韓国館出展者一覧

商談ブース
配置図

A-21

B-42

C-79

B-43

B-62

C-80

A-22

B-44

B-63

C-81

A-2

A-23

B-45

B-64

C-82

A-3

A-24

B-46

B-65

C-83

A-4

A-25

B-47

B-66

C-84

A-5

A-26

B-48

B-67

C-85

A-6

A-27

B-49

B-68

C-86

A-1

A-7

A-28

A-8

A-29

A-9

A-30

C-87
B-50

飲料

A-10

A-31

B-51

加工

A-11

A-32

B-52

C-88

B-69

C-89

生鮮

A-12

A-33

B-53

B-70

C-90

冷蔵

A-13

A-34

B-54

B-71

C-91

A-14

A-35

B-55

B-72

C-92

健康
C-79〜81
C-82〜87
B-70〜73
C-90〜99
B58〜61,75〜78

済州島
忠清北道
京畿道
慶尚北道
全羅南道

B-42
A-8,9,29,30
A-16,37
B-57,74

ミレクル広報館
国家クラスタ
林産物広報館
水産物広報館

A-1
インフォメーション
A-21 試食広報コーナー
B-50 ビジネスラウンジ
C-88 ビジネス支援室
B-51 その他
B-69 現地化支援事業
C-89 倉庫

A-15

A-36

B-56

B-73

C-93

A-16

A-37

B-57

B-74

C-94
C-95

A-17

A-38

B-58

B-75

C-96

A-18

A-39

B-59

B-76

C-97

A-19

A-40

B-60

B-77

C-98

A-20

A-41

B-61

B-78

C-99

飲料

加工

生鮮

冷蔵

健康

自治体

広報館

A-2

株式会社 いい酒セジョン･･･････････ 2

B-43~45 ウォルハン農協 ･･････････････････ 17

C-87

(株)フードワン ･･･････････････････ 32

A-3

（株）
漢拏山･･･････････････････････ 2

B-43~45 光陽園芸農協農産物輸出物流センター ･･･ 17

B-70

株式会社ライスクレイ ････････････ 32

A-4

OKF CORPORATION ････････････ 3

B-46

スンウン貿易 ････････････････････ 18

B-71

(株)フードコニック ･･･････････････ 33

A-5

(株)ファイン ･･････････････････････ 3

B-47

MSTRADE CO.,LTD･････････････ 18

B-72

(株)フディース ･･･････････････････ 33

A-6

緑茶園(株) ･･･････････････････････ 4

B-48

(株)ソンイルフード ･･･････････････ 19

B-73

(株)サンズサン ･･････････････････ 34

A-7

(株)グァンヤ食品･･････････････････ 4

B-49

GoodMorningKorea Co.,Ltd. ･･･ 19

C-90

農業会社法人株式会社ダモ････････ 34

A-28

(株)コッセム食品 ･･････････････････ 5

A-31

(株)マットゥルアン食品 ････････････ 20

C-91

農業会社法人イド ････････････････ 35

A-10

(株)ミョンソン食品 ････････････････ 5

A-32

サオンウォン ････････････････････ 20

C-92

ムンジャンデ天麻農園食品 ････････ 35

A-11

(株)味丁 ･････････････････････････ 6

A-33

株式会社 フードウェア ････････････ 21

C-93

チャンマッデチュ ･････････････････ 36

A-12

センピョ食品株式会社 ･････････････ 6

A-34

農業会社法人株式会社平昌フレッシュフード ･･･ 21

C-94

京城椎茸農場 ･･･････････････････ 36

A-13

(株)パルド････････････････････････ 7

B-52

農業会社法人（株）チョンドウォンカム ･･･ 22

C-95

農業会社法人(株)ネイチャーファーム･･･ 37

A-14

(株)相敬 ･････････････････････････ 7

B-53

株式会社 マウミガ ･･･････････････ 22

C-96

チョロクウォン ･･･････････････････ 37

A-15

蒙古食品(株)MONGGO FOODS INC.･･･ 8

B-54

パクグァンヒキムチ･･･････････････ 23

C-97

ソンジンホールフード･････････････ 38

A-17

三養食品(Samyang Foods) ･･･････ 8

B-55

株式会社 ハリム ･････････････････ 23

C-98

盈徳郡輸出協議会 ･･･････････････ 38

A-18

JK Food Co., Ltd. ･･･････････････ 9

B-56

(株)Cheong A Good Food ･･････ 24

C-99

農業会社法人 モリナ株式会社 ････････ 39

A-19

農業会社法人(株)ハンギルウェルバイオ ･･･ 9

B-62

(株)ケミレックス ･････････････････ 24

B-58

株式会社へノン ･･････････････････ 39

A-20

韓国メックルム ･･････････････････ 10

B-63

テグァン食品(株) ･････････････････ 25

B-59

農業会社法人（株）Extract & Food････ 40

A-35

(株)シーワールド･････････････････ 10

B-64

(株)シンバド･････････････････････ 25

B-60

(株)シースター ･･････････････････ 40

A-36

株式会社南光食品 ･･･････････････ 11

B-65

農業会社法人
（株）
デザインノンブ ･･ 26

B-61

農業会社法人スヒャン農園（株）･･･････ 41

A-38

(株)ジンソンFM ･････････････････ 11

B-66

（株)ダルビチファーム･････････････ 26

B-75

㈲韓国あわび研究所･･････････････ 41

A-39

AUNO Co., Ltd･････････････････ 12

B-67

チャンミソ営農組合法人･･･････････ 27

B-76

北下特品事業団(株) ･･････････････ 42

A-40

(株)ウェルファーム ･･･････････････ 12

B-68

（株)ハムソア製薬 ････････････････ 27

B-77

農業会社法人
（株）
ジャンフン食品･･･ 42

A-41

(株) エスディーコリア･････････････ 13

C-79

株式会社 フレシス ･･･････････････ 28

B-78

五川(オチョン)産業(株) ･･･････････ 43

A-22

農業会社法人 ゴマミジ(株) ････････ 13

C-80

(株)ウヨン E&T･････････････････ 28

A-8/9/29/30 オンゴウルハングァ･･･････････････ 43

A-23

GYEONGNAM TRADING INC. ･･･ 14

C-81

漁業会社法人 済州水協流通株式会社 ････ 29

A-8/9/29/30 農業会社法人 (株)グリーンロード ････ 44

A-24

華城市ぶどう輸出協議会 ･･････････ 14

C-82

ウェルバイオテック ･･･････････････ 29

（株）･･････････････ 44
A-8/9/29/30 UNION TECH

A-25

H&P INTERNATIONAL ･･････････ 15

C-83

金剛B&F ･･･････････････････････ 30

A-8/9/29/30 国家食品クラスター支援センター ････ 45

A-26

農業会社法人 タムジンドゥル（サニナス）･････ 15

C-84

農業会社法人ハンベク食品株式会社 ･･･ 30

A-16/A-37 平昌ファーム ････････････････････ 45

A-27

農業会社法人セボム株式会社 ･･････ 16

C-85

農業会社法人株式会社ドッウム･････ 31

A-16/A-37 バムトレ営農組合法人 ････････････ 46

B-43~45 NH NongHyup ･････････････････ 16

C-86

大栄食品(株) ････････････････････ 31

A-16/A-37 デフン ･･････････････････････････ 46

1

会社情報

会社情報

当社は創業以来、韓国の伝統酒であるマッコリ、薬酒、

当社はアメリカ、欧州、中南米、中東などを含む世界160カ国に約750種
類の飲み物を生産、輸出している韓国を代表する飲料輸出中堅企業です。

蒸留式焼酎などを伝統的な方式で造る輸出企業です。

当社のAloe Vera Kingはアロエ飲料の先駆けであり、全世界のアロエ飲

基本を守る経営を基に差別化された製品戦略、持続

料市場占有率1位で市場を先導しています。

的な品質向上と科学的な生産管理で酒類文化を先導

約30年間、海外市場の開拓に力を注ぎ、現在160カ国の約550のグロー

し、世界の名酒と肩を並べる伝統酒造を通じて、世界

バルパートナー社とともに世 界 全 域の主 要 1 0 0の大 型 流 通から約

の人々が韓国の酒の味と文化をともに楽しめるよう商

3,300,000店舗の様々なお店で、販売されています。
また、世界最高権威の食品Awardであるモンドセレクションで5冠王を受

品を輸出しております。

賞、その味と品質が世界最高であることを客観的に立証し、消費者がもっ
と信頼できるOKFブランドを刻印させることができました。

http://www.sejongricewine.com
担当者名

パク ウォンジュ

所在地

5-2, Sacheon-ro 16beon-gil, Cheongwon gu,
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
E-mail

kkhoss@hanmail.net

電話番号

82-43-218-7689

ファックス

82-43-218-4725

A-4

OKF CORPORATION

イド
（蒸留式焼酎）

有機農イド14（薬酒）

有機栽培の生命米で

有機農認証された米を

造った生命の酒は最初

長 期 間 発 酵 、熟 成させ

はかっとするが、喉越し

て造った生命の酒。あっ

は柔らかく滑らかで一杯

さりして、ワインの味が

目より二杯目が魅力的

するのが特徴

(容量:375ml,500ml,
750ml/alcohol:22%,

(容量:375ml,750ml
/alcohol:14%)

