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1. 会社紹介

会社名

(設立日)

㈱ヒューロム

(2005年 8月 30日)
代表者

漢子 : 金鎭錫

英文 : KIM JINSEOK

技術分野 機能性食品素材 主生産品 健康機能食品、加工食品

資本金 1,822百万ウォン
売上

(2019年)
65,903百万ウォン

住所
本社 : ソウル特別市衿川

第一工場/研究所 : 淸北道淸州市 , 第二工場/研究所: 濟州道西歸浦市

Homepage E-mail

TEL FAX



2. 技術紹介

❑技術特徴

• SleepKolとは?

○原料名 : SleepKol

○異名/学名 : Kajime / Ecklonia cava

○原物 :昆布目ワカメ科(Alariaceae) 褐藻類

○タイプ :健康機能食品個別認定型

○一日摂取量: 500 mg

○可能製剤:様々な剤形で製造可能

(錠剤、軟質/硬質カプセル、漢方薬、液状)

• SleepKolの有効成分及び機能性

○成分 : ポリフェノールの成分であるフロログルシノールが

多く含まれている

○指標成分及び規格: Dieckol 60 mg/g

○機能性 :睡眠質の改善に役立つ

1.5 m

dieckol(C36H22O18)



2. 技術紹介

❑技術特徴

• 市場現況

○世界で睡眠薬市場の継続的な成長（2015年基準、2.1 billion $規模）

○現在不眠症患者の睡眠剤処方の割合が30％程度低く、新興国の不眠症の増加により、今後
グローバル市場の成長が期待できる。

○睡眠改善の薬理的活性を有する機能性食品の開発が価値を増大する。



2. 技術紹介

❑技術特徴

• 韓国内初、睡眠健康機能食品個別認定型素材

(第2015-6号)

• 日〮中〮韓共同研究で、世界初のカジメの「フロロタンニン」が、深い眠
りを誘導する
作用機序が解明された素材

• 睡眠質の改善機能性について科学的な検証を獲得（国内特許2件、日本の
1件）

✔ 韓国内)フロロタンニン組成物および用途特許（第10-1260697号）
✔ 韓国内)褐藻類エキス組成物および用途特許（第10-1260696号）
✔ 日本)特許6014731号

慶熙大学復旦大学

韓国食品研究
院



2. 技術紹介

❑技術特徴

•睡眠質の改善機能性に対する身体適用試験データを確保

対照群0.9%減少 摂取群6.1%減少 総覚醒指数の減少

眠った後覚醒時間変
化

睡眠中に呼吸障害指数の変
化

対照群5.5RDI増加 摂取群5.8RDI減少 睡眠中に呼吸障害指数の減少

対照群1.7min減少 摂取群25.5min減少 眠った後覚醒時間の減
少

総覚醒指数の変
化



2. 技術紹介

❑技術特徴

•数多い研究論文

Publications



2. 技術紹介

❑既存技術との比較

区分 当社技術の優位性 既存技術

安全性
-副作用が低い食品素材(毒性など)

-健康食品の個別認証

-食品添加物及び加工食品の原料

(機能性の立証 X, ボディテストの結果X)

斬新性 -海洋天然物素材を使用 -GABA, ヒスタミン類素材を使用

価格競争力 -済州海岸天然カジメ及び副産物を採取 -原料のお買い上げや加工コストの増加

信頼性 -政府出資の研究院の資料、食薬庁認証 -海外/国内加工/製造業者自体資料



2. 技術紹介

❑技術適用範囲及び応用分野

• 健康食品の製造及びチャンネル別流通

•様々な剤形の開発及び生産が可能
• 他の素材と混合してマルチサプリメントと

しての製造及び生産が可能

(ビタミン、テアニン、カルシウム、マグネシ

ウムなど)錠剤 軟質カプセル 硬質カプセル 漢方薬
液状



• 韓国内睡眠関連障害/診察現況資料

11

• 健康食品市場の現況

<年度別生産実績> <認定形態別生産実績>

3.市場現況及び見込み

❑韓国市場現況及び見込み

睡眠障害診療人
数

性別睡眠障害診療現況

女
性
男
性

睡眠障害関連トータル診察費
推移

463億
3590マンウ
ォン

49万
4000名359億

6630マ

ンウォ
ン

403億
5663マ

ンウォ
ン

29万
9500

名

35万
8000

名

41万
4000

名

45万
5900

名

246、
604名
246、
604名

41万
4000

名

167、
920名

41万
4000

名



3.市場現況及び見込み

❑日本国内市場現況及び見込み

• 成長趨勢の日本睡眠関連製品

o 過去数年間、ビジネス担当者を中心に質の高い睡眠を求める活動が活発している。
その理由は、当然のことながら多くの社会人が睡眠不足に悩んでいるからである。
ワコールの調査によると、71.1％に至る人が「疲れが解けない」、「ぐっすり寝れない」という症状
を訴えている。このような傾向のため、質の高い睡眠を得るために品質や機能性を重視する睡眠関連
製品がたくさん売られている。

