
取得日本の許可

3402.90

賞味期限

製品開発のコンセプト/

発売日

ワンポイント販売フレーズ

使い方

抗菌、 天然、安全性

水の臭みまでなくす保健福祉部1種キッチン洗剤

皿洗いするときたわしにポンピングして泡を出した後、

皿を洗い、水できれいにすすぎます

30-50代の女性、主婦、幼い子供をいる主婦

（菌に敏感で、天然の好む顧客層）

保健福祉部 1種、米国FDAの品質安全性テストに合格商品/成分上の特徴

競合製品

HSコード

1000ml

重量

CIG株式会社

備考 ■お問い合わせ■

1000ml

所長ジャンヨンス（Jang YongSu）

〒169-0072東京都新宿区百人町1－23－6　ケーイムビル３F

TEL：+ 81-3- 6302 - 1229 FAX：+ 81-33- 6369 - 4980

韓国IP：070- 5103 - 1224 E-mail：jys@cigkr.com

商品規格書

商品名㈱ブニエルワールド

管理番号

精製水、ラウリルグルコシド重曹（曽）クエン酸ア

ルギン酸ナトリウムグルコン酸ナトリウム済州みかん

オイルユーカリ葉油、1,2-ヘキサンジオール、グリセ

リン柿の葉抽出物香料（パイナップルエキス）

製品の写真や成分表

主なターゲット顧客

ワサビア

自然が好きなキッチン洗剤

アウトボックス

80 * 80 * 280 mm 1

1

数サイズ（幅*幅*高さ）mm包装

80 * 80 * 260 mm1つ

インボックス

製品仕様

FOB

MOQ

サンプル提供が 8,750₩                                                          

2,000



精製水、エタノール、デシルポリグルコシド、ラベンダ

ーエキス、ローズマリーエキス、ユリ抽出物、カモミー

ルエキス、アロエベラ葉エキス、ビョンプルエキス、緑

茶エキス、ケシの香り、わさびエキス

150ml

わさび（わさび）特許オイルの強力な作用で悪臭の源である

バクテリアを根本的に遮断し、天然由来成分で製造した新概

念のわさびああ香り消臭

化学物質の登録及び評価等に関する法律によるため懸念製

品の安全基準に適合している自己検査番号：F-A10B-

H036001-A150

商品規格書
管理番号

㈱ブニエルワールド 商品名 ワサビア抗菌香り消臭

FOB

商品/成分上の特徴

MOQ 2000

サンプル提供が 7,500

製品仕様

製品開発のコンセプト/

発売日
わさび抗菌、天然、脱臭

ワンポイント販売フレーズ

使い方 衣類、布団、生活周辺など脱臭が必要なところに噴射します。

主なターゲット顧客
30-50代の女性、主婦、幼い子供がいる主婦

（菌に敏感で、天然の好む顧客層）

HSコード 3307.49

賞味期限

CIG株式会社

取得日本の許可

包装 サイズ（幅*幅*高さ）mm 数 重量 備考 ■お問い合わせ■

1つ 40 * 40 * 215 mm 1 150ml

競合製品

インボックス 40 * 40 * 215 mm 1 所長ジャンヨンス（Jang YongSu）

〒169-0072東京都新宿区百人町1－23－6　ケーイムビル３F

TEL：+ 81-3- 6302 - 1229 FAX：+ 81-33- 6369 - 4980韓

国IP：070- 5103 - 1224 E-mail：jys@cigkr.comアウトボックス



抗菌、 栄養、保湿、毛穴の老廃物、化粧かす除去と同時に

しっとり保湿美容石鹸

商品規格書
管理番号

㈱ブニエルワールド 商品名 ワサビア美容石鹸

FOB

MOQ 2000

サンプル提供が 10,000

取得日本の許可

■お問い合わせ■

ラウリック酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン

酸、水酸化ナトリウム、ソルビトール、センテラアジ

アティカ（ビョンプル）、ヒアルロン酸、アロエベラ抽

出物、ワサビ抽出物、ヨモギエキス、天然漢方防

腐剤、パパイヤエキス、ヨモギエキス、センキュウ抽

出物、海藻エキス、パンテノール、ドクダミエキス、イ

ンゲン抽出物、カレンデュルラエキス、カタツムリエキ