25%, 32%, 42%)

ウドピーナッツ
伝統酒（殺菌濁酒）
済 州 市 牛 島 ( ウド ) の
ピーナッツ粉が 含まれ
て香ばしくて柔らかい
味が特徴

MEMO

http://www.okf.kr
担当者名

キム ジュソン

所在地

OKF B/D 54, Hakdong Ro 21-gil, Gangnam-Gu, Seoul
E-mail

export3@okf.kr

Aloe Vera King

Farmers Aloe

電話番号

82-2-491-1868

全世界のアロエ飲料市場の

競争力のある価格と高い品質で

ファックス

82-2-491-1811

76%を占めているOKFの代表商品

世界のアロエの安価市場を攻略

MEMO

20

A-3

（株）漢拏山

おやつを製造しており、韓国内外の有名企業と

う歴史が物語るように済州の代表的なふるさと企業として、良

OEM及び製品納品を行っております。

い酒作り一筋の経営で4代に渡り続けています。伝統を維持し

関連認証としてHACCP、ISO22000を保有し

ながら時代の流れに合わせて持続的に成長させた技術力と職

ており、球根類薄皮技術、紅参蒸熟技法を用い

人魂をもとに、済州を超えて韓国を代表する焼酎になるための
準備を進めて行きたいと思います。また、100年企業となるた

た増熟技術、熱風乾燥技術と設備を保有してお

めに、当社の役員・従業員、全員で済州ふるさと企業のプライド

ります。

をかけて、地域の成長動力となるよう努力してまいります。

所在地
E-mail

ファン スンイル
555, Hallim-ro, Hallim-eup, Jeju-si, Jeju-do
eric@hallasan.co.kr

電話番号

82-64-729-1992

ファックス

82-64-796-2222

漢拏山 ORIGINAL
SERIES（21%）

漢拏山 OLLE
SERIES（17.5%）

清浄済州で生

清浄済州の漢拏

産された済州の

山800m以上の

陸稲で作った蒸

高 地 に 自 生 する

留 原 液と火 山

笹 炭 で 精 製して

岩盤水で作った

いるので 、まろや

プレミアム焼酎

かで優しい味わい

http://www.fineft.co.kr

蒸留式焼酎（35%）
厳選された米を原料に作った蒸留式
焼酎であり、よい香りがただよい、鮮
やかさが調和した名酒

担当者名

パク スンチョル

3524Charyeong-ro Jeongan-myeon,Gongju-si,
Chungcheongnam-do(Bomul agricultural industrial complex 2)
E-mail

となり、女 性 消 費
者に人気の焼酎

はちみつゆず茶粉末

玉ねぎ・にんにく・ハーブソルト

既に販売されている瓶の柚子茶製品

たまねぎなどの原料を着汁し、塩を溶

の不便な点を改善して、粉末スティッ

解してspray-dryerで粉末化する特

ク製品にし、いつでもどこでも便利で

許を受けた製 造 工 法で製 造した、低

手軽にお召し上がりいただけます。

塩で豊かな味を持つ機能性塩です。

赤参を抱いたスイートコッペンイ
紅参とコッペンイ(食用幼虫の抽出粉
末)と様々な薬材を入れて作った機能
性粉末スティック製品で、いつでもど

所在地

こでも便利で手軽にお召し上がりい
ただけます。

fineft07@gmail.com

電話番号

82-41-852-1061˜2

ファックス

82-41-968-8360

MEMO

MEMO

86
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A-5

(株)ファイン
当社は2011年設立してウェルビーイング原物

当社は1950年創立以来、半世紀以上国内外の多くの消費者
に愛されて成長した、済州を代表する焼酎会社です。68年とい

http://www.hallasan.co.kr

3

会社情報

会社情報

担当者名

飲料

飲料

A-2

株式会社 いい酒セジョン
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3

会社情報

会社情報

当社は1992年茶類専門企業として設立され、韓

1965年の創立以来、蜂蜜・液状茶・粉末茶・浸出茶の

国のエコ茶類部門を先導し、世界の主要舞台で

先端設備を備えた韓国唯一の食品製造専門企業です。

グローバルメーカーと競争しながら、韓国茶の優

自然と人間を第一にする価値創造の経営方針として韓

位性をアピールしております。デパート、マート、

国はもちろん海外約30カ国に輸出するグローバル企

スーパーチェーン、免税店、H&Bストア、ホテル、
有機農専門店、
カフェチェーン、MRO企業、食品
製造企業、食品原料ソーシング企業、直営茶専
門店ティースタイルなど、様々なチャンネルに高
い品質の製品とサービスを提供しております。
http://nokchawon.co.kr
担当者名

キム ミョンジン

所在地

84, Seocho-daero 4-gil, Seocho-gu, Seoul

E-mail

flora@nokchawon.co.kr

電話番号
ファックス

82-2-597-3949(303)
82-2-521-4116

蜂蜜入りゆず茶

A-28

（株）
コッセム食品

業に成長しております。

カラマンシ―
不足しがちなビタミンを豊富に含んで

リラックスに！日々の健康維持のために！ います。日々の健康維持のために！

豊かな暮らしを目指して企業としての役割と任務を遂
行し、韓国内外の社会発展に貢献しております。
http://www.ksfs.co.kr

温かいおでんティーバック
おでんティーバックは、煮干し、こんぶ、
えび、大根、その他調味料がティーバッ
クに包み込まれ、コップに入れてお湯を
注ぐだけで、韓国の屋台のおでんスー
プが味わえるインスタント食品です。
ティーバックになっているため、お手軽
にいつでもどこでも、美 味しいおでん
スープが味わえ、オフィスで小腹が空い
た時や、
ランチのお供にもピッタリです。

MEMO

担当者名

イ スンジェ

コッセムはちみつゆず茶

コッセムくるみ・アーモンド・ハト麦茶プラス

製品です。豊かなゆず果肉にはちみつを加え、
ジャムの代わりに、
またはサラダドレッシングに

です。忙しい現代人のためのお手軽な代用食
として愛されています。

世界一流商品に選ばれたコッセム食品の主力

使っても美味しいです。

ナッツや穀物がたっぷり入った香ばしい粉末茶

コッセムトウモロコシひげ茶

所在地

極 上なトウモロコシのひげ の 原

#82, Jugyeopsan-ro 35beon-gil, Sohol-eup,
Pocheon-si, Gyeonggi-do
E-mail

料を使 用し、素 材 本 来 の 香ばし
い味がそのまま感じられます。

trade33@ksfs.co.kr

電話番号

82-10-4545-6134

ファックス

82-31-541-9933

MEMO

39

会社情報
弊社は約30年間の研究経験を基に最高の味と
体に良い機能性食品を嗜好化し、季節を問わず
に楽しめる製品を顧客に供給するため、お酢の
健康飲料の多様化と健康禅食、健康茶の研究開

31

会社情報

粉末茶
粉末茶はシリアルと機能性添加物を配
合し、朝食の代用、デトックスおよびカ
ロリーコントロール用の製 品を開 発し
ております。

当社は2008年に創業、美味しく身体によい商品を作るため、
野菜の多様性を活用した商品開発に、専念してきました。2010

お酢飲料シリーズ
弊 社 のお酢 飲 料は5 年 間 長 期 熟 成し
た柿の酢を使用し、体にも負担がなく、
飲みやすい飲み物を開発しております。

leemingyu1228@gmail.com

担当者名

Oh! リアルキュービックミックス
単純なお菓子はNO！ 食べやすいキュー
ブ型の好きな味が楽しめる面白いお手
軽おやつ

イ ドグォン

所在地

E-mail

msfood7766@naver.com

電話番号

82-42-932-7793

電話番号

82-31-536-7766

ファックス

82-42-932-3777

ファックス

82-31-535-7800

Oh! リアルヒラタケチップス
独特な香りとサクサクの食感で健康に
良いウェルビーイングの代表おやつ

MEMO

MEMO

17

4

http://www.mschip.co.kr

95-7, Menari-gil, Gasan-myeon, Pocheon-si,
Gyeonggi-do

134, Sintanjin-ro 738beon-gil, Daedeok-gu,
Daejeon
E-mail

ちの干しいも風製品

しいものづくりに力を注いできました。当社は、利益を上げるこ
食品を提供できますよう、最善を尽くしてまいります。

所在地

さつまいもを加 工して生 産したもちも

年に食品安全マネジメント(HACCP/ソウル庁 第2010-255号)

