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代表者 ジョンジェホ (Jung, Jae-Ho)
TEL 82+53-614-8060
E-mail pkw@chorokdeul.co.kr
所在地 大邱広域市 達城郡 論工邑 論工路69ギル

設立日 2000年
FAX 82+53-611-8021
Website www.chorokdeul.co.kr

弊社は韓国の大邱広域市に所在しているおかず及びナムルの専門会社です。

全ての商品は安全と衛星的な施設・設備で生産(HACCP認証)管理を行っています。

また、化学調味料を避けて梅/桔梗のエキスを活用し、自然のままの味を極めるために努力しています。

韓国の代表流通業者であるEmartや農協を主な取引先にしています。

| 会社紹介

 2000 ナムル専門会社 CHOROKDEUL KOREA㈱ 設立

 2007 おかず専門会社 農業会社法人 ㈱CHOROKDEUL 設立

 2007 ショッピングモール 「CHOROK SHOP」 オープン

 2007 前処理農産物 HACCP 認証(韓国最初)

 2012 農産物 原産地表示 優秀業者 認証

| 沿　　革

| 製品紹介・特徴

韓国の代表的なキュウリ産地である尙州(サンジュ)市生産のキュウリを使って弊
社ならではの漬け方で完成したカリッとするキュウリの食感が特徴です。

キュウリ漬け

環境汚染の無い韓国南海の野生で採取されたわらびを使ったナムルで柔らかい
味を最大限生かしたものです。

わらびナムル

食べやすく整理されたベトナム産ベビークラブに韓国ならではの辛い味や甘いソー
スを活用したものでおかずはもちろん、おつまみとしてもオススメです。

ベビークラブ カンジョン

農業会社法人 ㈱チョロックデュゥル
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代表者 キムドンチョル (Kim, Dong- Cheul)
TEL 82+53-642-6300
E-mail mommoya0401@naver.com
所在地 大邱広域市 達西区 辰泉路 8ギル 12-6

設立日 2018. 04. 01
FAX 82+53-642-6301
Website www.mommoya.co.kr

弊社は果実の搾汁ジュースおよび果物乾燥シリアルの専門製造会社で、2018年に設立された新生企

業です。

お客様の健康を第一に考えてより高品質の製品づくりに努めています。

これからも健康的な製品の提供に誠意努力していく所存所存です。

| 会社紹介

| 製品紹介・特徴

韓国国内産のりんごを100%搾汁した果実の搾汁ジュースです。
一切の副材料無しに果実のみ搾汁が特徴です。
りんご以外【梨】【葡萄】【蜜柑】【りんご・ニンジン】【りんご・アロニア】【梨・桔梗】【苺】 7種類の味が楽しめます。

ジャヨンマウル(自然村)りんごジュース

韓国国内産果物の乾燥シリアルです。
近赤外線乾燥方法で砂糖の代わりにサトウキビを使い、
他の穀物を一切添加せずに果物のみを使用したのが特徴です。

果物乾燥シリアル(サンプル)

農業会社法人 ㈱ナウン
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代表者 ソインソン (Seo, In-Seon)
TEL 82+53-746-7307
E-mail avira7307@gmail.com
所在地 大邱広域市 東区 東大邱路 432、701号

設立日 2011. 11. 29
FAX 82+53-746-7309
Website www.theavira.com

弊社は韓国慶州の自社所有の鉱山から採掘されたベントナイトとゼオライトを原料にする石けんと化粧

品の製造・販売専門会社です。

ベントナイトとゼオライトの混合原料は韓国の食品医薬品安全処から「化粧品安全基準」の適合判定さ

れたもので、重金属・放射線物質及び黄砂や微細ホコリの吸着性に優れた特徴を持っています。

2018年には韓国調達庁の調達品目に選定、また農協で運営するハナロマートや各種のオンラインショ

ップに入店されています。

| 会社紹介

| 製品紹介・特徴

厚生省及び大阪市に製品登録されている最高級の石けんで黄土より10倍強
い吸着力で微細オコリや重金属・老廃物を吸着・排出します。
100%ココナッツベースが使用されるので、弾力と保湿、シワ改善に役立ち、全て
の肌タイプに使えます。

