北海道ミルクフェイスマスク
HOKKAIDO Milk Serum Face Mask
ĨħûĺûĸĎěĮğþłĶąĝīŕěĶęąěĬĝłþ
【 1 枚入り】
【 7 枚入り】
【 1 sheet 】
【 7 sheets 】

【řÂn】
【şÂn】

North Life Co.,Ltd.

セラム液 20g/ 袋
セラム液 95g/ 袋
Serum liquid 20g / bag
Serum liquid 95g / bag

Á¦´É¤ŚŘ¦´¤»
Á¦´É¤šŝ¦´¤»

北海道産ミルク配合（保湿成分）
北海道産サーモンコラーゲン（保湿成分）
ヒアルロン酸（保湿成分）
フラーレン（エイジングケア成分）
Formulating Hokkiado Milk（for moisturizing）
Hokkaido Salmon Collagen（for moisturizing）
Hyaluronic acid（for moisturizing）
Fullerene（for aging care）
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水、グリセリン、DPG、エタノール、スキムミルク、ヒアルロン酸Ｎａ、フラーレン、PVP、加水分解コラー
ゲン、BG、（スチレン / ビニルピロリドン）コポリマー、ポリソルベート 80、キサンタンガム、クエン酸、
クエン酸 Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、香料
Water, glycerin, DPG, ethanol, skim milk, hyaluronic acid Na, fullerene, PVP, hydrolysis collagen, BG, (styrene /
vinyl pyrrolidone)copolymer, polysorbate 80, xanthan gum, citric acid, citric acid Na, phenoxyethanol, methyl
paraben, fragrance
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この商品のタイ国での代理店は %($87<5(38%/,&&2/7'です。

Á¨ ¸ÉśřŚřŠ°¥¨µ¡¦oµªŠşÂ¥řŘ ´¦µ» Â ª¨°Áoµ»·®rÁ ª´°®¨µ¦»Á¡²řŘśřŘ 7HOŘŚřŝŠšŝşş)D[ŘŚřŝŠšŝşŠ Ã··µªµ¦³
Tel (81)-11-887-7970 (Japanese)
株式会社北国生活社 〒063-0061北海道札幌市西区西町北6丁目1-1ユニビル2F
Uni Bldg. 2F, 1-1, Nishimachi-Kita, 6-Chome, Nishi-Ku, Sapporo, Hokkaido, JAPAN, 063-0061 Fax (81)-11-887-7971 (Japanese, English)
North Life Co.,Ltd.

北海道ミルクフェイスマスク
【 1 枚入り 1 sheet

アルミ袋にフェイスマスクが
１枚入っています。
1 sheet of face mask
per alminium bag.

Face mask is folded.
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内箱

Box

外箱

Carton

±°ÅÃ¤·¨rÁ¦´É¤Á¢¤µ¦r

řÂn】

フェイスマスクは
たたまれています。

アルミ袋 Aluminium bag

HOKKAIDO Milk Serum Face Mask

内箱にアルミ袋が
100 袋入っています。
100 aluminium bags
per box.
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横 Wideth ªoµ
120mm

縦 Length ¥µª
160mm

高さ Height ¼

220mm

130mm

170mm

698mm

235mm

132mm

外箱に内箱が
５箱入っています。
5 boxes per carton.

ŝ¨n°n°¨´

重量 Weight o¶®´

about 14 kgs

【 7 枚入り 7 sheets şÂn 】

チャック zipper »·

Face mask is folded.

¡´Á¢¤µ¦r¦¹É®¹É
アルミ袋 Aluminium bag
内箱

Box

外箱

Carton

内箱にアルミ袋が
80 袋入っています。
80 aluminium bags
per box.

アルミ袋にフェイスマスクが
7 枚入っています。
7 sheets of face mask
per alminium bag.

フェイスマスクは
たたまれています。
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横 Wideth ªoµ
140mm

縦 Length ¥µª
195mm

高さ Height ¼

340mm

235mm

220mm

355mm

287mm

245mm

外箱に内箱が
2 箱入っています。
2 boxes per carton.

Ś¨n°n°¨´

重量 Weight o¶®´

about 18 kgs

【 30 枚入り 30 sheets śŘÂn 】

チャック zipper »·

フェイスマスクは
2 つ折りになっています。
Face mask is folded in half.
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アルミ袋 Aluminium bag
内箱

Box

外箱

Carton

アルミ袋にフェイスマスクが
30 枚入っています。
30 sheets of face mask
per alminium bag.

内箱にアルミ袋が
24 袋入っています。
24 aluminium bags
per box.
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横 Wideth ªoµ
240mm

縦 Length ¥µª
225mm

高さ Height ¼

340mm

235mm

220mm

355mm

287mm

245mm

外箱に内箱が
2 箱入っています。
2 boxes per carton.

Ś¨n°n°¨´

重量 Weight o¶®´

about 19 kgs
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