とを優先するよりも、お子様やご家族の皆様に、健康で安全な

イ ミンギュ

チューイング焼きいも

を取得、通常の健康的な食品とは一線を画す、より安全で美味

発に力を注いでおります。

http://www.kwangyafood.co.kr/jp/main/index.php

A-10

（株）
ミョンソン食品

加工

A-7

（株）
グァンヤ食品

担当者名

飲料

飲料

A-6

緑茶園（株）

41
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会社情報

❶

会社情報

1.1963年創業(業歴56年)

1983年にラーメン事業を始め、1995年に飲

2.CLEAN、ISO、KS、韓国の国防部からの品質

料、物流事業などに多角化した韓国の総合食品

認証、Inno-Biz,Main-Bizと10個全品目の
HACCPを獲得
3.CJ、LOTTE MART、E-MART、HOME PLUS、

担当者名

358-7, Anhyeon-ro, Hyeongok-myeon,
Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do
E-mail

❷

会社。1987年からPALDOブランドで海外輸出

❷

伝統食品を輸出し、2018年には6600万ドルを
輸出。

❸

❸
http://www.paldofood.com

イ ヘソン

所在地

❶

を始め、今は全世界80余カ国にラーメン、飲料、

国防部の納品製造元です。

http://www.mijungfood.com

A-13

（株）
パルド

❶電子レンジ用麺:米ジャージャー麺、米鉄板炒め麺

担当者名

5６年間製造ノウハウで作ったプレミアム米麺です。

❷インスタントライスヌードル

mijungsales@naver.com

3種(煮干しの味、
ピリ辛、牛骨の味)

577 Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul

E-mail

kyuhee2700@gmail.com

82-54-775-7733

特許を受けた麺の製造法で作られたプレミアムライスヌードルです。

電話番号

ファックス

82-54-775-5739

❸もち:カップトッポッキ

ファックス

MEMO

イ ギュヒ

所在地

電話番号

82-2-3449-6489

❶ITALIAN DELI
FRESH TOMATOES and PLAIN
CREAM in ROSEPASTA

❷パルドビビムソース
韓国料理はこのパルドビビムソース1つで簡単
に調理可能！ 何と混ぜてもおいしい料理になる！

❸トゥムセラーメン
強烈な辛さにはまる！現在一番辛いイ
ンスタントラーメン！

MEMO
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A-12

センピョ食品株式会社
当社は70年以上の製造経験を持っている伝統

設立以来約30年間、フライドチキンパウダーとヤンニョ

のあるメーカーで、韓国の醤油市場を50%以上

ムチキン（韓国風ピリ辛から揚げ）用商品を専門に製造

占めている醤類メーカーです。

して参りました。韓国では有名フランチャイズや全国の

韓国伝統食品である醤油、デンジャン
（味噌）
、
コ

代理店に約100種類の製品を供給し、また海外では米

チュジャン
（唐辛子味噌）
などの醤類事業から、料

国、オーストラリア、中国、オランダ、バングラデシュ、パ

理の味を引き出す調味料事業、良い材料を厳選
して作っているお茶事業まで、加工食品全般に
事業を拡大しております。

ナマなどに輸出を進めております。美味しくて衛生的な

コチュジャン
センピョコチュジャンは70年伝統の製法を継承して、太陽草唐辛子のみ使用し、豆粒味
噌から米まで完全に醗酵して手作りのような深い味のコチュジャンです。
ビビンバ、
トッポッキ、
タッカルビ、焼肉など、多様な料理の調味料としてご使用頂けます。

http://en.sempio.com
チェ ウンジ

所在地

2, Chungmu-ro, Jung-gu, Seoul

E-mail

ceunji@sempio.com

製品を提供するために最善の努力を尽くします。
http://sangkyungfnb.com/
担当者名

黒酢
健康なライフのためにいい習慣！100%粒玄米を自
然発酵し、アミノ酸とミネラルが豊かに含まれてい
ます。また果汁を加えてより飲みやすく作られた商
品です。

A-14
ヤンニョムチキンソース
フライドチキンにソースを絡
め ると、甘 酸っぱく美 味しい
ヤンニョムチキンになります。

フライドチキンパウダー
塩漬けにした鶏を、水で捏ねた
フライドチキンパウダーで揚げ
ると、カリッと香ばしいクリス
ピーチキンになります。

イ テヒ

所在地

887, Dongan-ro, Yeonmu-eup, Nonsan-si,
Chungcheongnam-do
E-mail

lth3633@naver.com

電話番号

82-2-3393-5451

電話番号

82-41-742-3311

ファックス

82-2-2279-9849

ファックス

82-82-41-742-3310

MEMO

ヤンニョムチキンマリネード
味と香りを高め、そして鶏肉を
柔らかくするための香 味 料で
す。生鶏に水で捏ねたヤンニョ
ムチキンマリネードをまぶし、約
5時間寝かせます。

MEMO
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(株)相敬
会社情報

会社情報

担当者名

加工

加工

A-11

（株）味丁

6

7

A-18

JK Food Co., Ltd.

加工

加工

A-15

蒙古食品（株）MONGGO FOODS INC.

会社情報

会社情報
1905年創業以来114年間、醤類製品だけを製

当社は海苔製品を専門的に生産しております。生産者

造してきたモンゴ食品は、醤類固有の独特な味

へ直接注文するため、より高品質の原料を安定的に供

と香りを再現させるため、原料から製品出荷まで

給しております。

厳格な品質管理システムを施行しており、全世

丁寧な工程管理と消費者第一の心構えで優れた味と

界誰もが安心して食べられる食品文化を守ろう

優秀な品質の製品を世界20ヶ国に輸出しております。

と絶え間ない研究開発をしております。

HACCP、ISO22000、FSSC22000、USDA-NOP、
HALALなどの認証書を保有しております。
http://www.jkfood.kr

http://www.monggofood.com
担当者名

ジョン ジュリョン

所在地

18, Paryong-ro 371 beon-gil, Uichang-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do
E-mail

trade@monggofood.co.kr

太陽椒コチュジャン

豆味噌

ヤンニョムサムジャン

100%太陽椒で作り、ピ

新 鮮 な 豆と伝 統 的 な 味

い ろい ろな 薬 味 で 味 付

リ辛くてあっさりした味

噌 の 深い 味 の 豆 味 噌

け し 、よ り 香 ば し く て

の太陽椒コチュジャン

さっぱ りし た 味 の ヤ ン
ニョムサムジャン

担当者名

キム ジョンウン

所在地

4-37 Gwangnaman-ro, Gwangju-si,
Gyeonggi-do, Korea
E-mail

jek@jkfoodkorea.com

電話番号

82-70-8675-011１

電話番号

82-31-797-0056

ファックス

82-55-292-2202

ファックス

82-31-797-0057

海苔炒め

味付け海苔

海苔スナック

特許技術を用いた海苔

優 秀な原 草 ( 海 苔 )を

既 存の海 苔スナックと

炒めで優れた味が特徴

使って最上の品質を提

差別化された製品で老

です。

供します。

若男女誰でも楽しめる
スナックです。

MEMO

MEMO
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A-17

三養食品（Samyang Foods）

A-19

農業会社法人（株）
ハンギルウェルバイオ

会社情報

会社情報

1963年に発足した韓国初のラーメンである
「三

当社は2011年設立してウェルビーイング原物

養ラーメン」
は発足以来50年以上愛され続けて

おやつを製造しており、韓国内外の有名企業と

いる韓国インスタントラーメンの歴史でございま

OEM及び製品納品を行っております。

す。

関連認証としてHACCP、ISO22000を保有し

2012年に発足した
「ブルダック炒め麺」
はSNS

ており、球根類薄皮技術、紅参蒸熟技法を用い

を通して世界各国から愛され、2018年には韓国

た増熟技術、熱風乾燥技術と設備を保有してお

食品業界初 2億ドル輸出トップ を受賞しました。

ります。

リアルミニ焼き芋&じゃがいも
特許を受けた技術である蒸気で、さつ
まいも&じゃがいもの外 皮をむいて中
皮を維持し、焼き芋の歯ごたえのある
食感と栄養分を維持。
240°
Cのロータリー式オーブンに50
分間均等に焼いて、焼き芋特有の味と
食 感を再 現 。金 属 検 出 器で 異 物 の 投
入を防ぐ。
食事代用、ダイエット用、栄養おやつに
最適。

http://www.foodmaster.kr
http://www.samyangfoods.com/kor/index.do
担当者名
担当者名

チョイ スンヒ

所在地

104, Opesan-ro 3-gil, Seong-buk-gu, Seoul
E-mail

seunch10@samyangfoods.com

電話番号

82-2-940-3143

ファックス

82-2-941-3143

ブルダック炒め麺

三養ラーメン

激ウマ辛味で全世界のインスタン

濃いハム味ベースのマイルドな汁

トラーメン市 場を驚かせた「ブル

が魅力的な
「三養ラーメン」。現在

ダック炒め麺 」。現 在カルボナー

オリジナル、チーズ、ピリ辛味の全

ラ、チーズ、ジャージャー麵など8

3種類の味で楽しめます。

所在地

35, Wolgok 2-gil, Cheongdo-eup,
Cheongdo-gun, Gyeongsangbuk-do
E-mail

種類の味で楽しめます。

MEMO

marketing@foodmaster.kr

電話番号

82-54-371-9890

ファックス

82-54-371-9876

さつまいもマルレンイ
当社ならではの固有技術である紅参方式の
完全蒸熟工法で、あっさりして、香ばしいサ
ツマイモ本来の味を再現し、衛生熱風乾燥
で歯ごたえのある食感を生かした。食事代
用、ダイエット用、栄養おやつに最適。

