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沿革01
2017

2018

2019

2020

2021

2022

05月 設立

08月 優秀健康機能性食品製造基準(GMP)適用の業者指定

10月 障害者標準事業場認証

03月 ISO22000認証

07月 HACCP認証(コーヒー,体重調節用調剤食品, 他の加工品)

06月 2工場 完工

07月 2工場 優秀健康機能性食品製造基準(GMP)適用の業者指定

2工場 HACCP認証(キャンディー類)

04月 忠清南道 障害者賞の受賞(忠清南道知事)

05月 食品医薬品安全庁長の表彰状受賞(食品医薬品安全庁長 )

04月 食品安全管理システム FSSC22000 認証 獲得

11月 3工場 ソフトカプセル製造ライン 竣工

3工場 優秀健康機能性食品製造基準(GMP)適用の業者指定 / 3工場 HACCP認証

天安市 ビジネスマンの賞 創業大賞受賞



本社および工場現況01
COSFARM 1工場(セトギル 156 / 本社)
- 工場敷地の面積 : 2,467㎡
- 製造施設の面積 : 1,202㎡
- 主要施設 : 混合, 顆粒, 打錠, 丸製造, 瓶包装

COSFARM 2工場(セトギル 152)
- 工場敷地の面積 : 3,265㎡
- 製造施設の面積 : 1,405㎡
- 主要施設 : スチック包装, PTP包装, 総合包装

COSFARM 3工場(セトギル 162)
- 工場敷地の面積 : 4,287㎡
- 製造施設の面積 : 2,153㎡
- 主要施設 : ソフトカプセル, 瓶包装, PTP包装



組織図01



01 品質管理認証および表彰現況

GPM認証 : 粉末,丸, 錠剤, 顆粒ライン
HACCP 認証 : 他の加工品の外 16 類型
FSSC22000 : 食品安全経営システム
有機加工認証 : 4品目障害者標準事業場認証

表彰状授与式
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生産施設現況 (粉末ライン)02

混合

ダブルコンミクサー(6t/ 8H)
ㆍ2,500L(1台) : 1日 生産量 3,200kg(8H)
ㆍ1,200L(1台) : 1日 生産量 1,600kg(8H)
ㆍ1,000L(1台) : 1日 生産量1,200kg(8H)

充填

10列 スチック包装機(81万包/ 8H)

ㆍバイブレーター方式(7台) : 1日 生産量 63万包(8H)
ㆍスクリュ方式(2台) : 1日 生産量 18万包8H)
ㆍピロー包装機(4台) : 1日 生産量 3.6万ポーチ8H)

粉末充填機 (1万本/ 8H)
ㆍスクリュ方式(1台) : 1日 生産量 1万本(8H)
ㆍ500g 瓶 充填基準

４列スチック包装機(2万包/ 8H)
ㆍバイブレーター方式(1台) : 1日 生産量 2万包(8H)

顆粒

スピードミクサー(700kg/ 8H)
ㆍスピードミクサー450L(1台) : 1日 生産量 700kg(8H)
ㆍU型混合機(1台) : 1日 生産量 1,000kg(8H)
ㆍ合計 : 1日 生産量 1.7トン(8H)

４面包装機(7万包/8H)
ㆍ４面包装機(1台) : 1日生産量 7万包(8H)
ㆍ粉末、顆粒、丸 包装可能



生産施設現況 (打錠ライン)02
混合 打錠/コーティング

マルチ包装機(1.5万包/8H)
ㆍ三面包装方式(1台) : 1日 生産量 1.5万包(8H)
ㆍ錠剤包装用

顆粒

打錠機(180万錠/ 8H)

ㆍ30発 打錠機(4台) : 1日 生産量 180万錠(8H)
ㆍ500mg 錠剤基準

充填(瓶)

自動錠剤充填ライン(1万本/ 8H)
洗瓶→シリカゲル投入→計錠→緩衝材ビニール
→重量選別→ラベル付着→高周波シーリング
→金属検出→包装

充填(PTP)

PTP包装機(6まんパック/8H)
ㆍPTP包装機(2台) : 1日生産量 6まんパック(8H)
ㆍ10口 : 1日 生産量 30万錠(8H)
ㆍ6口 : 1日 生産量 18万錠(8H)

ハイクォータコーティング機
(144万錠/8H)
ㆍ500mg 錠剤基準 : 1日 生産量 144万錠(8H)
ㆍ1,000mg 錠剤基準 : 1日 生産量 78万錠(8H)



