
日本国内に流通するパートナー社を募集しています。
※日本輸入に関心がある方やオンライン商談会の参加のご希望は

「インターテック」までにお問い合わせください。

■インターテック：
■メール：info@inter-tec.net
■電話：050-3569-4113
■担当者：白（ハク）



イメージ及び認証

HALLUX MAGICメリット

X-gun メリット

01 静かで強力なブラシリーズハイトルクモーター採用。静かな
動作音。 携帯しやすい（製品重量約1kg）

02

03

リチウムイオンバッテリー採用、一回の充電で4時間以上使
用可能で、5段階スピード調節可能(最大3200RPM)

シリコングローブ仕上げの15度傾斜持ち手（人体工学的
設計）の使いやすさでセルフ筋弛緩も可能。

(株)オーツーラボは、スマートヘルスケア専門製造企業です。
健康ケア、高齢者と障害者補助装備に関する特許を多数保
有しており、特許を基に製品開発を進めています。

http://oolab.info/

X-gun
エックスガン

HALLUX MAGIC
ハルックスメジック

01

02

03

特許を取得したエアークッションでアーチを自分の足に合わ
せて支えるオーダーメイド型機能性インソール

足の構造が安定的に整列して力を発揮すれば、人体を支
える足と足首の安定性を直ちに改善

全身のバランス能力を促進させ、安定した姿勢維持とダイ
ナミックで可変的な動作を調節

★全世界の人々が使用するマッサージ器
100万個以上生産·販売



飲みやすい、体に優しい漢方薬成分

ゴールドジャンのメリット

01 ●海藻カルシウム
-カルシウムは骨の健康に役立つ
-コラーゲンによる老化防止

02

03

●高麗人参
-抗がん作用制御による癌細胞の増殖
-免疫力の強化等の老化防止

●穀物
-食物繊維で便秘を予防します。
-GABA成分が心血管疾患予防

「ゴールドジャンス」は無添加健康飲料の野菜健康飲料として、
カルシウム、コラーゲン、サポニンが含まれています。

「チングヤ」は飲酒後、二日酔いの苦しみから解消と回復に効果がある健康飲料です。

●アストラガルス
-抗炎症性と免疫力の強化
-抗アレルギー·抗糖尿病改善

04



イメージ及び認証

FAVE（フェイブ）とは

フェイブのメリット

01 フェイブは他の競合他社に比べて持ち運びに十分軽いです。
２種類の機種はそれぞれ、0.9KG、1.4KGです。

02

03

3種類のゲームを提供します。 FAVEを使用すると、タブ
レットとのビデオゲーム接続ができ、運動が楽しくなります。

内蔵モーションセンサは運動量と熱燃焼率を測定します。
モーションセンサーは特許権によって保護されたFAVE独自
の技術です。

この運動は世界中のすべての人の注目を集めるランキング1位
です。 誰でもこの運動を通じて自分を管理し、リフレッシュしで
きます。運動機器とICT技術を結合したマートヘルスケア製品
とコンテンツを開発・生産するストロングフレンドです。

FAVE（フェイブ）はフィットネス機
器とICTを結合して設計されたス
マートバランストレーナーです。 モー
ションセンサー内蔵のFAVEは、モバ
イルゲームで様々な感性コンテンツ
を楽しむことができます。
フェーブは楽しむだけでなく、体のバ
ランスとコア筋肉を作ることができま
す。アプリを通じてリアルタイムでモニ
タリングができ、運動量や重心（身
体のバランス指数）など、多くの健
康データ情報を提供することができ
ます。