ス（カタツムリ粘液ろ過水）、ハチミツ、ローズマリ

ー、ユルピ、ドクダミ、竹炭成分、リーベンダオアル、

ティーツリーオイル、ココナッツ、ひまわりさん、ホホ

バ、ぬ、パーム、ケシ油、ローズヒップ油、硫黄、月

見オイル

使い方
洗顔や入浴時に十分な泡を立てて優しくマッサージした後、き

れいにすすぎます。

主なターゲット顧客
30-50代の女性、主婦、幼い子供がいる主婦、思春期の青

少年（菌に敏感で、天然の好む顧客層）

競合製品

商品/成分上の特徴 FDA品質安全性テストに合格された製品

製品仕様

製品開発のコンセプト/

発売日
わさび特許物質を利用した抗菌、天然

ワンポイント販売フレーズ

CIG株式会社

所長ジャンヨンス（Jang YongSu）

〒169-0072東京都新宿区百人町1－23－6　ケーイムビル３F

TEL：+ 81-3- 6302 - 1229 FAX：+ 81-33- 6369 - 4980韓

国IP：070- 5103 - 1224 E-mail：jys@cigkr.com

製品の写真や成分表

1つ 75 * 75 * 30 mm 1 100g

包装 サイズ（幅*幅*高さ）mm 数 重量 備考

HSコード 3401.11

賞味期限 公開日から 1年

アウトボックス

インボックス 75 * 75 * 30 mm 1 100g



有害成分を入れていないわさびで作くられた歯磨き粉

商品規格書
管理番号

㈱ブニエルワールド 商品名 ワサビアシャーマルプラス歯磨き粉

FOB

MOQ 2000

サンプル提供が 10,000

取得日本の許可

■お問い合わせ■

[主成分]アミノカプロン酸、アラントインクロロヒドロ

キシアルミニウム、リン酸水素カルシウム水和物、

沈降炭酸カルシウム

[副成分]マートリカリアのX、緑茶のX、ユーカリエ

キス、セージのX、わさび抽出物、農グリセリン、D-

ソルビトール液、キサンタンガム、ココグルタミン酸ナ

トリウム、酵素処理ステビア、キシリトール、ハイドロ

キシアパタイト、クエン酸、マスチック、ミルラ、ペパー

ミントオイル

使い方
歯ブラシに適量を 埋葬歯茎、歯の隅々うがいしてすすぎます

。

主なターゲット顧客
30-50代の女性、主婦、歯や歯茎の弱い高年齢層（菌に

敏感で、天然の好む顧客層）

競合製品

無合成界面活性剤、無パラベン、無トリクロサン、無フッ素、

無サッカリン、無人工香、無タール色素、無合成保存剤スティ

ック水溶液発明特許/有機加工食品の証明書/製造元：同

じ制約

商品/成分上の特徴

製品仕様

製品開発のコンセプト/

発売日
わさび特許物質を 利用抗菌、天然

ワンポイント販売フレーズ

CIG株式会社

所長ジャンヨンス（Jang YongSu）

〒169-0072東京都新宿区百人町1－23－6　ケーイムビル３F

TEL：+ 81-3- 6302 - 1229 FAX：+ 81-33- 6369 - 4980韓

国IP：070- 5103 - 1224 E-mail：jys@cigkr.com

1つ 55 * 40 * 205 mm 1 200g

包装 サイズ（幅*幅*高さ）mm 数 重量 備考

HSコード 3306.10

賞味期限

アウトボックス

インボックス 55 * 40 * 205 mm 1 200g



乾燥しないハンドウォッシュジェル

商品規格書
管理番号

㈱ブニエルワールド 商品名 ワサビアハンドウォッシュクリーンジェル

FOB

MOQ 2000

サンプル提供が 12,500

取得日本の許可

■お問い合わせ■

精製水、エタノール、ジカリウムグリシリジェイアップ

デート - 甘草酸ナトリウム、シトレート、アロエバレ

葉エキス、カルボマー、わさび特許オイル、ソルビタ

ンセスキ上げエイト、ペパーミントエキス、緑茶エキ

ス、カモミール花エキス、カレンデュルラエキス、ココ

ナッツオイル、ビョンプルエキス

使い方
適量をポンピングして、手のひら、指の間の間手の甲にまんべ

んなく塗布して消毒してくれます。

主なターゲット顧客
30-50代の女性、主婦、幼い子供を持つ主婦（菌に敏感

で、天然の好む顧客層）

競合製品

米国FDA適法原料の安定性テスト検査済み製品商品/成分上の特徴