- 市場調査機関である矢野経済研究所の調査によると、寝具やナイトウェアなどの睡眠関連製品の
小売市場規模は、2011年に約6150億円まで成長し、 2013年は100.3％でプラス成長となった。
睡眠の質を向上させるための研究が活発になり、睡眠関連製品の販売に参加するメーカーが増え、市
場が活性化されつつある。

-プラス成長を導くことは、機能性寝具と呼ばれる分野である。過去数年間連日の熱帯夜が続き、節
電意識が高まり、クールで暖かい寝具需要が大幅に増加している。さらに、機能性マットレス（オー
バーレイマットレス）の分野の伸びも注目できる。この分野だけでも、市場規模が225億円まで成長
したヒット製品もある。

資料出典：日経トレンディ



3.市場現況及び見込み

❑日本国内市場現況及び見込み

• 日本睡眠関連サプリメントの展望

日本の睡眠関連健康食品の市場は、すでに形成されており、ますます大きくなってい
る。
テアニン、グリシン、清酒酵母などの素材が使用されており、
2015年健康食品の表示制度が施行された後、多くの製品が発売されている。
カジメ抽出物の場合には天然由来の素材という強みがある。



3.市場現況及び見込み

❑日本国内市場現況及び見込み

• 日本の健康食品市場

[グラフ3]国家別1人当たり健康機能食品購買額
(2017年）

韓国 中国 アメリカ 日本
オセアニア

試料：食薬庁、ハンファ投資証券リサーチセンター

[グラフ1]日本健康機能食品の全体市場売上高現況(

万円）

●一般食品補充剤 ●特定保健用食品 ●機能性表示食品

■韓国 ■中国 ■アメリカ ■日本 ■オセ
アニア



3.市場現状及び見込み

❑国内外での製品販売実績 (契約含む)

• 当社製品売上高(2019年 9月から販売)

: 約 10億ウォン以上販売

• 原料供給契約完了(2020年 1月からスタート)

1) ネットワークマーケティング流通 CH社
2) 薬局流通用製薬会社 I社
3) TV ライブテレビショッピング流通W社
4) 訪問販売流通 C社
5) E-commerce流通用 P社
6)ネットワークマーケティング流通 T社
7) E-commerce流通用 A社



3.市場現況及び見込み

❑売上高現況

• カジメエキス関連消費者市場希望の売上高

(해당 소재 자사 제품 판매 + 원료판매사 제품 판매 추산)

※現在下半期に多数のテレビショッピングチャンネルロンチング及びオンライ
ン／オフライン販売会社と契約予定

2019年 2020年上半期 2020年下半期(E)

45億ウォン 100億ウォン 150億ウォン予想



4.権利獲得現況

❑国内特許登録現況

番号 出願状態 特許番号 登録日 特許名

1 登録
KR10-

1260696
2013-04-29

褐藻類エキスを含んだギャバA型 -ベ
ンゾジアゼピン受容体活性用組成物及
び不安緩和、痙攣改善、鎮静作用およ

び睡眠誘導、改善用組成物

2 登録
KR10-

1260697
2013-04-29

フロログルシノール及びフロロタ
ンニンを含んだギャバA型 -ベンゾジ
アゼピン受容体活性用組成物及び不安
緩和、痙攣改善、鎮静作用および睡眠

誘導、改善用組成物

3 登録 JP 6014731
2016-09-30

(2015-07-28)

褐藻類エキスを有効成分とする
GABAA-ベンゾジアゼピン受容体活性
を有する睡眠誘導、改善のための組成

物



4.権利獲得現況

❑ノウハウ及びその他保有技術現況

•14段階の品質管理工程(GMP, HACCP 認証製造施設から生産)



5.マーケティング目標

❑技術移転、投資誘致、輸出、共同研究、代理店など

1) 素材及び製品輸出

2) OEM/ODM