生産施設現況 (丸剤製造ライン)02
混合 煉合/丸剤製造

顆粒
U型混合機(1,000kg/8H)
ㆍU型混合機(1台) : 1日 生産量 1,000kg(8H)
ㆍ1回 煉合 250kg

充填

自動瓶充填ライン(1万本/ 8H)
洗瓶→シリカゲル投入→計錠→緩衝材ビニール
→重量選別→ラベル付着→高周波シーリング
→金属検出→包装

４面包装機(7万包/8H)
ㆍ４面包装機(1台) : 1日生産量 7万包(8H)
ㆍ粉末、顆粒,、丸 包装可能

自動丸剤機(700kg/8H)
ㆍ自動丸剤機 (2台) : 1日 生産量 700kg(8H)
ㆍ4Φ丸剤製造基準
ㆍ3~5Φ丸剤製造基準

10列 スチック包装機(12万包/ 8H)
ㆍバイブレーター方式(2台) : 1日 生産量 12万包(8H)
ㆍ5g以下 重量 スチック基準
ㆍ5g以上 重量 : 1日 生産量 6万包(8H)



生産施設現況 (ソフトカプセルライン)02
ゼラチン調剤 整形および乾燥

内用液調剤

ソフトカプセル整形機
(80万カプセル/8H)
ㆍソフトカプセル整形機(2台) : 

1日生産量 80万カプセル(8H)
ㆍ動物性/植物性カプセル 製造可能

溶解タンク (1,000L / 500L)

真空ミキサー(130kg) 乾燥タンブラー(800kg)
ㆍ乾燥タンブラー(16台) : 

1日生産量 80万カプセル(8H)

充填(瓶/PTP)

PTP包装機(6まんパック/8H)

ㆍPTP包装機(2台) : 1日生産量 6万パック(8H)
ㆍ10口 : 1日 生産量 30万錠(8H)
ㆍ6口: 1日 生産量 18万錠(8H)

洗瓶→シリカゲル投入→計錠→緩衝材ビニール
→重量選別→ラベル付着→高周波シーリング
→金属検出→包装

自動錠剤充填ライン(2万本/ 8H)



生産施設現況 (包装形態)02

ピロー包装

スチック包装 瓶包装(粉末、錠剤、丸)

PTP包装 四面包装 マルチ包装



包装形態(スチック包装 / 粉末、顆粒、丸)02



包装形態 (瓶包装/錠剤, 粉末、顆粒、丸,ソフトカプセル)02



包装形態 (PTP包装/錠剤, ソフトカプセル)02
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03
企画 開発 ディザイン 生産

食品および
健康機能性食品

株式会社COSFARMは、健康機能性食品および一般食品の製品企画、製品デ
ザイン、生産まで NON-STOP FLOW が可能な会社です

商品の企画、開発、生産、品質管理および出荷まで、全過程に対するサービスを提供する自
体開発注文生産方式です。

顧客のニーズ(NEEDS)によって完成品を生産し、注文者商標を付着、納品する生産方式です。

新製品の提案 提案書の検討 商品企画 製造依頼 公認的な
ディザイン

品目申告

広告審議
原副資材発注
および入庫

製品生産
および検収

納品 教育および
マーケティング支援

市場調査および需要検討
消費者の傾向検討
販売流通別の情報提供

製品のコンセプト検討
製品の剤型、形態検討

価格検討、

本生産作業標準書
原材料／製品規格書

品質確認後出荷
サンプル保存および品質管理

剤型開発現況

製造依頼
公認的な
ディザイン 品目申告 広告審議

原副資材発注
および入庫

製品生産
および検収

納品 教育および
マーケティング支援

本生産作業標準書
原材料／製品規格書

品質確認後出荷
サンプル保存および品質管理

183件
114件

97件

48件

剤型 研究開発 件数(442건)



03 健康機能性原料素材の開発現況

(株)COSFARM
企業付設研究所

ㆍシソのエキスを利用したコレステロール改善の健康機能性食品の原料開発
ㆍ柑橘ジ ュー ス粕の発酵物を利用した抗糖尿の健康機能性食品の原料開発

ㆍホトケノザのエキスを利用した抗肥満の健康機能性食品の原料開発

(在) 全羅南道バイオ産業振興院 天然資源研究センター

ㆍシャシャンボの実のエキスを利用した前立腺機能の改善食品の原料開発

翰林大学校 産学協力団

檀国大学校 産学協力団



03 特許現況



03 COSFARMだけの特別な原料素材

1. 個別認定型

2. 告示型原料

3. 一般原料