グラニ─ストーンズ

ココナッツ100%ベースと天然鉱物のベントナイト・ゼオライトの効率的な配合。
天然鉱物の放射能物質と重金属解毒作用で肌を健康で華やかにしてくれると
ともに、皮膚トラブルの鎮定や保質効果があります。フォームクレンジングの代わり
に使えるほどメイク落とし効果も優れています。

アビラストーンズ プレミアム石けん

100%天然鉱物原料で作られたマッサージパックパウダーは原料だけで肌のシワ
改善、痒み緩和、栄養供給、保湿効果などの効果を持ちます。
水とパウダーを配合し、顔や肌で5分程度パックした後、温水で流します。

アビラミネラルパウダー

㈱アビラ
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代表者 ソヨンス (Seo, Young-Soo)
TEL 82+10-3547-5001
E-mail master@soaplife.co.kr
所在地 大邱広域市 達西区 達西大路 88ギル 8-11

設立日 2001年
FAX 82+53-593-0063
Website www.soaplife.co.kr

良い石けんは最高の化粧品です

㈱茶山生活化学
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足石けん: 足の臭い除去 

清熱解毒(チョンヨルヘドック): 毛穴管理

足石けん: 足の臭い除去

布巾石けん: 殺菌、抗菌効果

足石けん / あかすり石けん

韓丹秘潤(ハンダンビユン): ニキビ除去

炭石けん: 角質軟化、殺菌消毒

赤ちゃん用の洗濯石けん

シャンプバー: 脱毛防止, 頭皮管理

蚊石けん: 蚊の退治効果

ペット石けん: ペットの毛髪管理

馬油手作り石けん: 保湿効果
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代表者 キムイェヨン (Kim, Ye-Young)
TEL 82+0502-124-1000
E-mail trmo312@naver.com
所在地 大邱広域市 達西区 達西大路555、312号

設立日 2018. 02. 08
FAX 82+0502-127-1000
Website www.ttaereumio.com

揮発なアイディアを基に女性用ビュウティー製品を専門に製産しています。 

テミリ手袋、洗顔手袋、ヘアードライ手袋など自社製製品を韓国のテレビ通販などを中心に販売しております。

これからも色々なアイディアから女性の方に喜ばれる製品を創るために努力しつづける所存です。

| 会社紹介

| 製品紹介・特徴

力を入れずに角質を除去する特許技術で製作された製品です。
指型、ミトン型の二つのタイプで製作しています。

テミリ手袋 (指型, ミトン型 2タイプ)

テミリタオル

一人で背中のあかすりができるように製作された製品です。
特許技術で力を入れずに角質の除去ができます。

洗顔手袋

人絹100%で製作された洗顔手袋です。
石けん・クレンジング・フォームと一緒に使用すると皮脂の除去に効果があります。

㈱テルミオ
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代表者 ラヨンイム (La, Young-Im)
TEL 82+53-422-0373
E-mail eselnara1@hanmail.net
所在地 大邱広域市 北区 七星南路 35ギル 5

設立日 2007. 06. 07
FAX 82+53-423-2061
Website www.eselnara.com

弊社は2007年設立以来、「自然と人を考える企業」のキャッチフレーズで各種の香辛料の専門製造社と

してより良い品質の製品を製産するために頑張ってきました。

これからも優秀な研究人力を基に持続的な研究や設備投資などを通じ、 お客様のニーズに応えた新

製品の開発とともに海外市場の開拓でグロバール企業として跳躍していきたい所存です。

| 会社紹介

 2007 ㈱イスルナラ 創業
 2009 CJ Freshway 納品
 2010 子会社ESバイオ設立、大邱漢方支援センター内企業付設研究所設立
 INNOBIZ(技術革新型中小企業) 認証
 2012 新社屋新築・移転(現所在地工場)、ソース小包装自動ライン(容器形態)構築
 2014 大邱テクノパープバイオヘルス融合R&D協約、カプサイシンソース中国輸出
 2016 包装自動化構築及び納品・香辛料容器の新デザイン出資、意匠登録出願
 2017 Pre-スター企業指定、 表彰状受賞、 中小企業大賞受賞
 2018 第2工場(韓国七谷所在)設立及びHACCP認証