★3種類のゲーム ★モーションセンサー

★特許及び認証

https://www.faves.co.kr/



使用方法、仕様と認証

背中や腕などをゴシゴシ洗う

メリット

01 モーターは体をごしごし磨くするのに十分な強度を持って、
故障が発生した場合、自動的に停止して安全に使用

02

03

感覚的なデザインとカラー、ボディピーリング機はどんなバス
ルームに置いても似合うように一つ一つ丁寧にデザイン

お家でもオイルマッサージの気分を味わいたいなら、専用の
マッサージキャップでご利用可能

「ボディピーリング機」は手の届かない背中を洗うときに使う家
庭用の機械です。一人で手が届かず洗えなかった背中をボ
ディーピーリング機で綺麗に洗ってみてください。



品質特性

製品イメージ

メリット

01 成長期の子供や青年発育と頭脳発達に欠かせないGAB
A成分を配合した塩です。

02

03

汁物、和え物、チゲなど、どの料理にもよく合うコクのある美
味しい塩です。

海洋生物原料を活用した天然高機能性新素材を開発
するマリンバイオプロセス製品です。

GABA (Gamma Amino Butyric Acid):非タンパク質性
アミノ酸, GABA成分は記憶力増進と血糖値上昇抑制、血
圧低下に役立つ褐色米に多く含まれている。このGABA成分
が10%配合のギャバ塩を紹介します。

「GABA」は初めて聞きましたか？
GABAは脳代謝向上、意欲低下などの治
療に使われいます。ブレインフードとも呼ば
れるGABAは脳や中枢神経系の重要な
抑制性神経伝達物質で、脳の代謝や循
環促進作用があるといわれています。

http://www.mbpc.co.kr/



イメージ及び認証

構成品

メリット

01 DxRADは正常、非正常、結核が判別可能で、医療機
器品目3等級に該当します。

02

03

全病院の70%に映像医学科の専門医が不在または不
足しており、医師の判読精度は活動性51.4%、非活動
性62.2%と一致しています。

結核は、法定伝染病2群に該当し、診断と同時に隔離が
必要であり、早期診断が必須な疾病です。

DxRADは人工知能基盤の胸部X線医療映像診断補助装
置で、胸部X線撮影後、分析および判別結果をDxRADに保
存し、各科で閲覧できます。

結核

判読結果の例

異常 正常

04 DR、CR、Filmが可能なので、オフライン·オンラインでも使
用できます。

オフライン読み取りが可能なため、
移動式健診車両に搭載できる

http://www.midcoltd.com/



ニードル

DUAL SONOとHIFU

メリット

01 水玉リフティングで有名なDUAL SONOとHIFUのコラボ
レーション, 肌の鎮静効果と顔色を明らかにし、血液供給
を増加させ、健康な肌へと改善します。

02

03

ニキビ肌、ニキビ跡など炎症性肌の改善に特に優れており、
肌層の再配列·収縮·弛緩により健康な肌状態を形成し
ます。

副作用のない肌内部の水分を引き寄せてしわ改善、鎮静、
紅潮肌まで多彩なケアが可能で、乾燥やたるんだ肌まで
均等に水分バランスを整えます。

株式会社ジェイエルユーは、2013年に設立された韓国に本
社を置く美容、医療機器専門メーカーで、世界中とコミュニ
ケーションを取るOEM、ODM専門会社です。

http://www.jlu.kr/

HIFUでSHAPEで一度、DUAL SONOでLIFTINGで一度、
DUAL HIFU SONOで完璧に仕上げます。

2種類の波長のDUAL SONOは炎症性肌の
奥深くまで浸透して関与し、FIUはコラーゲン生
成とフェイスライン整理

HIFUは高強度の超音波エネルギーを1つの
焦点に集約し、肌の内側を刺激してシワ改善
とコラーゲン、リフティングなどが期待できます。

2020 NEW MODEL
HYSONIC

イメージ及び認証

有効成分注入容器とマイクロニードルを組み合わせた製品



サイズ及び認証

メリット2

メリット1

01 抗菌性、悪玉菌の増殖を抑え、死滅します。 これは敏感
な部位の疾患予防と、改善を望む消費者に適しています。

02

03

消臭性、3大悪臭の一つであるアンモニア除去に優れて、
楮繊維によってその日の不快な悪臭を消臭

環境にやさしい素材
天然素材で肌に優しく敏感な肌、アトピー性肌を助けます。

デヤンバイオラップはコウゾ繊維を利用した機能性エコ生理用
ナプキンを開発・生産しています。綿の機能を極大化できる楮
繊維素材自体の優秀性を活用して市場製品を完璧に補完
しました。