MEMO
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チェ グクファン

10

9

味付け海苔

会社情報

会社情報

周王山(チュワンサン)の澄んだ水と空気の中で

1981年に設立され、韓国の食習慣に最も優れた

名門士大夫の伝統技法で味噌類を生産している

食品である海苔、ワカメを通して健康と豊かな食卓

韓国メックルムは、最高の味でなければ製品化し

のために努力しております。HACCP、ISO22000、

ない、
といった職人的な精神で、数十年経った甕

ハラール、FDA、FSSC22000、釜山名品水産物、

から名品の味噌類を作り出し、国内外の主要流

伝統食品品質認証および韓国を代表する水産物だ

通で愛されている韓国の代表的な味噌類生産企

けに付与するK-FISH認証など、様々な認証を通じ

業です。

より衛生的な設備で海苔を生産しております。

http://www.koreamac.co.kr/
担当者名

イ スヨン

所在地

420-5, Jungpyeong-ri, Pacheon-myeon,
Cheongsong-gun, Gyeongsangbuk-do
E-mail

韓国産原材料100%、12˜16ヶ月以上
壺 から自 然 熟 成させた 韓 食 味 噌 、コ
チュジャン、醤 油 、サムジャン、チョン
グックチャン、コチュジャン炒めなどを
生産しており、伝統味噌類をベースに
した、手軽な料理用ソースもあります。

mcgguroom@korea.com

A-36

株式会社南光食品

加工

加工

A-20

韓国メックルム

海苔にコーン油、ごま油、エゴマ油を
塗ってから焼いて塩で味付けした製品

http://www.namkwangfood.co.kr
担当者名

ファン ヨンア

所在地

7, Jangpyeong-ro, 132 beon-gil, Saha-gu, Busan
E-mail

namkwangfood@naver.com

電話番号

82-2-424-6023

電話番号

82-51-263-9821

ファックス

82-2-424-6025

ファックス

82-51-262-0765

のり巻き用海苔(寿司海苔）

アーモンドスナック海苔

のり巻き用海苔を軽く焼いたもので、10

甘いソースで味 付けし、アーモンド、

枚/50枚/100枚で包装されている製品

ごまで栄養を加えた海苔スナック

MEMO

MEMO

8
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A-35

（株）
シーワールド
会社情報

会社情報

当社は2012年に設立し、現在までブガク(海藻·野菜のパ

1994年創立された当社は、韓国の伝統ソースを

リパリ揚げ)、"ささっと3分粥"を発売しており、HACCP認

O E M 生 産 供 給 し て き て 、2 0 1 0 年 か ら

証で衛生的で安全な商品づくりに力を入れております。輸

A-38

（株）
ジンソンFM

NATURES S

NATURE のブランドで世界市

出のため水産物加工工場登録(中国、米国)をしており、知

場 に 進 出しました 。先 進 的 な 技 術を導 入し、

識財産権登録および出願を(24個)しております。"伝統ブ

HACCP、FSSC22000、ハラールのような国際

ガクを現代的な感覚でスナック化し、ブランド価値を高め

認証書を保有しております。

る"と"伝統お粥の大衆化のためにパラダイムを変える"と
いう企業ビジョンで毎日研究開発しております。
ティガクテガクブガク

http://www.sea-world.co.kr
担当者名

キム ヨンヒ

所在地

30, Nonggongdanji 1-gil, Sokcho-si, Gangwon-do
E-mail

katali0@naver.com

電話番号

82-33-633-0657

ファックス

82-33-633-0658

http://www.jsfm.co.kr

(TigakTaegak Crisps)
●海洋深層水(海の表面から200mの下)を利用し下
味をつけたため各種ミネラルが豊富で、焼き溶融塩
(高温で焼いた塩)を使用してナトリウムの含量を減
らした製品です。
● 韓 国 産 原 材 料 ( 1 0 0 % )を使 用し、衛 生 的で検 証さ
れた材料で安心して食べられる最高のおやつです。
●ブガクは元々お寺に由来した食べ物ですが、多くの
方に食べてもらえるように大量生産しました。添加
物が入っておらず、愛する子供のために母が作って
くれるおやつのような製品です。(NON-GMO)の
おやつです。

MEMO

テ ジョンリョル

所在地

572-5, Chorok-ro, Yanggam-myeon, Hwaseong-si,
Gyeonggi-do
E-mail

export@jsfm.co.kr

電話番号

82-70-7826-6795

ファックス

82-2-575-1105

カルビソース

プルゴギソース

トッポッキソース

牛カルビまたは豚カルビ

プルゴギソースは韓国の

トッポッキは一 口 大 のも

のバーベキューのための

最 も 代 表 的 な 伝 統 ソー

ちと野 菜 、おでんと一 緒

ソースで 、フライパンや

スで、牛肉と様々な薬味

にソースで 煮たもので 、

B B Q で 料 理 できるよう

を加 味して作ったソース

多くの 韓 国 人 に 人 気 が

に開発された製品です。

です。特別な日に作る料

ある、最も代 表 的なスト

理です。

リートフードです。たくさ
んのお店があります。

MEMO

23

10

担当者名

16

11

会社情報

会社情報

AUNO(第一、最高、一つ)は真の共同体です。

(株)SDコリアは健康で安全な食品文化を実現す

ここで言う共同体とは、子孫に引き継ぐ地球、

るために設立しました。HACCP認証、FDA工場

原料生産者と労働者、顧客そしてAUNOが有

登録を終え、衛生的な環境で我々の主力商品で

機 的な関 係であることをいいます。これから、

あるマチョウムトッポッキを生産しております。ベ

AUNOと一緒に善い理念で一つになる世の中

トナム、タイ、カンボジアなどに輸 出しており、

を作っていくことを希望します。

2020年には中国、
インドネシアへの輸出を計画

AUNO Grano
●玄米を高温高圧でパフィングしてアウノシュガーで甘味を出し、

しております。

えのある食感を持った100%米餅を使いました。年齢問わず楽しめるよう、手 軽なカップ 形 態で開
発されており、
６種 類の様 々な味が あるので好みに合わせて食 べられます。

●スプーンが入っているので、
牛乳を入れるだけ

http://auno.co.kr/en

AUNO Sugar

●有機農のサトウキビ

グォン ジェウォン

た天然糖で、サトウ
キビ本然のカルシウ
ムなどのミネラルが

6 Hosandong-ro 1-gil, Dalseogu, Daegu
E-mail

oversea@auno.co.kr

電話番号

82-53-587-7110

ファックス

82-53-587-7130

http://www.sd-korea.co.kr

汁を濃 縮 粉 末 化し

所在地

豊富

AUNO Nutdy

●輸入の製品ではな
く、唯一の韓国産

●アウノシュガー、韓国産米で作った水あめを使って

●HACCPおよび有機

作ったキャンディ

農認証

●純粋ミルクリーム100%の天然バターで風味をアップ

マチョウムトッポッキ

植物性原料で作ったトッポッキです。肉類成分やアレルギー誘発物質を使わず健康に良く、歯ごた

合成添加物を一切排除して原材料だけで味を出した製品

担当者名

A-41

(株) エスディーコリア

加工

加工

A-39

AUNO Co., Ltd

グレード
●天日塩を使ってひきつける味

MEMO

担当者名

イム ドンギュン

所在地

7. 70, Baksan-ro, Yuseong-gu, Daejeon

E-mail

sdkoreagoods@gmail.com

電話番号

82-70-4438-5394

ファックス

82-42-528-6559

乾パン

韓 国 の 代 表 的 なお 菓 子 で す 。黒 ごま、黒 豆を
使って健康に良く、おいしく、揚げずにオーブン

で焼いております。

MEMO

2

農業会社法人 ゴマミジ
（株）

会社情報

会社情報

純粋で新鮮で天然の食品をお客様に差し上げ、正

我々は韓国で若くて情熱に満ちた従業員と共

しい食習慣をリードする企業、株式会社ウェルファー

に 、新 鮮 な 果 物 を 生 産・輸 出 す る 農 業 会 社

ムです。お客様に健康でおいしい食べ物を提供する

"GOMAMIGEE"です。

のが当社の使命であり幸せです。

Booth No.

