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高麗人参の歴史
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Made in Korea

大韓民国の歴史は高麗人参の歴史です。

高麗人参は少なくとも3千年以上を検証されました。

ソース文献

1。 Lee、S.D. ：Review in Ginseng Research（1）、The Korean Society of Ginseng（2007年）
2。 Law of Ginseng Industry：Ministry for Food、Agriculture、Forest and Fishery（2008年）
3。ドホンギョン敬意神農本草経（A.D.488年）ほか。

人参の宗主国
大韓民国。

人参の世界学名であるPanax ginsengのginsengが韓国を意味する。

=>ゕメリカ製品などはPanax quinquefoliumに別途的に分類される。

 だからGinsengは韓国で生産された人参を総称する。

核心 内容

三国時代から
名薬として認められて
いる。

三国時代から中国など他の国との貿易商品の中で最高だと認められている。

=>中国の魏に最上製品で輸出。 （出典：三国史記）

Panax ginsengはギリシャ語源で汎のPanと医薬を意味するAxosが結合された

単語で高麗人参が“萬病の薬"であることを意味する。
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高麗人参の効能
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Made in Korea

高麗人参は無病、長寿できるように助けます。

高麗人参を継続的にお召し上がり場合、多くの病気を治癒することができます。

ソース文献

1。 Shanghai Chung、I Hsueh Yuan Pien：Chung Ts'ao Yo Hsue、Shang Wu Jen Shu Kuan（1975年）
2。 Wu Chun：Shen Nu Pen Ts'ao King（A.D.250年）
3。 Li、Shin Chen：Pents'ao Kang Mu（1597年）

高麗人参は
元気を
回復させます。

男女の虛證、身体虚弱、人体の五臓六腑を迅速に回復させる。

体力の消耗が多くの病人は、神経不安の人に神経强壮剤効能の検

証。

ウルス、ンフルエンザに対する抵抗力を増進させて風邪の予防

効能。

高麗人参は
血液の流れを
スムーズに
にしてくれます。

目を明るく、脳の機能を強化させて幼い子供たち、学生たちを

助ける。

糖尿病から来る喉の渴症、多食、多尿に効果がはっきり。

淸熱の効能はもちろん、ひどい吐き気を止める。

注释

淸热とは：ガレージ涼しい性質の効能で热症をなくしたり、減少させること。

核心 内容
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Made in Korea

ソース文献

1。 Shanghai Chung、I Hsueh Yuan Pien：Chung Ts'ao Yo Hsue、Shang Wu Jen Shu Kuan（1975年）
2。 Wu Chun：Shen Nu Pen Ts'ao King（A.D.250年）
3。 Li、Shin Chen：Pents'ao Kang Mu（1597年）

高麗人参は
身体固有の
機能を強化させ
ます。

胃腸の機能を丈夫にして消化機能と胃酸過多症を治癒する。

肺の機能を補強し、呼吸困難や肺活量の不足に効果。

血液生成を旺盛させて貧血や全身の代謝に非常に有益。

高麗人参は
病気の治療に
大きな助けに
なります。

胃と大腸内のガスが充満したことを除去する。

過労や食べ物の不注意で体力が減退した場合の回復に効果が大きい。

脳出血、脳血栓で半身不随など身体的な欠陥の治癒に効果が大きい。

各種消化不良、冷たい胃の治療に使われている。

各種がん（Cancer）を破壊し、回復に効果が検証されている。

鉱物性生薬の誤用、過用による症状に使用されている。

核心 内容
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Made in Korea

ソース文献

1。 Shanghai Chung、I Hsueh Yuan Pien：Chung Ts'ao Yo Hsue、Shang Wu Jen Shu Kuan（1975年）
2。 Wu Chun：Shen Nu Pen Ts'ao King（A.D.250年）
3。 Li、Shin Chen：Pents'ao Kang Mu（1597年）

高麗人参は
病気の治療に
大きな助けに
なります。

産前、産後の喀血、血尿、出血などに効果が大きく、

広く使用され。

身体虚弱、過労などから来る熱症で熱を下げるの効能がある。

激しい下痢、大腸炎に広く使用されている。

頭痛、めまいの症状にすばらしい効果がある。

小便が近い 、尿がよく出ない時効能が大きい。

四肢神経痛、 麻痺の症状に強心と新陳代謝を促進して治癒。

体内の毒素を除去する。

認知機能の改善に効果がある。

性欲、性頻度、勃起、性的満足度の効果が検証されている。

=>高麗紅参300mgを1日9粒、2ヶ月間お召し上がり場合。

核心 内容
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Made in Korea

ソース文献

1。 Shanghai Chung、I Hsueh Yuan Pien：Chung Ts‘ao Yo Hsue、Shang Wu Jen Shu Kuan（1975年）
2。 Wu Chun：Shen Nu Pen Ts’ao King（A.D.250年）
3。 Li、Shin Chen：Pents‘ao Kang Mu（1597年）

