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貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。 

日本進出を希望する韓国の優秀な企業らが「2018 日本(東京)消費財分野韓国優秀商品商談会 」を

下記の通り開催する予定でございます。たくさんのバイヤー様のご参加をお待ち申し上げます。 

 

 

商談会概要 

▣ 日   程 2018.12.12(水) 10:00~17:00 

▣ 主   管 韓日産業技術協力財団 

▣ 場 所 東京新宿京王プラザホテル 44階 ハーモニー+アリス 

▣ 参加企業 雑貨、アイディア商品、消費財、コスメなど 

▣ ホームページ http://choigo.co.jp/20181212_item/  

 

 

  ※参加費用は一切ございません。日本語の通訳付きです。 

※商談後、ご希望でしたら韓国企業との仲介業務も行います(要相談)。 

※今回参加する韓国企業は、韓国の政府自治体から選ばれた企業でございます。 

 

 

 

お問い合わせ先 
CIG株式会社 所長 張 鎔守(Jang YongSu)  

〒169-0073 東京都新宿区百人町１丁目２３－６ケーエムビル3階   

TEL：03- 6302 - 1229  FAX：03- 6369 - 4980  

携帯：080- 2065 - 2349   E-mail: jys@cigkr.com 

 

 

 

 

「2018 日本(東京)消費財分野韓国優秀商品商談会」 

http://choigo.co.jp/20181212_item/


 

「2018日本(東京)消費財輸出商談会」 

参加申込書 

1. ご参加される方   *は必 

 

 

2. 商談ご希望内容（添付の参加企業リストをご参照頂き，希望時間帯に○印をご記入ください） 

No 企業名 10時-11時 11時-12時 13時-14時 14時-15時 15時-16時 16時-17時 

1 NEOMED             

2 （株）ダサン生活化学             

3 ルチオン株式会社             

4 チェアプラス             

5. ユニークバイオテック（株）             

6. （株）ライスクレイジャパン             

7. バンウルランド             

8. （株）自然香気             

9. 幸福ビタミン             

10. 白水（オークレア）             

11. （株）マジックキューブ             

12. ジーシューズ             

13. 株式会社ビエッチビシー             

14. （株）シーエスイエヌエル             

15. 株式会社スクウェア             

 

お電話 : 03-6302-1229 担当 : ジャンヨンス FAX: 03-6369-4980 メール : jys@cigkr.com

*会社名  *氏 名  

*ご住所  部 署  

*T E L  *役 職  

*F A X  
*Ｅ-Mail  

*ホームページ  

*従業員数 名 *設立年 年 *年間売上 円 年間輸入額 円 

*取扱品目  



3. 参加企業 

 

 

NO 会社名/URL 商品写真 商品説明 

1 
NEOMED   

http://neomed1.com/  

 

●関節保護装備 

-1965年創業以来、医療機器及び関連商品開発 

-欧州のCEマーキングとアメリカのFDA（許可番号：9044922）国内

シクヤク先許可取得 

-韓国防衛省と韓国の1、700余りの医療機関、4、000余りの薬局に 

納品し、海外36カ国へ輸出中 

2 
 （株）ダサン生活化学

www.soaplife.co.kr 

 

●脱毛防止天然手作り発毛石けん 

●蚊忌避石けん 

3 
ルチオン株式会社 

www.luthione.com  

  

●ルチオンクレンジングポップ 

-水に当たると解ける世界最初個体タイプクレンザー 

-グルタチオン成分が入り、ph5.5低刺激弱酸性クレンジング効果 

-脂性、乾性用、敏感性用があり、肌タイプに合わせて使用可能 

4 

チェアプラス 

http://www.chairplus.co.

kr/  

 

●姿勢矯正用機能性イス 

-背もたれ折り畳み式機能/クッションパッド脱付着機能(洗濯可能) 

-般イス、ソファー、ベットの上に置いて使用又は床で使用可能な機能性

イス 

-腰椎支持機能イス/骨盤の歪み防止機能イス/姿勢矯正用イス 

http://neomed1.com/
http://www.soaplife.co.kr/
http://www.luthione.com/
http://www.chairplus.co.kr/
http://www.chairplus.co.kr/


 

 

 

 

NO 会社名/URL 商品写真 商品説明 

5 
ユニークバイオテック（株） 

www.uniquebiotech.co.kr  

 

