 技術特徴

プチセル (高周波機器)

スマートなデザイン
スリムで持ちやすいデザイン

マルチケア美容機器
間接高周波+光線ケア+マイナスイオン+微細電流
ドラマチックなシナジー効果

周波数変更に関す特許登録
周波数を変更させることで持続的な使用による
耐性発生を防止、持続的な効果が期待できる

優れた安定性
肌に優しい3万Hz 間接高周波の微細電流型を採用

本体写真



2. 技術紹介

ED’Pプチ頭皮
管理モジュール搭載

LED画面

ON/OFF スイッチ
マニュアルスイッチ

光セラピー

間接高周波ランプ

 技術特徴



2. 技術紹介

技術特徴

＜１＞顔マッサージにより真皮層に深部熱を起こし、むくみ
やしわの改善にも効果がある

深部熱発生 細胞の活性化
＞むくみ・しわ改善

間接高周波+光線ケア
+マイナスイオン+微細電流を取り込む



2. 技術紹介

＜２＞リンパ線マッサージ効果
溜まった老廃物を流し、血液循環を整える

老廃物分解中
老廃物

老廃物除去



2. 技術紹介

＜３＞頭皮のマッサージ効果

-間接高周波による頭皮の毛穴の老廃物を除去、根元の強化
-マイナスイオンの発生により髪質を柔らかくしてくれる



2. 技術紹介

 技術特徴
①マイナスイオン
浄化作用を持つマイナスイオンを毛髪に与えることでとイオンミネ
ラルと水分が促進され、静電気が減り痛んだ髪を保護

②間接高周波

体の細胞を活性化させる3万Hz未満の波長が肌の深部まで温
める(深部熱発生)。全身に使用可能

③マルチカラーセラピー
人工光線をあてることにより、乱れた体のリズム回復に役立つ
Green ：心身の安定、細胞膜の再生、肌のストレス軽減
Red ：血液循環の促進
Blue ：抗菌効果、毛嚢虫治療に役立つ青色波長
Pupple ：皮膚イオンのバランス維持によるしっとり感のある肌

④微細電流

間接高周波機は肌の表面は刺激せず、真皮層の温度を高めてくれる



2. 技術紹介

 技術特徴

NO 試験項目 結果

1 電源端子妨害波電圧試験 合格

2 妨害強度試験 合格

3 周波数磁界耐性試験 合格

4 静電気放電耐性試験 合格

5 快速過渡電流爆発耐性試験 合格

6 衝撃耐性試験 合格

7 伝導障害、誘導RFフィールド耐性試験 合格

8 RF EMS テスト 合格

9
電圧降下、瞬時停電や電圧変動耐性
試験

合格

試験項目及び結果



2. 技術紹介

既存技術との比較

区分 企業名 製品名 当社製品との比較 価格

韓国
国内

（株）NSMG インスキン

• 有線
• 重量
• 顔,ボディー専用
• 頭皮使用不可

消費者価格: 990,000ウォン

ハーベランメディ
＆ビューティー

POYA Q7 
• 有線
• 顔専用
• 高周波専用

消費者価格: 650,000ウォン

ルデア トリプルケア
• ライトテラピー
• 顔, ボディー専用

消費者価格: 480,000ウォン

海外

ニュースキン ガルバニック
• 微細電流
• マイナスイオン

消費者価格: 500,000ウォン

NEWA ニュア • 高周波機器
消費者価格: 660,000ウォン



2. 技術紹介

トウトックス頭皮デトックス5段階ソリューションズの育毛効果事例研究論文発表

-漢方眼耳鼻咽喉皮膚科学会誌-( KCI 登載) ( 2016年 8月号 )

・施術対象者：医院に訪問した脱毛改善を希望する患者さん中、自発的にエディプ頭皮デトックスプ
ログラムに参加した男女11人
・施術方法：3ヶ月間、週1-2回以上継続的に訪問し、エディプ頭皮デトックスプログラムを体験
・回数：合計20回
・結果：研究対象者11人の頭皮の状態が改善され、毛穴がきれいになり、健康な毛髪へと変化

脱毛が改善されるなど健康な頭皮による育毛効果が得られた

BEFORE BEFORE

AFTER 
(3か月間
５０回ケア) 

AFTER 
(3か月間
５０回ケア) 

技術適用範囲及び応用分野



2. 技術紹介

 価額

項目 内容

製品名 プチセル

HS CODE 8543.70

商品 家庭用美容機器

製造国 韓国

消費者価格 500,000 (WON)