http://www.biodaeyang.com/ 01

02

03

水分発散性、綿繊維よりも速い発散性を持っているの
で、洗濯後の速乾効果を実感します。

速乾性、汗と水分を素早く吸収して、不快感を減らし
快適な状態を維持できるようサポートします。

保存性、耐久性と耐溶濁性に優れ、丈夫な素材なの
で、綿繊維より長持ちします。

小型·中型·大型·オーバーナイト



機能と種類

特徴及びアラム機能

メリット

01 運動センサーは、最適な温度を通知するための運動また
は屋外活動を感知します。本製品は、最適な活動強度を
通知します（1,000~10,000ステップ）。

02

03

緊急信号及び利用者が誤って転倒した場合の音声録音
再生を依頼する。便利な有線·無線充電

全ユーザの利便性を高める10ステップの高さ調整可能、
リストストラップとの安全な使用

トークトークスティックは韓国で初めて開発したスマート杖です。
孫の声を大切に録音·再生してみてください。音声·各種セン
サーの支援でお年寄りを安全にサポートします。

スピーカー及び各種センサーが付いてス
マートに知らせてください。

バッテリがなくなるとアラムで知らせていち早
く有無線で充電することができます。

★緊急音声警報、テキストメッセージ送信、
歩数測定、データストレージ、伝送相互運
用、周囲温度測定、位置情報送信機能、
複数の後見人登録



ソーラー 無鉛 よもぎ灸器

ソーラー·ネック·エレクトリック温熱療法製品

医用レーザー照射機

太極拳を温めて耳の筋肉をほぐすと、すぐに全身が
温まる感じがします。このところで、熱を和らげ、エネル
ギーを調節し、精神をリラックスさせ、脳を健康に保ち、
スタミナを維持することができます。

サンワールドコリアは、各種医療機器の製造社として約30年を
医療機器産業に投資してきました。 現在は、各種診断機、
治療機、リハビリ装備を主軸に各種消耗品に至るまで、すべて
のシステムを構築しております。

http://wwww.sw88.kr/
01

02

これは大水ツボを暖めて振動させる非喫煙灸灸器で
す。首のまわりにワイヤレス、充電不要のデバイスで、
ユーザーはどこでも使用できます。楽々とっとと煙を出
さずにほのかなヨモギの香りでリラックスできます。

★痛み部位に貼り付けて痛みを緩和★

レーザーダイオードによって出
力されるレーザーを患部に
照射すると、体内に伝達さ
れた光エネルギーが光化学
的反応を起こして組織を刺
激·活性化させ、による反応
で痛みを緩和させる医療機
器。



特許及び認証

商品イメージ

メリット

01
予防的な管理が欠かせない口腔健康、日常生活など、い
つでもどこでも手軽にセルフカメラを撮ると、人工知能が分
析し歯科を訪れる必要性を提案します。

02

03

人工知能に基づいた口腔検診を完了すると、自分の口腔
状態を報告書で確認でき、正しい口腔管理習慣に関す
る情報なども共有できます。

簡単に素早く歯医者探し及びリアルタイム相談をサポート
します。 歯科を訪問する前に、リアルタイムでお問い合わせ
いただき、丁寧にご確認ください。

「E.APO」は自宅でのセルフ口腔検診ができるように人工知能
（AI)に基づいた自己検診ソリューションです。イアポモバイルで
リアルタイム予約状況が一目で確認でき、患者の問い合わせ
に迅速に対応、診療予約までワンストップで行います。

http://www.qtt.co.kr/



商品イメージ及び特許

商品イメージ

EMSトレーディングのメリット

01 短時間で最大限の効果を発揮できるフィットネスブースター
で、初心者でも怪我のリスクなく高強度トレーニングが可能

02

03

重量が排除されているため、関節にも無理がなく安全に運
動できるし、好きな部位を運動できるので効率的

一般的な運動で刺激しにくい心不全筋をより容易に強化
でき、低周波中周波刺激が体全体に刺激を与え、バラン
スよく筋肉発達

株式会社コアムーブメントは、韓国初のEMSスーツ生産独自
の技術を保有するヘルスケアフィードバックハードウェアメーカー
です。EMSは低周波電流を利用して直接的な筋収縮弛緩を
通じて、筋繊維及び筋部位の活性など運動効率を極大化す
ることができるトレーニング方法です。EMS低周波運動機構に
よる新しい文化コンテンツを期待しています。