高麗人参は
麻薬中毒患者の
解読に大きな助け
になります。

モルヒネ、コカン、ヒロポン中毒患者に効果がある。

その他の薬物中毒に対する耐性、精神的、身体的依存性などの

抑制効果があることが知られている。

高麗人参は
長寿に効果が
あります。

高麗紅参の中、非サポニン物質の抗酸化効果が検証されている。

=>抗AIDS（acquired immune deficiency syndrome、後天性

免疫不全症候群）の患者に一日5.4gずつ服用させた結果、AIDS

治療せずに20年以上活動する。

=>高麗人参の成分の多糖類は、 がん細胞破壊力を3〜4倍に増加させ

る。

高麗紅参は老化防止に効果が大きい。

=>高麗人参のフェノール性化合物とマルトルが老化抑制に重要な役割。

老人性痴呆症の予防に特に効果が大きい。

=>30人のゕルツハマー認知症患者に仕事4.5gと9gを3ヶ月服用後、

認知能力評価試験の結果CDRなどが大きく好転する。

核心 内容
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Made in Korea

ソース文献

1。 Shanghai Chung、I Hsueh Yuan Pien：Chung Ts'ao Yo Hsue、Shang Wu Jen Shu Kuan（1975年）
2。 Wu Chun：Shen Nu Pen Ts'ao King（A.D.250年）
3。 Li、Shin Chen：Pents'ao Kang Mu（1597年）
4。検討大皮膚科ソンサンウク教授チーム：Journal of ginseng research（2012年）

高麗人参は
幸せな家庭を
作るを手伝いま
す。

紅参のジンセノサドは女性はもちろん、子供の肌の美白に効果。

肌を弾力あってはちきれそうにする成分を多く保有。

ADHD（児童注意欠陥/過剰障害の行動：Attention Deficity

Hyperactivity Disorder）に優れた効果。

高麗人参は
新しい髪の生成
と毛髪を太く
しています。

6ヶ月間高麗紅参摂取の時に抜け毛予防はもちろん、改善にも効果

が卓越この検証。

=>40人のテスターのうち20人は一般薬を、20人紅参粉末カプセル

1gを1日3回、6ヶ月間服用するようにする。

=>一般的な薬を服用した20人は、毛髪密度が137.11個/㎤から

134.53個/㎤に悪化が続いている一方、

=>紅参粉末カプセルを服用した人の20人は139.15個/㎤から

155.76個/㎤で毛髪密度が大幅に増加しており、

=>毛髪の太さも0.0675㎜で0.0797㎜で18％改善。

女性の脱毛患者と円形脱毛患者も既存の脱毛治療剤のみを服用する

より紅参を並行摂取すると2倍以上に毛髪密度が高くなる。

核心 内容
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高麗人参の優秀性
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▣世界の機能性食品市場の規模

（単位：億ドル）

‘97          ‘10

注）資料：Global Trade Atlas、食品医薬品安全庁（‘10）

製品別 比重 金額（億）

紅参類 58% 6、158 

ビタミン 9% 991 

ゕロエ 5% 584 

オメガ 3% 348 

食物繊維 1% 117 

その他 23% 2、473 

総額 100% 10、671 

▣大韓民国機能性食品市場の構成（'10）
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高速成長

機能性食品への世界のNeedsは急速に高まっています。

人参への関心増加に国内はもちろん、世界市場で高麗人参の分け前が拡大しています。

●

人参類市場：20兆

区分

2010年 2011年 對比

実績 目標 実績
前年
對比

對比
對比

輸出 12、400 15、200 19、350 156% 127%

（単位：US万）
▣大韓民国高麗人参輸出増加

Made in Korea
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人参効能を決定するジンセノサイドがアメリカ/カナダ/中国参の對比1.3~2倍高いです。

区分
高麗人参

(Panax ginseng)
ゕメリカ/カナダ参

(Panax quinquefolium)
中国参

(Panax notoginseng)