A-22

生鮮

A-40

（株）
ウェルファーム

9

いちご
年中いちごを供給中(冬いちご〜夏いちご)
原物規格によって4種類保有(シール名：ブラック、
ゴールド、
シルバー、
レッド)
包装規格 : 250g、500g、750g
新鮮いちご、冷凍いちご、凍結乾燥いちごの供給中
新鮮 & 使いやすく加工された いちごを供給
します。

天然そのままの安全な食べ物を基本にもっと健康で
美味しく、便利で差別化された製品を供給するため

れんこん

に、益々一生懸命探求する企業になっていきます。

8月〜翌年の4月まで新鮮れんこんを供給中
洗浄丸ごとれんこん、洗浄スライスれんこん供給可能
れんこん加工食品(れんこん茶、れんこん粉末、れん

http://www.well-farm.co.kr/index.php/en/
担当者名

こんスナック)年中供給中

ホ セヒョン

担当者名

所在地

所在地

87 Geumil-ro, 546beon-gil, Geumwang-eup,
Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do
E-mail

shhu@well-farm.co.kr

電話番号

82-2-702-1367

ファックス

82-2-702-1369

484, Jijeon-ro, Gangjin-eup, Gangjin-gun,
Jeollanam-do

酢美の関心 (チョミエカンシン)
100%天然フルーツ発酵お酢飲料
砂糖や添加物が含まれていない微炭酸フルーツ酢で、
カラ

E-mail

マンシー、柚子、
ファッションフルーツ3種の爽やかな健康
な飲み物

jkkim.gomamigee@gmail.com

電話番号

82-64-434-5260, 82-10-4578-6186

ファックス

82-64-434-5264

本来のおいしさを持った"れんこん"を供給します。

新鮮果物および野菜
レッドヒャン、ブルーベリー、梨、甘柿、
干し柿をシーズン別に商品供給

MEMO

MEMO

44

12

キム ジェグァン

37

13

Booth No.

A-23

パプリカ

会社情報

慶尚南道地域で生産された新鮮で栄養

韓国野菜、果物の生産中心である慶尚南道で、

の高いパプリカ

優秀で新鮮で安全な農産物を安定的な供給シ

H&P INTERNATIONAL
当社は韓国産新鮮農産物のキノコ、野菜、果物な
どを専門的に輸出する会社です。2018年基準
の輸出額を約4,500千ドルを達成し、
アメリカ、
カ

早い物流を通じて供給する地方政府が 作った

ナダ、
ヨーロッパ、日本、東南アジア、台湾、
オース

企業です。

トラリアなどに韓国産食品も輸出しております。

http://www.gnti.co.kr/

http://www.hnpinter.com

ホン ジュンピョ

担当者名

所在地

ロゴマーク

イ ヒョゴル

所在地

224-153, Haean-daero, Masanhappo-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do
E-mail

A-25

会社情報

ステムを取り揃え、消費者のニーズに応えた素

担当者名

Booth No.

gntipap@naver.com

電話番号

82-55-249-8000

ファックス

82-55-221-9811

Room no B-112, Dong-A The Prime Office,
Tongilro 530, Seodeamon-gu, Seoul
E-mail

トマト(インテンス)

キウイ

新鮮で硬度が高く、貯蔵性が優れている。カッ

ビタミンなどの栄 養が 豊 富で、糖 度が 高く、

トしても汁が流れず、加工用として最適である。 保存性も優れていて、加工用にも適しています。

MEMO

hefang7777@naver.com

電話番号

82-70-8954-7886

ファックス

82-2-396-7881

韓国産新鮮キノコ、
りんご、梨、白菜、キャベツ、
イチゴ、甘柿および加工食品

MEMO

46

華城市ぶどう輸出協議会

Booth No.

A-24

華城市ぶどう輸出協議会は、京畿道華城(キョン

55

農業会社法人 タムジンドゥル
（サニナス）
会社情報

会社情報

2008年に設立された当社は、Smart farmでパ

ぶどう

ギド·ファソン)のぶどうを15年間海外約10カ国

グローバルGAP認証を受けた安全

プリカと特殊野菜を生産するSUNINUS FARM

に持続的に輸出した園芸専門団地最優秀指定

なキャンベルぶどう

と、農産物の選別・加工・包装をして食品会社に

会社で、ぶどう輸出だけでなく、4季米菓子、キム

供給するSUNINUS FOOD、Smart farmの運

チ、きのこなどの多くの韓国製品を持続的に輸

営システムを構築しており、キウイ輸出の加工、

出し、毎年２回以上の海外博覧会を通じて韓国

流通業務を担当するSUNINUS企業研究所など

食品を海外に伝えております。

で構成されております。
http://www.suninusfood.com

担当者名

ナム ユンヒョン

担当者名

所在地

電話番号
ファックス

nyhyoun@naver.com
82-31-357-3105
82-31-357-3110

97-49 ,namdang-ro gangjin -eup, gangjin-gun,
jeollanam-do

米菓子

E-mail

キムチ

韓 国 産 お 米を使 用した 良 い 原 料 の

１パック入りの冷凍キムチチゲで簡単

電話番号

健康おやつ

な韓国料理

ファックス

パプリカ
全 羅 南 道 ガンジンの 最 先 端スマート
ファームで天 敵 農 法を使って栽 培し、
グローバル g a p 認 証を受けた安 全な
製品です。

ロングスイートパプリカ
既存のパプリカより糖度が高く果肉が
やわらかいロングスイートパプリカは、
サニナスが新しく提供する特別なパプ
リカです。

jihee̲1108@naver.com
82-10-5181-6808
82-31-761-9216

キウイ
韓国最高級のキウイで、一流の専門家
と共に開発した、老若男女の皆様に楽し
んでいただけるキウイです。

MEMO

MEMO

14

14

A-26

ユン オクグン

所在地

26,Seok jeong dong gil,Songsan-Myeon,
Hwaseong-si ,Gyeonggi-Do
E-mail

生鮮

生鮮

GYEONGNAM TRADING INC.

18

15

会社情報

会社情報

当社は1972年12月23日に設立し、
これまでマ

当社は"Easy & Snacking"をコンセプトに、手軽で美味し
く食べられるトマトを生産する農業会社で、スナックトマトと
いう新商品でトマト市場の拡大に貢献しております。

クワウリ販売を通した組合員たちの実益増進は

スナックトマト

semi closed typeのガラス温室を取り入れ、環境にやさ

8〜10ブリックスの高い糖

しい 栽 培 環 境と四 季の気 候 変 化に対 応 可 能な設 備で、

度、やわらかくてさくさくと

高品質で安定的なトマトを生産しており、グローバルＧＡＰ

した食感、甘い香りが魅力

を取得し、徹底した品質管理システムを取り揃えております。
5haで生産を始め、20haまでスナックトマトの生産基盤を
拡大していきたいと考えております。

所在地

212-62, Arirang-ro, Sangju-si, Gyeongsangbuk-do
E-mail

Inteson1@gmail.com

1200人、1年平均のマクワウリ売上は約400億

残る異 物 が なく、程 よい

ります。

カラーは赤色とオレンジ色
があります。

ソン へジュン

た。組合長を含めた役職員は30人で、組合員は

的で、皮が薄くて口の中に

飽きない特徴があります。

提供できるおやつ用野菜を作るために努力していきます。

もちろん、マクワウリ産業発展に貢献してきまし

ウォンで、数量は10,000トン以上を収穫してお

酸っぱさで食 べ 続けても

消費者に新しい価値を提供できるトマト、栄養と味を同時に

担当者名

B-43~45

ウォルハン農協

http://www.whnacf.com
担当者名

ユ サンチョン

所在地

アップルスナックトマト
10ブリックス以上の高い糖度、口の中でぱんと裂けるクランチな食感、酸味と甘み
両方とも強い独特の味、食べてみると驚くほどのトマトです。

358-10, Jusan-ro, Wolhang-myeon, Seongju-gun,
Gyeongsangbuk-do
E-mail

the-saint1@hanmail.net

電話番号

82-54-532-3305

電話番号

82-54-931-8949

ファックス

82-504-234-4425

ファックス

82-54-931-8940

ソンジュマクワウリ
ソンジュマクワウリは日 照 量 および 水 資 源 が 豊 富 なため 、糖 度 が 優 秀 で 消
費 者 の 嗜 好 度 が 高 い 品 種 です 。きれいな 外 観 や 黄 色 の 色 は 、食 感を刺 激 す
るには十 分です。また、ビタミンA , C , 葉 酸とカリウムなど 、多くの 成 分 が 含ま
れています。