https://www.coremovement.co.kr/
EMSSPA H SWITCH S セット

SWITCH W セット

EMSSUIT 1.5v



商品パッケージ

発酵黒参の効能

メリット

01
直接栽培·管理を行い、様々な国に安全で新鮮な農産
物を輸出、持続的な効能関連実験を行い、検証済みの
製品のみを提供

02

03

独自発酵工法を利用して吸収率を高めた様々な発酵黒
参製品を生産

アロパ薬剤師組合·延世大学校薬学大学とSEB SYSTE
Mに基づいた共同研究を実施

ハムチョロクは、発酵黒参を利用したヘルスケアメーカーです。
発酵黒参とは、高麗人参を利用して生理学的効能の優れた
成分を生物転換方法により分離·抽出します。

https://www.greenyco.net/

商品イメージ

抗酸化物質(ポリフェノール)を多く含有
Greenycoの発酵黒参は抗酸化物質の約13.36倍、コーヒーに含まれるポリフェノールと
アロニア粉の1.3倍の量もあります。 適切に吸収されれば、優れた効果が期待できます。

Greenyco発酵黒参パウダー
Greenyco RG+
ザクロコラーゲンジェル

Greenyco RG+
発酵黒参ドリンク



特許及び認証

ビッグブリードIMT/IMTPEPその他の商品

効果及びメリット

01
呼吸の筋肉力と耐久力を向上させ、運動不足、老化現
象、喘息など息が速くなる症状を減少、気道内分泌物の
溜まりを予防

02

03

COPD症状の悪化を遅延、肺拡張不全症状の改善、
手術前後の肺機能を強化し、手術後の肺炎など肺合併
症を予防

訓練により、一度に多くの呼吸を吸い込むことができるよう
になれば、QOL指数も向上、ネブライザーやMDI CHAM
BERと一緒に使用する際に気管支喘息治療に効果的

ビッグブリードIMTPEP/ IMTは呼吸トレーニングのための器具
です。 地道に使用すると腹式呼吸、肺活量を増やし、肺機
能改善、肺活量増加、呼吸筋の強化に役立ちます。

http://ghit.co.kr

グリーン IMT-Low ブルー IMT-Middle レッド IMT-High

初めての使用や呼吸強
化運動が必要な方

一般人またはアマ
チュア選手用

歌手·スポーツ選手な
ど専門用

★IMTPEP
高齢者や健康弱者など
の呼吸筋肉を丈夫にす
る呼吸運動およびリハビ
リ医療機器です。

★スマート・トレーニング・マスク
●しきい値抵抗トレーニングマスク
●流量制御と比較して運動効果の向上
●圧力制御が広く、呼吸筋が強化
●呼吸運動モニタリング
●ICTを活用した運動モニタリング
●呼吸パターン、消費カロリーなどをアプリで確認

★MIP/MEP



商品と体験のイメージ、特許

BT-Care メリット

01 VR機能を備えた一体型キオスクをいつでもどこにでも簡単
に設置できます。患者と治療師のどちらも複雑な設定は省
略し、オールインワン機械を使用して患者状態の診断から
リサイクルVRコンテンツまで一度に利用できます。

02

03

患者は一人でも状態を確認することができ、専門家も必
要であれば患者と一緒に利用しながら診断過程を観察す
ることができます。

(株)SYイノテックは軽度認知及びその他障害患者のため
の診断とリハビリテーションを統合したプログラムを提供して
います。

(株)SYイノテックはVRコンテンツとデバイスを融合した統合ソ
リューションを開発し、先端技術力を活用してお客様の幸せを
サポートします。 「BT-Care」は高齢者フレンドリーコンテンツを
通じて、身体的老衰、精神的老衰を予防·軽減·治療·回復
に役立ちます。

https://syino.com/

04
臨床試験を経た様々な仮想現実体験を通じて行われま
す。 患者は、より広い空間で身近な現場を体験しながら、
快適に訓練を行います。

B2G（キオスクタイプ）

B2B

B2C（リュックタイプ)