3.市場現況及び見込み

 韓国市場現況及び見込み

▶ 市場規模

•2013年日本国内美容家電の売上高額 1,534億円
•2014年度 1,636億円増加

▶ ターゲット層
•様々な年齢層の成人女性/男性
•最近では20~30代の若い男性層も皮膚美容への興味が高まっている

▶ 韓国美容製品への認知度および好感度アップ
•韓国製に対する現地での人気度 : 
「価格.com 美容家電の販売ランキング」
韓国製品である HABALAN Med &Beauty MS- Po blingが 31位を記録
* まだ韓国製品に対する人気度が高くはないが、これからの成長が期待できる。
外国企業の製品ではオランダ企業PHILLIPS社のみである市場状況の中で31位はこれからの成長が期待で
きる。



3.市場現況及び見込み

 国内市場現況及び見込み

<皮膚美容産業の規模推移>

*資料: 保険産業振興院、現代証券

韓国保健産業振興院の資料によると、国内の美容産業の全体
市場規模は、2010年5兆ウォン水準年平均9.2％のレベル成長、
2014年には7.5兆ウォン水準と把握されている。
二重美容医療機器市場は、女性の社会進出の拡大と所得の増
大、外観に対する認識の変化などの理由で、徐々に消費層が
拡大され、利用頻度が増加、成長される傾向である。

このような内部消費層の増加と外部市場の拡大により、国内
関連企業も積極的な対応をしている。アモーレパシフィックは
、2014年8月からホームエステビューティーデバイス市場の成
長に合わせて「メイクオン」を立ち上げて、

LG生活健康も2013年4月に「チューンエイジ」を披露し、本格
的なセルフケア機器市場攻略に進んでいる。

脱毛防止 · 頭皮ケア市場 4兆ウォン台に急成長

大韓毛髪学会によると、国内の脱毛人口は毎年10〜20％ずつ増加され
、2012年、1000万人を突破した。特に最近では、女性と若年層の脱毛が
増加する傾向にある。健康保険審査評価院によると、最近5年間の脱毛
患者のうち、10代以下が13％、20〜30代の患者が46％に達する。勉強と
就職のストレスなどで円形脱毛症と貧毛症などが増えたためと分析さ
れる。

脱毛が「男性中心」の疾患という固定観念▶
脱毛は、性別に大きな差を見せず、むしろ徐々に年齢層が低くなっている。

（*20〜30代の脱毛人口が全体の脱毛人口の48.4％を占める



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)