MEMO

MEMO

81

63

NH NongHyup

B-43~45

会社情報

韓国農協は韓国最大の農業生産者の組織で、

韓国農協は韓国最大の農業生産者の組織で、

220万人の組合員が1100ヶ所の農協に加入し

220万人の組合員が1100ヶ所の農協に加入して

ております。

おります。

韓国農協は全世界で3番目の協同組合でもあり

韓国農協は全世界で3番目の協同組合でもあり

ます。また、約200個の高品質の優良生産品

ます。また、約200個の高品質の優良生産品と

と様々な食品が日本、米国、東南アジア諸国、

様々な食品が日本、米国、東南アジア諸国、そし

そしてヨーロッパ諸国を含む30カ国以上に輸出

てヨーロッパ諸国を含む30カ国以上に輸出され

されております。

ております。

http://www.nhabgroup.com

http://www.gyone.co.kr

ハム ウォンシク

所在地

92, Tongil-ro, Jung-gu, Seoul

E-mail

agfapan@nonghyup.com

● 韓 国の野 菜は快 適な環 境である先
端 ガラス温 室ときれいな水で 栽 培
し、
新鮮な味と深い香りを保っています。
●韓国の果物は四季がはっきりした良

電話番号

82-2-2079-8295

い環境で栽培され、味と豊かな香り

ファックス

82-2-2079-8270

管理・栽培しています。

で 消 費 者 の 安 全を保 障するために

MEMO

担当者名

キム ジョンワン

所在地

799 Gwangyang Port Road, Jeollanam-do

E-mail

kasira119@nonghyup.com

電話番号

82-61-760-7060

ファックス

82-61-760-7060

B-43~45

韓 国の野 菜は快 適な環 境である先 端
ガラス温 室ときれいな水で栽 培し、新
鮮な味と深い香りを保っています。
韓国の果物は四季がはっきりした良い
環境で栽培され、味と豊かな香りで消
費者の安全を保障するために管理・栽
培しています。

MEMO

34

16

光陽園芸農協農産物輸出物流センター

会社情報

担当者名

生鮮

生鮮

A-27

農業会社法人セボム株式会社

88

17

会社情報

トマト

2014年に設立され、新鮮農産物を全般的に輸出してお

1.色は桃太郎トマトと違って全体的に赤色(欧州系
完熟トマト)

り、主な品目はトマト、
レタス、カボチャで、他にはキノコ、
栗、
キャベツ、冷凍農産物を扱っております。
当社の強みは、問い合わせ後1週間以内に返答及び可否
を実施し、様々な輸入者に対応できます。もちろん品質、安

会社情報

●特徴

現在、日本に99%農産物の輸出を進めており、韓国貿易
協会が主管する
「2017貿易の日」
のイベントで300万ドル
輸出塔を受賞しました。

当社は2011年8月に設立し、韓国ではロッテ

2.強度と保存性が優秀

マート、ロッテスーパーのベンダー会社として約

S(150〜120g)
●Paking 4kg/box (バルク)

は日本製品を輸入し、ロッテマートに納品し、現

●Size L(220〜190g) M(180〜150g)

50種類の商品を納品しております。海外事業で
在は日本に餃子、エゴマ油、エゴマの葉などを輸

全性、物流安定性、価格競争力も誇りで、信頼を構築して
いく一番重要なところだと思っております。

B-48

（株）
ソンイルフード

生鮮

生鮮

B-46

スンウン貿易

出しております。

プチトマト
●特徴

1.色は全体が赤色で丸型
2.強度と保存性が優秀

3.すべてのサイズが均一に収穫される。

●Size L(25〜20g) M(18〜13g) S(12〜8g)
●Paking 3kg/box (バルク)
担当者名

ジ スンフン

所在地

433, Jangbaek-ro, Gunbuk-myeon, Haman-gun,
Gyeongsangnam-do
E-mail

sutrade@daum.net

担当者名

チョ ヒソン

所在地

アスパラガス
●特徴
1.強度が優秀で、
大きなサイズで輸出可能。
2.3月下旬から6月まで輸出可能

302(Sangdo-dong, Hyowon Greenville),
Sangdo-ro 13na-gil 1, Dongjak-gu, Seoul
E-mail

電話番号

82-55-585-2857

電話番号

82-2-889-6833

ファックス

82-55-585-9006

ファックス

82-2-889-6834

MEMO

エゴマの葉

sunilfood05@gmail.com

韓国で最も広く知られているグムサン
郡チュブ面のエゴマの葉で、色が美しく
味と香りが優秀で消費者の嗜好度が高
いです。

MEMO

62

B-47

MSTRADE CO.,LTD
会社情報
1.20年間の農産物の流通の経験から2007年1
月2日MS貿易会社設立
2.2012年7月30日 株式会社KUMWOO設立
（フォワーディング、検疫、通関）

白菜

12

キノコ類

会社情報

学名：Brassica rapa subsp,

エリンギ、
しめじ、えのきたけ、黄金え

当社は2009年に設立され、ブルーベリーを皮切りに

pekinensis(Lour.) Hanelt
保存：０度で２〜3カ月間、湿度は98〜
100％RH
シーズン：年中生産 主な時期6月〜１1月

B-49

GoodMorningKorea Co.,Ltd.

のき、ヒラタケ、ソンファ
（シイタケ＋マ

現在は全ての韓国産農産物の輸出を進めております。

ツタケ）

主に欧州、日本、香港、シンガポール、ベトナム、アメリ
カ、マレーシア、オーストラリアなどへ、キノコ類/キャベ
ツ/白菜/キーウィ・フルーツを中心に輸出しています。
いつも最適な価格で最高の品質の商品を提供します。

キャベツ
学名：Brassica oleracea var.
capitata L.

http://www.mscompany.co.kr
担当者名

キム ミョンス

100％RH
シーズン：年中生産 主な時期3月〜6月

98, Seohae-daero 94beon-gil, Jung-gu, Incheon,
Republic of Korea
j-msd1@hanmail.net

電話番号

82-32-813-3156

ファックス

82-32-811-3156

レタス
学名：Lactuca sativa var. capitata
保存：
０度で3週間、湿度は98〜95％RH
シーズン：年中生産
主な時期5月〜6月,11月

MEMO

シン ヒョンジュ

所在地

3F, 604, Cheonho-daero, Gwangjin-gu, Seoul, KOREA
E-mail

shinhj̲0803@naver.com

電話番号

82-2-525-5366

ファックス

82-2-525-5377

フルーツ類

野菜類

キーウイ・フルーツ( 韓 国 産ゴールド＆グ

キャベツ(済州、全羅道産)、糖度が高

リーンキーウイ)[ヘイワード、ジェシゴール

く、済州産キャベツの場合、サラダに

ド、ゴールドワン、スイートゴールド]品種

適した糖度や食感

MEMO

19
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https://www.gmkfresh.com/
担当者名

所在地

E-mail

保存：０度で3〜6カ月間、湿度は98〜

4

19

かまぼこカステラ

会社情報

スケソウダラを利用して作られたかまぼ

当社のかまぼこは30年経歴のかまぼこ職人がスケトウダラ、鯛、

こカステラは既存のベーカリーのカステ

イシモチと韓国産米粉を使って直接練り上げた特許を受けたかま

ラとは違って、小麦粉が入っておらず、

ぼこです。

しっとりしてたんぱく質も豊富です。

ジャガイモ水餃子

会社情報
(株)フードウェアは韓国初の日本厚生省から韓
国産豚肉が入った冷凍餃子を製造して日本に輸
出できる権限を承認された韓国最初で唯一の冷

また、小麦粉や着色料、合成甘味料を入れない3無食品で、新鮮

凍餃子製造会社で、韓国内でCJジェイル製糖、

で厳選された材料を使用し、美味しくて健康的です。

ドンウォンF&Bに冷凍餃子を生産供給する品質

現在、全世界に輸出するために力を入れており、その結果、中国・

力と技術力を備えた会社です。

香港・米国・カナダ・ベトナム・シンガポール・台湾に輸出されており

http://mdafood.kr
担当者名

パク ギソク

所在地

13, Hasinjungang-Ro 17Beon-Gil, Saha-Gu, Busan

電話番号

82-51-265-8537

ファックス

82-51-264-8277

ジャガイモ餃子

明太マヨかまぼこ

かまぼこトッポッキ

E-mail

明太子とかまぼこの出会いで誕生した新製品です。か

韓国産米粉で作った餅を入れて食感が大変よく、かまぼこ

まぼこジョンとして召し上がれるように一口サイズに

とソースの組合せが絶妙で韓国の国民的おやつであるトッ

作り、生わさびソースが入って、美味しく楽しめます。

ポッキを家庭で簡単に楽しめるように開発した製品です。

ある食感がジャガイモ餅のように良い。

ホン チョンギ

28-38, SoondongSandan 1-gil, Gimje-si,
Jeollabuk-do

所在地

akt98837@naver.com

が破れない。
しゃぶしゃぶ、
すき焼き、
ラー
メン、
うどんなどに入れて調理できる。

餃 子の皮にジャガイモの澱 粉を添え、

http://www.foodware.co.kr

E-mail

餃 子の皮にジャガイモの澱 粉を添え、
しこしこした食感。長時間調理しても皮

しこしこした食感。皮が厚くて歯ごたえの

ます。韓国かまぼこの優位性を知らせるために絶えず努力します。

担当者名

A-33

株式会社 フードウェア

ckhong@foodware.co.kr

電話番号

82-2-555-6423

ファックス

82-2-554-6422

キムチ餃子
韓国産キムチを使用、餃子スープ、蒸し
餃子で調理可能。餃子スープを調理す
る際に皮が破れなくて良い。

MEMO

MEMO

13
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A-32

（株）
サオンウォン
会社情報
1995年創始以来、韓国の伝統料理をHMR化して
冷凍食品で流通しており、一般家庭および食堂など
で手軽に調理して食べられるよう販売しております。