PPD参 21 13 14

PPT参 15 5 15

オレゕナン参 2 1 0

総計 38 19 29

各国別のジンセノサイド含有

実物写真

● ● ●

高麗人参は特に抗痛、抗がんなど薬理作用をする様々なジンセノサイドが均等に存在しています。

区分
ジンセノ
サド

効能

PPD参

Rb1
酸化防止剤、精神安定
脳機能改善

Rb2
蛋白質の生成、抗糖尿病
抗動脈、代謝促進

Rc
精子の運動を促進、中枢神経抑
制、DNA RNA生成

Rd
放射線防御、神経細胞
防御、免疫調節、抗酸化

Rh2
がん細胞の抑制、腫瘍の成長抑
制

Rg3
がん細胞転移抑制、血管弛緩記
憶の改善、神経保護

PPT参

Re
抗糖尿、ンスリン抵抗低減、
精子の強化、抗酸化

Rf 抗痛症

Rg1 記憶学習の強化、脳細胞の保護

Rg2
脳損傷の回復、記憶力増加、神
経細胞保護

Rh1 がん細胞消滅

Rh4 がん細胞消滅

オレゕナン参 Ro
抗炎症、血栓溶解作用
抗肝炎

Made in Korea

○主なジンセノサド別効能
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Chapter 2.

なぜ高麗人参中天京参この最高なのでしょう？

1. 天京参の歴史

2. 天京参の組織

3. 天京参の優秀性
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天京参の歴史

K-GINSENG K-GINSENG は天京参の海外ブランド名です。

天京參(蔘)     天京参は中国語（台湾語）表記です。
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朝鮮、三浦節目と三浦摘奸本

三国時代から高麗、朝鮮と現代につながる高麗人参の脈が今の京畿道です。

Made in Korea

現代、 京畿道人参地域
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京畿道 統合人参(紅参) ブランド

高麗人参 最高、 最上品な開城人参の命脈を継続する高麗人参です。

大韓民国京畿道キムムンス道知事が世界市場を目指す2007年に発足した統合ブランドです。

History …、

2012年。海外2号専門法人と広報館オープン。
2012年。国内1号専門ロードショップオープン。
2012年。国内販売店舗100個達成。

2011年。輸出72万ドルを達成。
2011年。海外1号の専門広報館オープン。
2011年。海外初の専門法人設立。
2011年。統合ブランド"天京参"に確定。

2010年。輸出3万ドル達成。
2010年。海外プロモーション、広報の実施。
2010年。処女输出。
2010年。京畿道人参農家/人参農協を

"天下第一京畿高麗人参"に統合。

2009年。京畿道人参実務運営委員会組織。
（京畿道、京畿道農協中央会、4代人参農協）

2007年。京畿道人参産学研究チーム発足。
（京畿道、農村振興庁、中央大、世宗大、

京畿道農業技術院）
Made in Korea
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●インド

●インドネシア

●オーストラリア

●ベトナム

● 中国

● 日本

●モンゴル
●ウズベキスタン

●フランス

●イタリア

● イギリス

● アメリカ

● カナダ

● 台湾

Made in Korea

海外法人2、海外販売代理店1、販売国14ヶ国に拡大されています。
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天京参の組織
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天京参資金の投資比率

京畿道人参農家が共同して京畿道政府が主管する新製品です。

京畿道4代人参農協と京畿道農協中央会が委託、SW Globalが輸出を担当しています。

Made in Korea

京畿道庁

技術院

61.54%

4代

人参農協

30.77%

農協

中央会

7.69% ‘11年

基準

開城人参農協
キムインス組合長

京畿동부人参農協
パクジョンウン組合長

安城人参農協
パクポンスン組合長

金浦坡州人参農協
ジョジェヨル組合長

生産、加工、流通専門系列化

統合ブランド

天京参

京畿道人参農家（4代農協）

京畿道庁

京畿道 農協中央会 (事務局)  

京畿道技術院 /大学 外

人参生産（大韓民国最大）
製品の生産（4つの工場直営）

資金支援 （販売節減効果）
ブランド特許保有（事業保証）

資金執行（国内/海外統合) 
行政業務の支援（行事主管）

研究/開発（新技術開発）
市場調査（国内/海外）
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114ヶ国にPartnerを、28都市に直営物流ネットワークを確保しています。