| 沿　　革

| 製品紹介・特徴

揚げ鶏にかけて食べるソースで韓国ベスト
セーラソースです。

ボンゴーレパスタに使うシーズニングでとても
簡単にボンゴーレの風味を出せるので、 パ
スタの専門店などで使われています。

韓国の鶏の唐揚げといえるタッカンジョン用
のソースで甘みのある辛さが特徴です。

韓国のチョンヤン唐辛子とカプサイシンの絶
妙な組合せで美味しい辛さが特徴です。 

ニンニク醤油ソース

ボンゴーレ

タッカンジョンソース

チョンヤンブルソース

㈱イスルナラ
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代表者 ジョンヒド (Jeong, Hee-Doh)
TEL 82+53-965-5538
E-mail ceo@jk-partners.co.kr
所在地 大邱広域市 東区 東部路 26ギル 37

設立日 2017. 06. 28
FAX 82+53-965-5539
Website www.jk-partners.co.kr

弊社は食用昆虫で健康食品を製産している食品製造企業です。 2017年 法人設立以来、食用昆虫健

康食品の底辺拡大へ取込みながら健康食品の研究開発にも力を注いでいます。 

高齢層に不足しやすいたんぱく質の補充など多様な効能を持っている昆虫食品で世界的に認定され

る健康食品会社を目指して精進してまいる所存です。

| 会社紹介

 2017 06  株式会社ゼイケーパートナス 設立

 2018 08  グミグミ 商標券 登録

 2018 11  食用昆虫に関する特許5種の技術移転完了

 2018 12  認知症の予防及び治療に関する造成物の特許50%保有

| 沿　　革

| 製品紹介・特徴JK
 partners Inc

㈱ゼイケーパートナス

韓国国内産乾燥ゴミムシダマシの幼虫60%と高血圧・糖尿に良い国内産カイコ
の粉末20%・昆布20%を混合したものです。

韓国国内産乾燥ゴミムシダマシの幼虫80%と昆布20%を混合して消化・吸収
率を高め、味と匂いを改善したものです。

グミグミグムベンイ丸

グミグミグムベンイ丸＋

韓国国内産乾燥ミールワーム80%と昆布20%を混合して消化・
吸収率を高め、味と匂いを改善したものです。

韓国国内産乾燥ミールワーム60%と高血圧・
糖尿に良い国内産カイコの粉末20%・昆布20%を混合したものです。

グミグミコソエ丸

グミグミコソエ丸＋
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代表者 ベクジェギ (Baek, Jae-Ki)
TEL 82+53-572-1323
E-mail cz5533@naver.com
所在地 大邱広域市 西区 臥龍路 73ギル 57-14

設立日 2015. 03
FAX 82+53-573-1323
Website www.charmzonefood.co.kr

弊社は伝統茶の専門製造会社として1994年創業以来、韓国の飲料及び茶類の産業発展と共に成長し

てきました。 食品の安全性を確保し、お客様の健康・最高品質・最上の味を最優先の価値として信頼で

きる製品づくりに取り組んでいます。

弊社の代表製品は希釈用の液状果実ベースであり、温·冷水または炭酸水などと混ぜ具合いが良く、ま

た5倍希釈使用というコストパフォーマンスから飲食店やカフェでデザートやスムージー、エイドなど多様

に応用できる経済的な製品です。

| 会社紹介

 1994 09  伝統茶、 粉末茶の製造開始

 1996 04  果実ベースへの製品拡張

 2000 03  工場拡張移転 (大邱 西区)

 2010 04  缶詰食品生産工場の新築

 2014 08  ベンチャー企業認証、企業付設研究所の設立

| 沿　　革

| 製品紹介・特徴

韓国国内産のゆずの果肉がたっぷり入って
ゆずの食感が楽しめます。
冷水や炭酸水への溶け具合いがとても良
いため、スムージーエイドなどのカフェ飲料の
材料としても使えます。