野菜チヂミ
たまねぎ 、ニラ、にんじんなど、体にい
い新鮮な野菜がたっぷり入ったあっさ
りして健康な味のチヂミ

会社情報
清浄自然の地、江原道平昌で清潔な味と健康を
真心と愛でつくり、信頼と感動を与えるために努
める食品会社です。

門会社です。
http://www.saongwon.com

500 Samjeong-ri, Daeso-myeon,Eumseong -kun,
Chungbuk
E-mail

tykim@saongwon.com

春雨と海苔を巻いて作ったあっさりして
香ばしい天ぷらで、特許を受けた独自の
ベター技術でばさっとした食感で大衆
的に愛される製品

http://www.food700.com
担当者名

イ ジュオク

ホットク
もちもちした生地の中にピーナツと韓
国産ハチミツが入っている甘くて香ばし
い韓国の代表的なおやつ

コチュジャン炒め
スケトウダラ、
しいたけ、ツルニンジンな
ど、江原道原物をゴロゴロ入れて歯ご

所在地

Head office：2310,Seodong-ro,Pyeongchang-eup,

たえがあり甘辛く、
また、ニンニク、たま

Factory

としても適します。

E-mail

Pyeongchang-gun,Gangwon-do
: 84-15,Pyeongchang-da84-15

ねぎなどの材料が含まれており、
ソース

food9971@hanmail.net

電話番号

82-70-4763-0731

電話番号

82-33-333-6622

ファックス

82-2-2611-0666

ファックス

82-33-333-0936

MEMO

MEMO
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低塩長期漬物として、白菜を漬けてピ

海苔巻き天ぷら

キム テヨン

所在地

白菜キムチ
リ辛のヤンニョムで和えたキムチ

カ国で自社製品が輸出されており、グローバルブラ
ンドとして韓食グローバル化に先駆ける冷凍食品専

A-34

農業会社法人株式会社平昌フレッシュフード

アメリカ、日本、オーストラリア、中国など海外約20

担当者名

冷蔵

冷蔵

A-31

（株）
マットゥルアン食品

90

21

ダディダン半干し柿200ｇ

会社情報

●水分約60%含有、糖分33°
Brix以上

当社は家族経営を通じて信頼できる高品質の半干し柿および干し柿製

●糖度50%含有

品を作る柿加工専門企業です。

●ビタミンA , B 1 , B 2 , Cなどの栄 養 成
分の含有

製湿乾燥機を利用して栄養損失が少なく、味が優れた製品を作ってお

韓国のミシュランレストランおよびファインダイ
リスとヨーロッパ、そして日本にキムチと漬物、
コ
チュジャンなどを輸出しているパクグァンヒキム

●種がない

り、防腐剤を一切使用せず、安全性まで備えた製品を生産しております。

会社情報
ニングにキムチと漬物を供給しており、現在イギ

●無色素、無防腐剤

当社の主な製品は直接栽培したチョンドバンシを使用し、高次元の冷凍

B-54

パクグァンヒキムチ

冷蔵

冷蔵

B-52

農業会社法人（株）
チョンドウォンカム

チです。

現在、韓国で品質が認められ、海外市場にも韓国の味を伝えられるよう
努力いたします。
http://www.pckimchi.com

http://www.wongam.co.kr
担当者名

チェ ジェナム

担当者名
所在地

所在地

574, Saemaeul-ro, Cheongdo-eup,
Cheongdo-gun, Gyeongsangbuk-do
E-mail

チェ グァンソク

jnchoe@wongam.co.kr

電話番号

82-54-372-0940

ファックス

82-54-372-0930

ダディダン干し柿150g

ダディダンセット1号

●水分約35%含有、糖分54°
Brix以上

●半干し乾柿：水分約60%含有、糖分33°
Brix以上

●糖度50%含有

●干し柿：水分約35%含有、糖分54°
Brix以上

●無色素、無防腐剤

●糖度50%含有 ●無色素、無防腐剤

●ビタミンA,B1,B2,Cなどの栄養成分の含有

●ビタミンA,B1,B2,Cなどの栄養成分の含有

●種がない

●種がない

MEMO

69-3, Oksuam-gil, Mitan-myeon, Pyeongchang-gun,
Gangwon-do
E-mail

chalssss@naver.com

電話番号

82-10-9481-4899

ファックス

82-33-332-8778

白菜キムチ

梅の漬物

江 原 道 の 高 冷 地 白 菜を

ファインダイニングで利用

使用

山椒の漬物
5 年 熟 成し、寿 司と刺 身
に似合う

MEMO

78
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B-53

株式会社 マウミガ
会社情報
株式会社マウミガは韓国産もち米及び良い材料のみを
厳選してもちもちして歯ごたえもあり、美味しいお餅を
作っております。現在、韓国の有名デパートおよびオン

バナナもち
もちもちし歯ごたえのある、もち米 の
餅の中に甘いバナナをカステラでかけ
たお餅

当社は生産、加工、流通を一体化させた韓国最大の鶏
肉企業です。
ISO9001品質管理システムとHACCP引証を取得し、
衛生的で安全な製品だけを生産しています。直営の農

品質の良い材料だけを使用し、徹底した衛生管理の下

場で飼育された鶏を厳選し、高麗人参、ナツメ、もち米

でお餅を生産します。持続的な新規開発を通じて市場

http://maumiga.co.kr
担当者名

4-13,113 Bun-gil, unjoongro sungnam-si,
Gyeonggi-do
E-mail

sofex1024@naver.com

すりおろし青ミカン茶

(Jeju Green Mandarin Tea & Ade)
韓 国 の 清 浄 地 域である済 州 島で 栽 培された
青ミカンエキス製品です。

などを入れて作った韓国伝統の食品です。一般家庭や

以北式ハムフンおはぎ
済州島(チェジュド)の海風に当たり育っ
たよもぎのおはぎと細かく研いだあんこ
の特別なお餅

野外でも簡単に調理できるよう工夫されています。
http://www.harim.com/main.hr

シン ユンホ

所在地

担当者名

カン ハラム

所在地

あんこ切りもち
あっさりしてもちもち歯ごたえのある切
りもちの中にあんこが 入っている黒米
あんこ切りもち

14, Mangseong-ro, Mangseong-myeon, Iksan-si,
Jeollabuk-do
E-mail

202681@harim.com

電話番号

82-31-8017-7869

電話番号

82-31-264-3323

ファックス

82-31-8017-7868

ファックス

82-31-262-2591

MEMO

夏林参鶏湯
（ハリムサムゲタン）
防腐剤は色素などの添加物を一
切使用していない衛生的な食品
です。消費者の嗜好を考え、レトル
トパウチ、冷凍の２タイプで生産さ
れています。大量自動生産で輸入
業者の要求に即対応可能です。

MEMO

35
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会社情報

ラインモールで納品販売しているお餅専門会社です。

を先導します。

B-55

株式会社 ハリム

28

23

辛子明太子

会社情報

伝 統 技 法で 低 塩 ( 4 〜 5 % ) 熟 成 · 発 効

当社は1995年に設立して、塩辛類・おかず類・イカのス

し、当社ならではの辛子明太子特有の

ンデを韓国の大型スーパーに納品および約20カ国に輸

味が感じられます。

出しており、HACCP認証、ISO9001認証、生産加工施

会社情報
1979年から始まった韓国最高の禅食、
ミスッカ
ル製造会社で、デパート・大型マート・オンライン
モールなどで多様な年齢層から愛されておりま

設登録、米国FDA工場審査、日本厚生省簡便通関審査、

す。 40年以上の食品に関する深いノウハウによ

企業付設研究所の認証に続き、イノビズの認証を受けた

り、"テグァン禅食"ブランドとプレミアムブランド

塩辛、おかず専門会社です。衛生的で安全な製品を製造

チャンジャ(スケトウダラの腸の塩辛)