Made in Korea

アメリカ本部

ゕメリカ johnpark@bnxlogistics.com

ゕメリカAtlanta/Miami) eugene@bnxlogistics.com

ゕメリカ(Hawaii) sandra@bnxhawaii.com

ゕメリカ(San Francisco) eric@bnxlogistics.com

ゕメリカ(Chicago)  john-c@bnxlogistics.com

ゕメリカ(L.A) johnpark@bnxlogistics.com

ゕメリカ(NewYork)                         andy@bnxlogistics.com

ゕメリカ(Toronto)                         jklee@bnxlogistics.com

ゕメリカ(Sao Paulo)                         sohyun@bnxlogistics.com

カナダ eric@bnxlogistics.com

ヨーロッパ本部

タリゕ info@cotalia.com

フランス contact@fclogistique.com

ネーデルランド jonghak.park@pantos.com

ドツ shchung@sffreight.de

ドツ(Frankfurt) hyuk.park@bnxlogistics.de

ルーマニゕ・ハンガリー
adrian.berindea@gmail.co
m

ミドル・イースト本部 chkim@btllogis.com

アフリカ本部 ks.kim@sdvkorea.com

オーストラリア本部 lgchemplas@hanmail.net

アジア本部

日本 ch.lee@bnxlogistics.com

モンゴル mktransworld@hanmail.net

ウズベキスタン kphong@dgpuz.com

ベトナム(Haiphong) helen.csd@atologistics.com.vn

ベトナム(Ho chi minh)patcia@bnxlogistics.com

ベトナム kscho@dstckor.co.kr

ベトナム steve@vinaglobalcargo.com

カンボジゕ skyunlee@hanjin.co.kr

シンガポール sin@lom-logistics.com

ンドネシゕ fcl@fcl.co.id

中国 milky@unicologx.com

中国 shawnlee@korchina.com.tw

中国(Qingdao) daisy.tao@e-tgl.com

中国(Shanghai) lilian@e-tgl.com   

中国(Yantai) liuwenyan@yjc.cn

ンド(Mumbai) jj.india@bnxlogistics.com

ンド(Chennai) cs.india@bnxlogistics.com

ンド maa@lom-logistics.com

ホンコン seaexportdn@dongnamair.com

大韓民国

首都圏

ソウル市麻浦区合井洞 412-26   4Ｆ

仁川市中区雲西洞2165-5貨物ターミナ
ル
C同 406 号

慶尙南道
慶南馬山市鳳岩洞666-155
馬山輸出自由地域

釜山

釜山市中区 大橋路 155 中央洞4街
中央ビル5Ｆ

釜山市中区 中央洞3街 1番地釜山郵便局
ビル 9Ｆ

釜山市江西区大著洞金海国際空港貨物庁
舍 2Ｆ

ルノー
自動車

釜山市江西区信号洞ルノーサムスン
自動車內
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天京参の優秀性
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大韓民国京畿道政府が直接主管する唯一の人参製品です。

Made in Korea

大韓民国京畿道政府農政局

農業政策科 食品流通科 親環境農業科 海洋水産科

農政担当 流通政策チーム 親環境政策担当 海洋政策担当

農業経営担当 食品産業チーム 都市農業担当 漁業資源担当

農地管理担当
ブランドマーケテゖング

チーム
食料管理担当 海洋施設担当

基盤造成担当 輸出戦略チーム 園芸作担当 海洋レジャー担当

農村観光担当 バオ産業チーム 親環境消費担当 内水面担当

●
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人参農家と4代人参農協が直接生産する統合 ブランドです。

Made in Korea

京畿道 栽培面積（ha） 農家数（号）

坡州 394 521

金浦 45 108

熊津 15 20

漣川 577 1、107

抱川 336 654

楊州 20 55

楊平 66 105

加平 4 10

東豆川 5 6

龍仁 54 87

利川 689 714

驪州 807 638

光州 18 8

安城 258 527

平澤 156 221

華城 382 1、023

合計 3、811 5、786

4代人参農協で直接加工京畿道の約6000人参農家の生産

4代

人参農協

水参処理

(M/T)

敷地

(㎡)

施設面積

(㎡)

紅参(台)

太極機

熱湯機

(台)蒸参機 乾燥機

金浦․坡州 220 9、580 2、910 3 5 1

開城 400
21、

745
6、094 13 13 -

京幾東部 100 1、716 947 2 5 1

安城 100 2、963 1、049 4 15 -

計 820
36、

004

11、

000
22 38 2
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大韓民国最大の生産地として最高品質の6年根人参だけを生産、加工する高級製品です。