製品仕様

製品開発のコンセプト/

発売日
わさび特許オイルを 利用抗菌、天然

ワンポイント販売フレーズ

CIG株式会社

所長ジャンヨンス（Jang YongSu）

〒169-0072東京都新宿区百人町1－23－6　ケーイムビル３F

TEL：+ 81-3- 6302 - 1229 FAX：+ 81-33- 6369 - 4980韓

国IP：070- 5103 - 1224 E-mail：jys@cigkr.com

1つ 75 * 75 * 185 mm 1 500g

包装 サイズ（幅*幅*高さ）mm 数 重量 備考

HSコード 3322.90

賞味期限

アウトボックス

インボックス



植物バイオン（脂肪酸系）界面活性剤 - ラウリ

ルグルコシド（15〜30％）未満、デシルグルコシ

ド（植物性非イオン界面活性剤）、グリセリン、

クエン酸ナトリウムルーム、過炭酸ナトリウム（漂

白剤）、ポリソルベート85（乳化剤） 、塩重曹

（重曹）、オレイン酸、済州みかん油、緑茶抽

出物、大豆発酵エキス、わさびオイル、ゆずエキ

ス、カレンデュルラ花エキス、ティーツリー葉油、ユー

カリ葉油、香料（ケシ）、精製水

わさびアシャマル - 洗濯洗剤は100％天然由来の洗浄成分

で、人体に無害な材質で作られたかなどの安全性を検証した

後に与えられる自己検査番号を受信した製品

化学物質の登録、評価等に関する法律によるため懸念製品

の安全基準に適合している者が検査番号：C-A038-

H00501 -A150、アメリカFDA品質、安全性テストに合格

商品規格書
管理番号

㈱ブニエルワールド 商品名 ワサビアシャーマル洗濯洗剤

FOB

商品/成分上の特徴

MOQ 2000

サンプル提供が 15,000

製品仕様

製品開発のコンセプト/

発売日
わさび特許オイルを 利用抗菌、天然

ワンポイント販売フレーズ

使い方 ドラム洗濯機、一般の洗濯機、手洗い可能

主なターゲット顧客
30-50代の女性、主婦、幼い子供がいる主婦（菌に敏感

で、天然の好む顧客層）

競合製品

HSコード 3322.90

賞味期限 製造日から 2年

所長ジャンヨンス（Jang YongSu）

〒169-0072東京都新宿区百人町1－23－6　ケーイムビル３F

TEL：+ 81-3- 6302 - 1229 FAX：+ 81-33- 6369 - 4980韓

国IP：070- 5103 - 1224 E-mail：jys@cigkr.com

CIG株式会社

取得日本の許可

包装 サイズ（幅*幅*高さ）mm 数 重量 備考 ■お問い合わせ■

製品の写真や成分表

1つ 140 * 80 * 250 mm 1 2L

インボックス

アウトボックス



わさびエキスと ハーブの成分で

頭皮をすっきりするシャンプー

商品規格書
管理番号

㈱ブニエルワールド 商品名 ワサビアあ漢方天然シャンプー

FOB

MOQ 2000

サンプル提供が 15,000

取得日本の許可

■お問い合わせ■

精製水、ラウリルグルコシド、ジナトリウムココことグ

ルタミン酸、デシルルグルコシド、ココベタイン、ナトリ

ウムヒアルロンとしてネート、パンテノール（ビタミン

B5）、牡丹の根エキス、シャクヤクチューエキス、

金エキス、わさび特許油、緑茶抽出物、メシマコブ

エキス、トウキエキス、甘草エキス、センキュウ抽出

物、高麗人参エキス、フクヅエキス、クララエキス、

下水エキス、ショウブ抽出物、ローズマリーエキス、

ペピミントエキス、白書エキス、ショウガエキス、アラ

ントイン、ツバキ油、エラスチン、セラミド、プロポリ

ス、シートリック酸、ナイアシンアミドグレード、羅漢

百エキス、ホワイトウィロー樹皮エキス、ビョンプルエ

キス、アルファ - ビサボロール球、サンヨプエキス、エ

スピーノジルセンブリエキス、スギナエキス、ネトル

（イラクサ）、ピリトキシンエイチシーエル - ビタミン

b6、ナトリウムパイテート

使い方
毛髪と頭皮を十分に濡らした後、適量をポンピングして、手で

泡を出します。毛髪と頭皮を優しくマッサージした後、すすぎま

す。

主なターゲット顧客
30-50代の女性、主婦、幼い子供がいる主婦（菌に敏感

で、天然の好む顧客層）