●ユニーク水溶性ハニープロポリス スプレー 

- 抗菌、抗酸化機能のプロポリス健康機能食品20ml 

- 初期のど風邪、ホコリが多い現場に勤めている方、道路で運転が多い

方、のどをよく使う方に効果 

●ユニークプロポリス歯磨き粉 

-抗菌、抗酸化効能のプロポリス含量歯磨き粉120ｇ 

6 

（株）ライスクレイ 

http://riceclay.co.jp/  

 

 

●ライスドゥ 

-お米と天然材料で作った食用クレイで、工芸用クレイのように造形できま

す。 

-火を使わずそのまま食べることができる革新的な材料です。 

-新しい文化として、日本法人を設立、さまざまな施設などで専門講師を

育成、授業を行っております。 

7 
バンウルランド 

www.bangwool.co.kr  

  

●マジックバブル シャボン玉ちゃん 

-直径30㎝以上の大きいシャボン玉が構成でき、校正されたシャボン玉

が割れずに胆力性が高く、様々な形で楽しく遊べるシャボン玉 

8 
（株）自然香気 

www.bigfood.co.kr  

 

●のりブガク  

-韓国米と伝統のりを利用した栄養高い嗜好品として玄米油で揚げたも

ので保管しても酸敗がない 

-濃い味と香を持つ韓国の南道地域の伝統栄養お菓子である 

http://www.uniquebiotech.co.kr/
http://riceclay.co.jp/
http://www.bangwool.co.kr/
http://www.bigfood.co.kr/


 

 

 

 

NO 会社名/URL 商品写真 商品説明 

9 
幸福ビタミン 

www.funzzy.net  

 

●レストアップ樹液パッチ14枚6種 

-6種の香と共に疲れたあなたのためのヒーリングフットテラピー 

-レストアップ樹液パッチは足・肩・腰など使用可能 

-遠赤外線効果でより軽く爽やかな気持ちを感じられる 

10 
白水（オークレア） 

https://smelly.modoo.at  
 

●スメり ルーム＆ファブリック 

-天然フラグランスオイルベースの気持ちいい香として頭が痛くならず、9

9％抗菌、脱臭りょくを研究機関から認められました 

11 

（株）マジックキューブ  

http://magiccube.mir9.k

r/main  

  

●磁石ブロックマジックキューブ 112 

-次世代形の３D立体磁石ブロック 

-ブロックを構成する各面の内部に回転式磁石が含まれて子様が様々な

形を安定、簡単、自由に組み立てしやすい立体造形学習用磁石ブロッ

ク 

-日本STマーク取得商品 

12 ジーシューズ  

 

●ジーテイル  

-眼鏡足につけて着用の際、眼鏡足の方に適当な重さで押さえ、眼鏡が

持ち上がってお鼻を押さえる力を減らす 

-眼鏡足の形、大きさなど限らず、全ての眼鏡につけられる 

http://www.funzzy.net/
https://smelly.modoo.at/
http://magiccube.mir9.kr/main
http://magiccube.mir9.kr/main


 

 

NO 会社名/URL 商品写真 商品説明 

13 
株式会社BHBC 

http://www.vavavoom.co.kr  

 

●ババブーム 着るネイル 

-100%ジェルポリシー成分でジェルリムーバーで綺麗に除去可能 

-パッケージがジッパーパックで衛生及び製品機能落とし現象を防止 

-SGS認証商品で新環境製品-韓国産 

-市販商品より縦を1.5倍伸ばし、一枚で爪と足指の爪両方使えるワン

スタップ商品 

14 
（株）シーエスイエヌエル  

WWW.HAEDOJI.NET  

 

●HAEDOJI 韓紙チョロンーアートコラボ 

-光を付けると芳香剤の下から光が出てきて演出されるかすかな雰囲気 

- 湿気に強い韓紙の特性を利用した材質 

●HAEDOJI 石膏芳香剤 

-100%手作り手工芸 

-石膏芳香剤に韓紙を重ねてよりおしゃれな雰囲気 

15 

株式会社スクウェア  

http://kurumiscale.strikingly.com

/  

  

●ホドゥ体重計(ペット専用体重計) 

-様々なペット用品(犬用排便版、猫用トイレ、ケージ、ベットなど）に取

り付けられます 

-測定された体重は専用ダイエットコーチングアプリを通じて確認でき、ペッ

トの身体状態（品種、年、性別、体型、質病など）により、食事記録を

通じて食べ過ぎないよう、食事のコーチングができます。 

http://www.vavavoom.co.kr/
http://www.haedoji.net/
http://kurumiscale.strikingly.com/
http://kurumiscale.strikingly.com/