Made in Korea

大韓民国、6年根の栽培面積（ha、％）

仁川

1%

京畿

(869)

34%

江原

(440)

18%

忠北

(403)

16%

忠南

(233)

9%

全北

(216)

9%

全南

(256)

10%

慶北

3%

総面積
: 2、531ha

(2011年)



韓国人参公社に京畿道開
城人参農協が100％供給

2003年韓国人参公社が
私企業化された後、
70〜80％を供給している
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大韓民国最高の研究機関、専門家が研究、開発している政府の保証する事業です。

Made in Korea

アメリカ FDA、 GLOBAL GAP、 JGAP
イスラムHALAL、GMPなどの国際認証

団長:
ギムオヨン教授

副団長：
ムビョンオク教授

運営委員会

監査 行政支援

中央大学
人参研究センター

生産分科 加工分科 流通分科 輸出分科 輸出推進委員会

中央大学人参研究センター
テス博士

中央大学
ハムヨウンテ教授

世名大学
ムビョンオク教授

SW Global
パクヨンジュ代表

開城人参農協
キムンス組合長

慶煕大学校
バクギョンヨル教授

中央大学
ギムオヨン教授

京畿道青農産流通科
グォンチャンシク事務官

金浦坡州人参農協
ジョジェヨル組合

京畿東部人参農協
パクジョンウン組合長

京畿道 技術院収入資源研究所
ガンチャンソン所長

隊員大学
ジョスンヒョン教授

中央大学
ジョンギョンフン博士

高麗人参研究(株)
シンワンス代表

ハムコンサルテゖング
ハムヨンフゔ代表

京畿道 技術院 人参研究センター
ゕンヨウンナム博士

世名大学
ゴソングォン教授

金浦坡州人参農協
ジョジェヨル組合長

安城人参農協
パクボンスン組合長

京畿人参連合事業団
ギムジュンハク団長

サムフン人参
ヒョンマン生産者

中央大人参研究センター
パクソンジン教授

京畿東部人参農協
ハンジョンボン専務

伝統医薬産業センター
キムジョンフン代理

開城人参農協
ユジュンヒョン専務

京畿道技術院人参研究センター
ジョングヒョンセンター長

● ● ● ● ●

●
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最高の製品を政府の補助として販売を安価にすることができました。

Made in Korea

0

50

100

150

200

250

250

35 20

高麗人参 中国参 カナダ/アメリカ参

( 紅参‘良 [Good]' 
300g、 30支

‘12年 11月香港市場の基準)

(US$)

製品別香港市場価格

大韓民国高麗人参が他の国の同じ製品
對比 7〜12倍を国際市場で高く評価さ
れている。

ブランド別
代表価格

天京参 H製品 J製品

紅参精
(240g)

1 1.06 1.17

紅参茶
(100包)

1 1.14 1.27

（国内正品基準）

政府の支援で単価競争力の確保

紅参製品代表商品である紅参精、 紅参茶
の正式、正規の基準に他の有名製品より
平均6〜27％が安い。

天京参の政府補助サポートの内容

国内Road shopインテリア
広告/宣伝/ Event
製品研究/開発
海外販促/認証
政府のバイヤー招請など
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Chapter 3.

天京参はどのようなものでしょうか？

1. 水参

2. 紅参類

3. 加工製品類
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水参類
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天京参は生産者直営システムを導入し、低価格とウォンサムの鮮度の確保が可能です。

效能と
食べ方

体の虚弱な方、体力補強、疲労と風邪予防、

食欲回復、体保身、強壮効果。

血液の流れをスムーズにさせて身体機能の保護と

新陳代謝の促進、特に肺機能の強化效能など。

蜂蜜と一緒に毎日服用、飲食物（参鶏湯、プルコギ

、各種焼き物、煮物、スープ、揚げ）に入れて摂取。

きれいに碾いて牛乳と一緒に朝と夕方服用など。

輸送と
保管方法

お土産用（国内750g、海外1kg）とバルクor

単品で包装して特/大/中/小など様々な商品がある。

2˚〜5˚の温度を常に維持し、洗浄前/後制品に

区分包装、輸送、保管。

保管は必ず冷蔵状態で外部露出自制。

洗浄前に温度保持時間3〜5ヶ月保管、

洗浄後、温度保持時間1〜3ヶ月保管可能。

その他
販売時や家庭保管時にも冷蔵状態必須。

洗浄前製品に流通さが鮮度保持に良い。

Made in Korea
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紅参類
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長い期間7番蒸暴、8番乾燥を経た後、生産された紅参は高麗人参の断然最高の制品です。