日本の甘酒に似るもち米からつくる韓国伝
統的な発酵飲料です。
生姜の辛さと飴油の甘さを楽しめる製品
で、5倍希釈使用のコストパフォーマンスの
とても良い製品です。

砂糖漬けあずき65%含有の手軽にあずきかきこおりが作られます。
3kgの容量で流通期限が3年の保管に容易な製品です。

スムージーゆず チャムジョン・チャンシッケ

チャムジョン・トンダンパプ

㈱チャムゾーン食品
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代表者 ソクヨンド (Suk, Yong-Do)
TEL 82+53-652-3341
E-mail yd21suk@hanmail.net
所在地 大邱広域市 達城郡 論工邑 蘆耳ギル 130

設立日 2000. 08. 25
FAX 82+53-652-0305
Website www.humanwell.co.kr

弊社は調味海苔、 海苔のスナック、 寿司用の海苔など、 海苔の加工食品の製造、輸出会社です。

2000年設立以来、 お客様により良い品質の製品を提供できるように努めています。

香港、 アメリカ、 ベトナムをはじめ、 世界13ヶ国の市場を開拓して輸出しているところ、 市場の多角化の

ためにFSSC22000・ISO22000認証を取得しました。

| 会社紹介

 2000 08  ヒューマンウェル設立

 2007 07  新築工場 – 1000坪規模

 2014 12  輸出有功企業表彰 受賞

 2018 07  百万弗輸出搭 受賞

| 沿　　革

| 製品紹介・特徴

韓国の伝統食品である「ブガク」を改善して作った製
品で、韓国海苔の香ばしさとサクッとした食感を楽しめ
るスナックです。
プレーン・わさび・ホットスパイシー・チーズ・ハニーバター
味の５つの味で構成されます。

Doldori Seaweed snack (ドルドリ海苔スナック)

緑茶、 わさび、 キムチ、 子供専用海苔など多種多様
な味を用意しました。
おかず、 お酒のつまみやおやつなどで楽しめます。

Roasted seasoned seawe ed (味付け海苔)

有機玄米と有機サトウキビ、 発酵のり粉を混合して作った製品です。
無添加物・グルテンフリーです。

Let’s Well Snack
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代表者 イサンスル (Lee, Sang-Sool)
TEL 82+53-428-9538
E-mail humankgt@naver.com
所在地 大邱広域市 南区 陽地路 135、 3F

設立日 2018. 05. 15
FAX 82+53-428-9539
Website www.need-you.co.kr

弊社は女性用品の専門製造会社として2018年設立し、 女性の健康と社会での活動を支えるために「ニ

ードユ」機能性生理用ナプキンを誕生させました。

最高の品質や最上の技術力で安全で女性にやさしい製品製産に全力で取り組んでいます。

これからも世界中の女性の幸せのために努力しつづける所存です。

| 会社紹介

 2018 05  ヒューマンケイジティー設立

 2018 08  ニードユ生理用ナプキン発売

 2018 10  韓国毎日新聞で紹介

 2019 01  2018年下半期大韓民国 優秀特許 大賞

| 沿　　革

| 製品紹介・特徴

韓国の白土を使用し製産された特許の生理用ナプキンです。
吸収力と消臭力に優れ、スリム型で着用しやすいです。

ニードユ中型ウルトラスリム翼型

ヒューマンケイジティー㈱



農業会社法人 ㈱チョロックデュゥル 
CHOROKDEUL

農業会社法人 ㈱ナウン
NAEUN co.

㈱アビラ
AVIRA Co.,Ltd

㈱茶山生活化学
DASAN L&C CO.,LTD

㈱テルミオ
TTAEREUMIO

㈱イスルナラ
Eselnara CO.,Ltd

㈱ゼイケーパートナス
JK partners Inc

㈱チャムゾーン食品
CHARMZONE FOOD

ヒューマンウェル
HUMANWELL

ヒューマンケイジティー㈱
HUMAN KGT
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