様々なVR コンテンツ

特許



特許及び認証

各商品のイメージ

エアラブ社のメリット

01 常に真心を込めて良い製品を作るために絶えず努力し、
数多くの経験を基に地道に成長していく企業です。

02

03

世界には存在しない革新的なアイデア、新しい製品を開
発します。

高度な技術を基に製品を制作してクォリティー高い商品を
お客様にお届けします。

エアラブは先端技術を医療機器に取り入れることで独創的で
革新的な新技術開発をリードしており、病気の早期診断と治
療のための新しいパラダイムを提示しています。

http://airlabkorea.com/

ポータブル
ふくらはぎマッサージ器

★ふくらはぎマッサージ器

★SLIM DOT、EMS低周波マッサージ器

★WRING FREE、微細電流を利用した低刺激マッサージ器



その他の商品

主な商品

YUGWANG精密社のメリット

01 蓄積された技術と信頼を基に最高の品質、最高のデザイ
ンで最高の製品にこだわり、体系的な品質革新

02

03

高齢化、障害者施設及び福祉に対する投資が改善し、
医療補助器具に対する需要が持続的に増加

国家機関から高齢者配慮型事業分野の多数の標章と
特許、認証技術を保有し、製品のクオリティを向上

YUGWANG精密は1997年1月に設立、安全手すり、歩行
訓練機および移動型リフトなど医療機器を専門に生産し、韓
国の安全手すり分野で最大の市場を占めているベンチャー企
業です。

https://ukm.co.kr/ ★リフト·チェア

★移動式電動リフト (YGM003)

★ストラップ付き膝固定 ★杖 ★トイレ ハンドル ★小便ケア



健康機能食品

01 新薬開発として認知症治療剤、パーキンソン氏病治療剤、
関節炎治療剤、黄斑変性治療剤などの事業を推進

02

03

社内に確保した豊富な天然物LIBRARYを基盤に差別
化された健康機能食品の開発、認知機能改善、記憶力、
関節健康改善健康食品の開発製造

一般医薬品流通、健康機能食品流通、輸入医薬品及
び輸入健康機能食品流通

ニュートラゼンは脳神経系の認知症および関節炎(筋骨格系)
に有効な天然物質を利用した天然バイオ物質の研究開発と
製品化により予防医学産業をリードする企業です。

http://www.nutragen.co.kr/

ニュートラゼン事業構造

その他の健康機能食品

•商品名：認知Q
•個別認定型製品
•100%韓国産当帰を使用
•認知能力の改善 頭脳の健康
•当帰抽出バッツ(Nutragen)

[ニュートラジェン]
デカシン ケアジョイント
【HMXカナダ輸入】
オメガ-3100

[HMXカナダからの輸入]
オメガ-3100 

[PB500カナダ輸入] 
フォルテ プロバイオティクス

[有限メディカ]
ウェリソソフォルメト

[有限メディカ]
ロングキッドカルシウム

(レモン味)

[有限メディカ] 
アイトップルテイン

ゴールド

[チョングンダン]
ボーンアンドカルシウ
ム マグネシウム

[HMXカナダの輸入]
植物性フラクシド110

0



イメージ及び認証

HALLUX MAGICメリット

POCUSの効果

01 集中力強化（Concentrationability）
結果:POCUSを着用した後は、勉強途中に携帯電話を
見たり、他の行動をせずに勉強だけに集中するようになるそ
うです。

02

03

記憶力強化及び学習能力向上 (Working Memory)
結果:POCUS着用後は、学習中に勉強した内容が鮮明
に記憶されるというフィードバックが多かったです。

睡眠の質改善効果
結果:寝る時に頭がいっそう軽く、より簡単に眠るという評
価が出ました。

POCUSはtDCS（経頭蓋直流シミュレーション）という技術を
活用し、前頭葉に安全で微細な電流（1mA）を送り、集中
力とストレス、睡眠の改善に効果的な製品です。

http://www.watson-company.com/

POCUSは2020年12月の発足以来、現在国内の様々な公共機関で使用されてお
り、大学病院や国内プロゴルフ選手、消防署、保健所などで効果が立証されています。