效能と
食べ方

元気回復、血液の生成、リラックス、肺と脾保護に

糖尿病の治療に有効。

血圧を低下させる、喘息、海水の保護、消化促進

毒素の除去、がんの予防、老化防止、性機能の改善など。

薬湯器（釜可能）を利用して2〜3日適正温度で

抽出して原液を朝と夜に摂取。

様々な薬剤の製造時の粉、原液の形で混合など。

輸送と
保管方法

七回蒸暴、乾燥された完制品をX-ray、個々の
検査を受けてさまざまな等級に区分包装。

圧着後に韓紙で1次包装、衛生木で2次梱包後の缶に
最終的な包装後密封、流通する。

だいたい涼しい所に保管し、10年保存可能。

その他 1等級天（Heaven）、2等級地（Earth）、3等級
良（Good）に大分類する。

重量は600g、300g、150g、75g、37.5gで
包装数量は、50支、40支、30支、20支、15支
10支に細分化される。

数量が少なく、重量が重いほど評価が高い。

Made in Korea
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紅参中大衆化された製品に切参、ホンミ参、紅参根、棒ミサムとも呼ばれています。

Made in Korea

效能と
食べ方

元気回復、血液の生成、リラックス、肺と脾保護に

糖尿病の治療に有効。

血圧を低下させる、喘息、海水の保護、消化促進

毒素の除去、がんの予防、老化防止、性機能の改善など。

薬湯器（釜可能）を利用して2〜3日適正温度で

抽出して原液を朝と夜に摂取。

様々な薬剤の製造時の粉、原液の形で混合など。

輸送と
保管方法

七回蒸暴、乾燥されたワン制品をX-ray、個々の

検査を受けて選別包装。

だいたい涼しい所に保管し、10年保存可能。

その他
評価区分なくてビニールや紙包装。

バルク形態の低価格で本物の6年根紅参と效能面では

大きな違いが無い。
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加工製品類
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酒精方式を脱皮、蒸留水を使用した新技術で抽出された100％ 紅参原液で毎日服用します。

Made in Korea

效能と
食べ方

勉強する学生、精力増強、元気回復、血液生性、

リラックス、糖尿病の治療に有効。

血圧を低下させる、喘息、海水の保護、消化促進

毒素の除去、がんの予防、老化防止など。

紅参ジンセノサドの集合体として最も好ましい。

1日3回原液または水に溶かしてたスプーン摂取。

15歳以下は½ 飲用。

輸送と
保管方法

直射日光を避け、涼しい所で保管。

毎日摂取後、必ずキャップを閉じる。

製造日から36ヶ月保管。

その他
30g*3ea、120g*1ea、240g*1eaで包装。

Ginsenoside Rg1+ Rb1の合dl 6mg/ g以上に

原料は大韓民国紅参6年根だけを使用。

紅参精
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人参原液を抽出した人参を使用せずに原参、それ自体で切片を作って、プレミアム化しました。

效能と
食べ方

風邪の予防と消化促進、毒素の除去、がんの予防

老化防止など。

1日3回の1スプーン（子供は½ ）を水、牛乳と一緒に

食べて、魚や肉調理時添加。

パンと 製菓種の製造時に原料として多用途に使用。

輸送と
保管方法

直射日光を避け、涼しい所で保管。

毎日摂取後、必ずキャップを閉じる。

製造日から24ヶ月保管。

Made in Korea

紅参粉末

紅参切片

效能と
食べ方

輸送と
保管方法

風邪や吐き気の予防、消化促進、毒素の除去

がん予防、老化防止など。

3〜4編をご希望の時間に1日20g一袋ずつ摂取。

原参を蜂蜜と漬け作り、そのまま噛んで、または

お湯に茶で飲用。

直射日光を避け、涼しい所で保管。

開封された制品は長期保管を止揚する。

製造日から24ヶ月保管。

。
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一般的な人参茶がなく、高級紅参茶として緑茶、ハーブティーなどと一緒に制品を多様化しま
した。