競合製品

商品/成分上の特徴 FDA品質、安全性テストに合格し

製品仕様

製品開発のコンセプト/

発売日
わさび特許オイルを利用した抗菌、天然漢方、保湿

ワンポイント販売フレーズ

CIG株式会社

所長ジャンヨンス（Jang YongSu）

〒169-0072東京都新宿区百人町1－23－6　ケーイムビル３F

TEL：+ 81-3- 6302 - 1229 FAX：+ 81-33- 6369 - 4980韓

国IP：070- 5103 - 1224 E-mail：jys@cigkr.com

1つ 80 * 80 * 180 mm 1 500ml

包装 サイズ（幅*幅*高さ）mm 数 重量 備考

HSコード 3305.10

賞味期限

アウトボックス

インボックス 80 * 80 * 180 mm 1 500ml



商品規格書
管理番号

㈱ブニエルワールド 商品名 わさびああ漢方天然トリートメント

FOB

商品/成分上の特徴
保湿栄養補給に優れた天然ハーブエキスとわさび特許オイル

を配合するFDAの品質安全性テストに合格製品

MOQ 2000

サンプル提供が 15,000

製品仕様

製品開発のコンセプト/

発売日

わさび特許オイルを利用した抗菌、天然ハーブ、保湿、栄養

補給

ワンポイント販売フレーズ 細くサラサラ髪に栄養供給 - 漢方天然トリートメント

使い方
シャンプー後、軽く水気を除去した後、適量をポンピングして、

毛髪にマッサージした後、しばらく放置したが綺麗にすすぎます

。

主なターゲット顧客
30-50代の女性、主婦（各種ファームと染色で毛髪の損傷

を経る顧客層、天然を好む顧客層）

競合製品

HSコード 3305.90

賞味期限 公開日から 1年

所長ジャンヨンス（Jang YongSu）

〒169-0072東京都新宿区百人町1－23－6　ケーイムビル３F

TEL：+ 81-3- 6302 - 1229 FAX：+ 81-33- 6369 - 4980韓

国IP：070- 5103 - 1224 E-mail：jys@cigkr.com

CIG株式会社

取得日本の許可

包装 サイズ（幅*幅*高さ）mm 数 重量 備考 ■お問い合わせ■

精製水、シルクアミノ酸、ホホバ油、クエン酸、アロ

エ葉エキス、パンテノール、牡丹の根エキス、甘草

エキス、金エキス、わさび特許油、緑茶抽出物、メ

シマコブエキス、トウキエキス、甘草エキス、センキュ

ウ抽出物、高麗人参エキス、フクヅエキス、クララエ

キス、下水エキス、ショウブ抽出物、ローズマリーエ

キス、ペパーミントエキス、エラスチン、プロポリス、セ

ラミド3、アラントイン、ケラチン、ツバキ油、ナイアシ

ンアミドシルク、ナトリウムハイヒアルロン酸ナトリウ

ム、乳酸、ココベタイン、ワサビノキ葉油、ハイドロー

ルライズド、コラーゲン、バオバブの木の葉エキス、

ネトル（イラクサ）、シートリック酸、ピリトキシンエ

イチシーエル - ビタミンb6、ビョンプルエキス。羅漢

百エキス、ホワイトウィロー樹皮エキス、ナトリウムパ

イテート

1つ 80 * 80 * 180 ml 1 500ml

インボックス 80 * 80 * 180 ml 1 500ml

アウトボックス



商品規格書
管理番号

㈱ブニエルワールド 商品名 ワサビア抗菌天然ボディウォッシュ

FOB

商品/成分上の特徴
保湿に優れた原料のわさびオイルを加えて、皮膚の保護、外

観力が卓越、家族全員使用可能FDA品質、

安全性テストに合格

MOQ 2000

サンプル提供が 12,500

製品仕様

製品開発のコンセプト/

発売日
わさびオイルを利用した抗菌、天然、保湿

ワンポイント販売フレーズ 家族全員が使用する天然ボディウォッシュ

使い方
シャワーボールまたはシャワータオルに適量をポンピングして泡を

出します。優しくマッサージした後、きれいにすすぎます。

主なターゲット顧客
30-50代の女性、主婦、幼い子供がいる主婦（菌に敏感

で、天然の好む顧客層）

競合製品

HSコード 3401.30

賞味期限 公開日から 1年

所長ジャンヨンス（Jang YongSu）

〒169-0072東京都新宿区百人町1－23－6　ケーイムビル３F