NO 企業名/ 販売国 製品名
販売金額 /

販売年
備考

1
ビューティーセル/

日本
プチ

1億3千万ウオン

/2016
間接輸出

2
ビューティーセル/

日本
プチセル

1千200万ウォン

/2016
間接輸出

3
Ecodetox USA/ 

アメリカ
ED‘P間接高周波機 14,275USD/2016 直接輸出



3.市場現況及び見込み

 売上高現況

区分 2014年 2015年 2016年

売上高 165 1205 1725

(単位:百万ウォン)2016年12月 31日基準



4.権利獲得現況

国内外特許登録現況
NO 種類 登録番号 登録日 内容

1 商標出願 40-2016-0068616 2016-09-06 プチセル PETIT CELL / 10類

2 商標出願 40-2016-0068612 2016-09-06 光 / 10類

3 商標出願 40-2016-0068618 2016-09-06 デトックスの森 / 10類

4 商標出願 40-2016-0046271 2016-06-20 マッサージくし / 10類

5 商標出願 40-2016-0040080 2016-05-30 edp / 10類

6 商標出願 40-2016-0040103 2016-05-30 edp / 3類

7
商標出願

- 中国
TMZC00000019645823ZCSQ01 2016-04-18 EDP 頭皮＆EDP / 44類

8
商標出願

- 中国
TMZC00000019645940ZCSQ01 2016-04-17 EDP 頭皮＆EDP / 35類

9
商標出願

- 中国
TMZC00000019646109ZCSQ01 2016-04-16 EDP頭皮＆EDP / 10類

10
商標出願

- 中国
TMZC00000019646437ZCSQ01 2016-04-15 EDP頭皮＆EDP / 3類

11 特許出願 10-2016-0031916 2016-03-17 マッサージ機器

12 商標出願 40-1165728 2016-03-09 ECO HENNA DETOX HEALTHY BENEFIT ORGANIC / 3, 10類

13 商標出願 40-1165726 2016-03-09 eco Henna detox / 3, 10類

14 商標出願 40-1165724 2016-03-09 eco Henna detox / 30類

15 商標出願 40-1157213 2016-01-29 Eco Henna Detox Program / 3類

16 商標出願 40-1186963 2016-01-28 Eco Henna Detox Program / 10類

17 商標出願 40-1157216 2016-01-27 Eco Henna Detox Program / 30類

18 プログラム登録 C-2015-032721-2 2015-12-18 EDP製品管理プログラム

19 プログラム登録 C-2015-032720-2 2015-12-18 EDP顧客管理プログラム

20 デザイン登録 30-0868550 2015-11-02 頭皮マッサージ機用ヘッド

21 特許出願 10-2015-0147892 2015-10-23 頭皮管理造成物及びその製造方法

22 PCT出願 PCT/KR2015/009393 2015-09-15 オーガニックヘナを利用したカラー原料

23 特許登録 10-1552911 2015-09-08 オーガニックヘナを利用したカラー原料

24
PCT出願

PCT/KR2015/007973 2015-07-30 ヘナを利用した頭皮デトックス方法及び装置

25 特許登録 10-1538484 2015-07-15 ヘナを利用した頭皮デトックス方法及び装置

26 商標出願 41-2015-0018013 2015-04-17 ECO HENNA DETOX HEALTHY BENEFIT ORGANIC / 44類

27 商標登録 40-1054492 2014-05-16 Eco Henna / 3類

28 デザイン登録 30-0737324 2014-03-31 ヘアマッサージ専用くし



4.権利獲得現況

国内特許登録現況

区分 特許登録 特許出願 その他出願 認証 その他登録

企業-ED’P - - 11 9 18

SOLUTION 1 1 - - -

化粧品 1 2 - 8 -

機器類 - 1 - - 2

その他 - - - - 2

合計 2 4 11 17 22



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

• 市場戦略
1次ターゲット

1) 人口統計 : 40~60代中高年層

2) 所得位 : 中産層

3) ライフスタイル : 頭皮,脱毛に悩みを持

っている人、天然カラーに興味を持って

いる人

2次ターゲット
1) 人口統計 : 20~30代の男女

2) ライフスタイル :頭皮,脱毛に悩みを持っ

ている人

3次ターゲット
1) 人口統計: 全年齢

2) ライフスタイル :頭皮,脱毛に悩みを持って

いる人及びデトックスに興味を持っている

人

1次ターゲット 2次ターゲット 3次ターゲット

0~1970+

20~3940~69

上

中

下

頭皮,脱毛に悩みを持っている人

頭皮,脱毛に
悩み無し

オーガニック

カラーに興

味を持って

いる人

頭皮デトックスに

興味を持ってい

る人

年齢 所得位 ライフスタイル



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

① 日本マーケティング戦略
日本国内のライフスタイルの特性に合わせた商品構成と価格差別化の推進
1） Main Targetバイヤー： 日本国内頭皮管理関連エステ、頭皮ケアの専門ショップ、脱毛の治

療病院などの専門店を中心にバイヤーマーケティングを進める
2） ED’Pプチセルをメイン製品として美容機器市場に参入し、その後ブランドを立ち上げる
例＞
ステップ①： プチセル（ホームケア美容機器）、プチなど美容機器中心の商品販売
ステップ②： ED’P頭皮デトックス5ステップのプログラム製品とソリューションを販売

② 頭皮デトックスプログラムを現地パートナーと立ちあげる
ー韓国フランチャイズ適用：韓国内の加盟店運営方式を適用、日本の現地マーケティングを進める

ーSPC実行：現地頭皮ケアの専門会社と提携し、技術提携による現地状況に合わせた5段階のプロ
グラムのロンチング

ー頭皮デトックスプログラムの輸出を優先にして、頭皮デトックスの核心技術製品で、好感度が高い
プチセル（間接高周波）を先ず発売し、順次に後続製品をリリーズ予定



5.マーケティング目標

 予想需要先

〮頭皮デトックスプログラムを用いて頭皮市場をリードする企業
〮家庭用間接高周波機でのホームケアを推薦する企業
〮日本国内頭皮管理関連エステ、頭皮ケアの専門ショップ、脱毛の治療病院な
どの専門店 など



5.マーケティング目標

予想売上げ及び市場シェア目標

区分

年度

生産

製品名

販売価格

販売先
数量

価格

(国内)

価格

(輸出)

2017 高周波機器 10,000個 20億ウォン 5億ウォン

中国 : 総販売代理店
日本 : KTVF経緯アメ
リカ : 現地法人

2018 高周波機器 50,000個 100億ウォン 50億ウォン

2019 高周波機器 170,000個 300億ウォン 200億ウォン