Made in Korea

紅参茶 (Tea) 
效能と
食べ方

お酒をたくさんお召し上がり方、風邪かかった方、

エネルギーと精力補強が必要な方效能。

風邪の予防と消化促進、毒素の除去、がんの予防

老化防止など。

顆粒とテゖーバッグ形で、誰でも、どこでも楽に

使用するようにする。

必要に度度1包を温水、冷水に乗って摂取。

好みによって蜂蜜、人参チップ、

甘味料の使用も可能。

輸送と
保管方法

直射日光を避け、涼しい所で保管。

製造日から24ヶ月保管。

その他 既製では3g*50pack、
3g*100packが大衆化されている。

成分と含有量：高濃縮紅参抽出液。
（ジンセノサドRg1+ Rb1=6mg以上、
固形分65％以上）

製造日から24ヶ月保管。
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最高品質の紅参に骨の成長特許物質SGA含有して成長期の子供の発育に效能が大きくなります。

Made in Korea

紅参精丸
效能と
食べ方

風邪の予防と消化促進、毒素の除去、がんの予防

老化防止など。

1日3回5〜7環を噛んだり、水で、子供は½ を

水と牛乳と一緒に飲む。

輸送と
保管方法

直射日光を避け、涼しい所で保管。

製造日から24ヶ月保管。

效能と
食べ方

輸送と
保管方法

特に成長期の子どもたちの背の成長に大きな效能。

骨粗鬆症の予防、風邪や毒素の除去。

1日1回空腹時の朝早く暖かい水で温めて摂取。

成分と含有量：韓国山、6年根紅参抽出液

（ジンセノサド70mg/ g以上、固形分60％以上）

10％、SGA（骨の成長促進物：特許物質）など。

直射日光を避け、涼しい所で保管。

製造日から24ヶ月保管。

紅キチャン
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紅参精、 紅参粉末、 紅参茶でお土産用高級セットをご用意しました。

Made in Korea

紅参Gift セット

效能と
食べ方

輸送と
保管方法

紅参を原料にした12種以上の成分で疲労、喉の渇きを

解消。

必要に応じていつでも摂取。

成分と含有量：韓国山紅参抽出液（サポニン含有
70mg/ g以上、固形分60％以上）、ナツメ濃縮液、
当帰エキス、シナモンエキス、液状果糖
関数クエン酸、クエン酸ナトリウム、
ニコチン酸ゕミド
精製塩、キャラメル色素、複合黄金抽出物など。

製造日から18ヶ月保管。

紅参Gドリンク類

輸送と
保管方法

紅参茶、 紅参精、 紅参粉末で構成されるGiftセット。

直射日光を避け、涼しい所で保管。

製造日から24ヶ月保管。

效能と
食べ方

風邪の予防と消化促進、毒素の除去、がんの予防

老化防止など。

飲酒後、風邪を引く方、エネルギーと精力補強が

必要な方に效能。

各制品別の特性によって摂取。
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酒に混ぜて召し上がっても味、健康、二日酔いの解消に非常に役立ちます。

Made in Korea

紅参純液

紅参原液/パワー

輸送と
保管方法

直射日光を避け、涼しい所で保管。

製造日から24ヶ月保管。

效能と
食べ方

飲酒前後、風邪、エネルギーと精力補強が
必要な方效能。

風邪の予防と消化促進、毒素の除去、がんの予防
老化防止など。

1日1〜2パック（15歳以下は½ ）を暖かい水で
温めて服用。

效能と
食べ方

紅参原液は100％紅参、紅参パワーは紅参を

主原料でナツメ、当帰、桂皮を添加。

紅参純額と同じな效能。

1日1〜2パック（15歳以下は½ ）を暖かい水で

温めて服用。

輸送と
保管方法

直射日光を避け、涼しい所で保管。

製造日から24ヶ月保管。
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他製品對比韓国6年根紅参原液だけを使用した断然プレミアム制品です. 