TEL：+ 81-3- 6302 - 1229 FAX：+ 81-33- 6369 - 4980韓

国IP：070- 5103 - 1224 E-mail：jys@cigkr.com

CIG株式会社

取得日本の許可

包装 サイズ（幅*幅*高さ）mm 数 重量 備考 ■お問い合わせ■

精製水、グリセリン、黄金抽出物、ナトリウムココイ

ルグルタミン酸、ラウリルグルコサイト、グリコールステ

アレート、わさび特許油、緑茶抽出物、ワサビノキ

種子油、牡丹の根エキス、アロエベラ葉エキス、ト

ウキエキス、ケシエキス、トコフェロールアセテート、

ステアリック酸、ヒアルロン酸、アラントイン、コロイダ

ルオートミール、白ヤナギ樹皮エキス、アルファ非サ

ボロール、ビョンプルエキス、文ライコシーレするロ

ス、被酢酸、ショヅムシートレート

1つ 75 * 75 * 185 ml 1 500ml

インボックス 75 * 75 * 185 ml 1 500ml

アウトボックス



商品規格書
管理番号

ミド化粧品 商品名 ワサビア抗菌天然ボディローション

FOB

商品/成分上の特徴
保湿に優れた原料のわさびオイルを加えて、皮膚の保護、外

観力が卓越、家族全員使用可能FDA品質、安全性テスト

に合格

MOQ 2000

サンプル提供が 12,500

製品仕様

製品開発のコンセプト/

発売日
わさびオイルを利用した抗菌、天然、保湿

ワンポイント販売フレーズ 家族全員が使用 できるしっとりボディローション

使い方 シャワーの後、適量を 体に塗って吸収させます。

主なターゲット顧客
子供を持つ主婦、肌の乾燥やかゆみの悩みを持っている顧客

層（天然、成分に敏感する）

競合製品

HSコード 3304.99

賞味期限 公開日から 1年

所長ジャンヨンス（Jang YongSu）

〒169-0072東京都新宿区百人町1－23－6　ケーイムビル３F

TEL：+ 81-3- 6302 - 1229 FAX：+ 81-33- 6369 - 4980韓

国IP：070- 5103 - 1224 E-mail：jys@cigkr.com

CIG株式会社

取得日本の許可

包装 サイズ（幅*幅*高さ）mm 数 重量 備考 ■お問い合わせ■

精製水、グリセリン、オリーブオイル、ステアリック

酸、セチルアルコール、ソルビタンセス、クイ上げエイ

ト、ビョンプルエキス、シアバター、ワサビノキ種子

油、ワサビ特許油、緑茶抽出物、ケシエキス、トコ

フェロールアセテート、ヒアルロン酸、コロイダルオー

トミール、白ヤナギ樹皮エキス、ソルビタンステアレ

ート、グリセリルステアレート、スベリヒユエキス、アロ

エベラ葉エキス、カレンデュルラエキス、バオバブの

木の葉エキス、被酢酸、ショヅムシートレート

1つ 75 * 75 * 180 ml 1 500ml

インボックス 75 * 75 * 180 ml 1 500ml

アウトボックス



商品規格書
管理番号

㈱ブニエルワールド 商品名 わさびワサビア茶

FOB

商品/成分上の特徴 わさびの葉、茎100％に カフェインがない

MOQ 2000

サンプル提供が 25,000

製品仕様

製品開発のコンセプト/

発売日

わさびの葉、茎のアンチエイジング、抗酸化機能をと栄養をそ

のまま盛り込んだわさびああ茶

ワンポイント販売フレーズ 辛くなく香ばしい わさびわさびああ茶

使い方 ティーバッグを入れて懸念お召し上がりください。

主なターゲット顧客 カフェインが入ってなてｋ香ばしい味のお茶をしたい顧客層

競合製品

HSコード 3402.90

賞味期限

製品の写真や成分表

所長ジャンヨンス（Jang YongSu）

〒169-0072東京都新宿区百人町1－23－6　ケーイムビル３F

TEL：+ 81-3- 6302 - 1229 FAX：+ 81-33- 6369 - 4980韓

国IP：070- 5103 - 1224 E-mail：jys@cigkr.com

CIG株式会社

取得日本の許可

包装 サイズ（幅*幅*高さ）mm 数 重量 備考 ■お問い合わせ■

1つ 60 * 60 * 130 mm 1 300g

インボックス 270 * 195 * 70 mm 2 1000g

アウトボックス