Made in Korea

紅参キャンディ/チョコレート/ゼリー

輸送と
保管方法 紅参キャンデゖ成分と含有量：韓国山紅参6年根

抽出液（ginsenoside 70mg/ g以上、固形分

60％以上）1％、 精白糖 49％、水飴47％

葡萄糖 2.0％など。

紅参ゼリー成分と含有量：韓国山紅参6年根

抽出液（ginsenoside 70mg/ g以上、固形分

60％以上）1.1％、低脂肪牛乳、粉ミルク、

全脂粉乳、カカオバターなど。

紅参チョコレートの原料と含有量：韓国山紅参6年

根抽出液（ginsenoside 70mg/ g以上固形分

60％以上）1％、水飴53％、葡萄糖 40％寒天、

澱粉など。

製造日から12ヶ月保管。

效能と
食べ方 味も良く、栄養も良くて、特に疲労回復に良い。

キャンデゖの甘さ、チョコレートの柔らかさ、

ゼリーの風味と香りがそのまま漂う。

心と体が疲れている時はいつでも数量限定なし。
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職場生活で忙しい現代人たちに活力と精力補強のためのプレミアム制品です。

Made in Korea

紅参ようかん

效能と
食べ方

輸送と
保管方法

携帯が簡便で效能が高くて、会社員、学生、

忙しい主婦さんたちの疲労回復に適合。

=>糖尿病がある方は、服用時の注意。

制品：550mg*30cap*6box 。
成分と含有量：韓国紅参濃縮液、
グレープシードオル
パーム油、ビタミンB1、ビタミンB6など。

直射日光を避け、乾燥した場所に保管。
製造日から24ヶ月保管。

紅参カプセル

輸送と
保管方法

成分と含有量：韓国山、6年根紅参抽出液、

小豆あんこ 、水飴、 葡萄糖、 葡萄糖、紅参粉末など。

製造日から12ヶ月保管。

效能と
食べ方

登山、サクリング、ジョギング、屋外活動時の

エネルギー補足。

風邪をひく方、エネルギーと精力補強が必要な方に效能。

ご希望の時間に食べたいだけ。
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日本GAP、グローバルGAPを獲得した最高制品にウォンサムの效能、風味をそのまま残していま
す。

Made in Korea

紅参チップ

效能と
食べ方

輸送と
保管方法

ゼリータプで甘くして、世界中老若男女好む。

登山、ジョギング、旅行時のエネルギー補充に糖い。

1回2〜3個、1日3回程度摂取。

成分と含有量：韓国山紅参6年根、葡萄糖
抵糖、蜂蜜、紅参原液など。

直射日光を避け、乾燥した場所に保管。
製造日から24ヶ月保管。

紅参正果

輸送と
保管方法

制品は15g*4ea1 honey、15g*2eaなど。

100％韓国人参で乾燥した場所で保管。

製造日から12ヶ月保管。

效能と
食べ方

原参、そのままで特殊凍結乾燥した、画期的な
制品ですべての成分をそのまま残しする。

2〜3編を茶 、ご飯、お粥に入れます。
ワン、ウスキーお召し上がりに撮み物、
魚、肉料理するときの消臭や栄養成分を倍にさせる。
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韓国芸能人たちを中心に使用された紅参制品にホワイト、コラーゲンを主成分としました。

紅参マスクパック

紅気参ゴールド

輸送と
保管方法

制品：ホワト30g、コラーゲン30g。

成分：White 30g（red giseng extract 150mg

arbutin 15mg）、Colagen 30g（red ginseng

extract 150mg、colagen 15mg） 。

製造日から24ヶ月、冷蔵保存。

效能と
食べ方

紅参抽出液、コラーゲンを原料とした初紅参

マスクパック

肌を白く、プリプリで弾力ようにしています。

美肌をぬめやかに維持させる。

基礎化粧を完成させる。

效能と
食べ方

輸送と
保管方法

紅参濃縮液を主成分として疲労回復、精力補強、

がんと痴呆の予防、血液循環と肺機能の強化。

消化促進、虚弱な身体補強など。

いつでも必要な時に摂取。

成分と含有量：6年根紅参、川芎、熟地黃、黄耆

五味子、 枸杞子、トックリチゴなど、

容量：720㎖ 。

製造日から24ヶ月、冷蔵保存。

Made in Korea
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大韓民国最高の農産物に天京参を共にした様々なプレミアム健康制品を供給します。

紅参シャボン/化粧品

参いりこ

Made in Korea

天京参 山茱萸

天京参 むなしいヶ実
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最初に大韓民国京畿道米麹をとかし天京参を利用し、健康ビールと人参のを作りました。

Made in Korea

天京参エネジンビール 天京参人参酒
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天下第一京畿高麗人参 天京参

www.K-Ginseng.or.kr

K-GINSENG K-GINSENG は天京参の海外ブランド名です。

天京參(蔘)     天京参は中国語（台湾語）表記です。

http://www.k-ginseng.or.kr/
http://www.k-ginseng.or.kr/
http://www.k-ginseng.or.kr/