し、韓国の大手企業に販売、海外輸出しております。

あなたの一日7種
野菜、穀物、堅果類、豆類などを使った食事の代わりにも最適。

させ、明太チャンジャの歯ごたえのある
食感が味わえる。

http://farm79.com, http://tkfoods.com

ジョ ジョンフィ

所在地

担当者名

イカの塩辛

38, IT Valley-gil, Gonggeun-myeon,
Hoengseong-gun, Gangwon-do
E-mail

の"FARM79"の2種類を運営しております。

明太の腸と胃を原料に低温冷蔵・熟成

http://www.cagoodfood.com
担当者名

B-63

テグァン食品（株）

健康

冷蔵

B-56

（株）Cheong A Good Food

新鮮なイカを細く切って塩に漬けた後、
色々な味付けをして誰でも楽しめる塩辛

cagfood@cagoodfood.com

ジョン ギュソク

所在地

15fr, 45, Maebongsan-ro, Mapo-gu, Seoul

E-mail

tkfoods.kim@gmail.com

電話番号

82-33-344-0645

電話番号

82-2-383-7257

ファックス

82-33-344-0641

ファックス

82-2-307-7257

MEMO

ビーガンテーブル3種
野菜、穀物、堅果類、豆類などを使った

有機農ミスッカルザ・ブラック

完璧な菜食シェークで、食事の代わり

有機農の穀物と有機農の原糖を使っ

にも最適。

て、健康によく作ったミスッカル

MEMO

80

健康

B-62

（株）
ケミレックス

15

ヌブルームブランドは、韓国産紅参原液を入れて

30年の流通経験を通して、健康食品、ニュートレ

差別化されたプレミアムシリアルバーを作りました。

ンド食品、乳児食品など様々な製品を開発/流通

メガ赤参ヘルスバー、
メガ赤参プロティンバー、

しております。また、韓国の大企業工場と連携し、

赤参メガフィットバーの3種類は差別化された成

海外パートナー社のoem、odm事業を進めま

バーです。

便利なダイエット
＆快便ゼリー

会社情報

会社情報

分を入れて、より健康でおいしくした、シリアル

B-64

（株）
シンバド

美味しくて健康に食べら
れる健康機能食品

す。当社のFUDIブランドは健康で食べやすい未

メガ赤参ヘルスバー

メガ赤参プロティンバー

活力充電エネルギーバーで、サラリーマン、受験

筋肉をつけたい人、成長期の子供のたんぱく

生、スポーツ活動のおやつ/食事代用に適した製品

質補充に健康と栄養の両方を満足させる製品

来健康食品を目指し開発されました。当社と一
緒なら韓国のどんな食品も開発/流通できます。
http://www.sinbadbest.com / www.fudi.co.kr

http://www.nubloom.co.kr
担当者名
担当者名

ジャン スヒョン

所在地

1st floor, 56, Nambusunhwan-ro 333-gil,
Seocho-gu, Seoul

所在地

284, Seunggicheon-ro, Namdong-gu, Incheon
E-mail

commerce1@chemirex.com

電話番号

82-70-7122-1914

ファックス

82-32-811-8332

E-mail

赤参メガフィットバー
低カロリー食物繊維ダイエットバーで運動前後で
体力を補充する時、簡単で健康なダイエット製品

MEMO

ailee@fudi.co.kr

電話番号

82-10-6368-1409

ファックス

82-2-582-9983

ゴボウ茶&きくいも茶
100%天然成分のゴボウときくいもを丁寧に炒めた
天然ダイエット食品

紅参スパークリング
毎日おいしく飲む紅参スパークリングで、飲んだ瞬間
すっきりして元気がでる商品

MEMO

51
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イ ミソン

27

25

会社情報
農業会社法人㈱デザイン農夫は、韓国産の農産
物を小さくパッキングして加工する、韓国優秀企
業です。そして消費者に直接販売をしており、農
業の付加価値および韓国産の農産物消費に頑

穀物粉 300g
(20g x 15包)

会社情報

黒豆、小豆、大麦のほか、7つ

で、2年前から米の胚芽の選別工程を追加して米の胚芽生産および

の 穀 物 で 構 成された 健 康 な

加工を始めました。米の胚芽は、米の栄養成分の66%を持っている

ミスッカル

重要なところですが、精米の際にほとんどが取れます。米の胚芽は精

当社は30年間米の胚芽の原料である米ぬかを取り扱っていた会社

当社の"チャミソ米の胚芽"は原料需給が安定しており、製品生産ライ
ISO22000、ISO14001、有機農認証を受けることで、多様な販路
拡大期待とは花びら茸抽出物を含んだ米の胚芽と山野草発酵酵素、
米の胚芽の特許など、持続的な新製品開発に努めております。

http://designnongboo.co.kr/jp/

所在地

82-63-542-5328

ファックス

82-63-542-5322

花びら茸抽出物含有でベータグルカン
とポリフェノール成分が 追加された栄
養的に優れた米の胚芽

イ ヒヨン

ニュバッド(NUBUD)

所在地

159, Ihwa-ro, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do

香ばしくロースティングした炒めた米の

E-mail

chammiso0368@naver.com

担当者名

1-130, Dogang-gil, Deokjin-gu, Jeonju-si,
Jeollabuk-do

電話番号

花びら茸米の胚芽

http://www.chammiso.co.kr

キム ヨソム

jack532@naver.com

韓国産米の胚芽

質の米の胚芽を作るためには原料の需給が何よりも重要です。
ンもHACC認証により衛生的な環境で生産しております。6次産、

E-mail

健康な米の胚芽
どんな加工もしていない純粋な100％

米したばかりの新鮮な米ぬかと最高品質の米から出るため、最高品

張っている企業です。

担当者名

B-67

チャンミソ営農組合法人

健康

健康

B-65

農業会社法人(株)デザインノンブ

小豆茶

Red Bean Cereal

食物繊維が豊富な小豆を簡単で手軽

簡 単 で 手 軽 に 楽しめる健 康 な 穀 物

に楽しめるフィットネス穀物茶

シリアル

MEMO

電話番号

82-31-653-0368

ファックス

82-31-651-0364

胚芽と生理活性物質が多い若芽麦粉末
を混合して発酵させた発酵酵素米の胚芽

MEMO
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B-66

（株）
ダルビチファーム
会社情報
優秀な韓国在来種の薬草である無農薬山養参
を若芽まで育てて食品に加工し、身体の各種疾
病の予防や治癒をサポートする食品を販売する

高麗青参錠顆粒
無 農 薬 若 芽 山 養 参と若 芽ツルニンジ
ンを混合して食べやすく顆粒にした製
品で、風邪の引きやすい季節に！

82

会社情報
●「ハムソア」はママたちが選んだNo.1幼児ブランド(小児科漢方医院)
●71医院のハムソア漢方医院があり、院長が125人います。

会社です。

B-68

（株）
ハムソア製薬

●5 , 0 6 9 , 7 7 4 人 の 子 どもたちが 受 診し 、

ホンキトンキ
年齢に合わせた当社だけの韓方の調合
+紅参+ビタミン
ママたちが選択した"2018わが子のた
めのベストブランド(BBKI)"健康機能食
品部門で1位

3,121,902袋のハムソア漢方を子供たちが使いました。
●「ハムソア」だけの韓方に基づき、子供だけを考えて健康機

高麗青参発酵エキス
無農薬若芽山養参を発酵させて濃縮し、
液状にしたエキスで作った製品で、カラ

http://www.koreabullocho.com
担当者名

キム ジョニョン

所在地

35 Hwaseong-ro Hoengseong-eup,
Hoengseong-gun, Gangwon-do
E-mail

ダによく、
エキスなので飲みやすいです。

ekfqlcl2000@naver.com

若芽山養参とツルニンジンの若芽、麦
の若草、五味子、覆盆子などの薬草を濃
縮した製品で、
むくみやすい季節に！

瞬き！頭キラ!ハムソアだけの特別調合+
高含量DHA+ビタミンD。丈夫な子に！

シン ヨン

所在地

ジョンジンダン

ハムソアキッズDHA PlusD

http://www.hamsoapharm.com
担当者名

Hamsoa Building, 13-16, Dosan-daero 16-gil,
Gangnam-gu, Seoul
E-mail

alsy@hamsoa.com / alsy6800@gmail.com

電話番号

82-33-345-0023

電話番号

82-2-2176-2162

ファックス

82-33-344-0023

ファックス

82-2-3443-0825

バイオラクト
特許を受けた乳酸菌。ハムソア製薬の溫
腸湯(オンジャンタン)ベースで作られた
特別乳酸菌+亜鉛。信用できるハムソア
乳酸菌。

MEMO

MEMO

1
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能食品、化粧品、一般食品を開発/流通

50
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会社情報

会社情報

当社は生鮮農産物の流通及び輸出を専門とする

当社は世界最大のヒラメ養殖地である済州で生

貿易会社です。各地域を代表する果物および野

産された活ヒラメと新鮮ヒラメ、冷凍フィレヒラメ

菜類の生産会社とパートナーシップを締結し、品

を日本、米国をはじめ世界10カ国に輸出してい

質の良い物をコールドチェーンで新鮮に供給す

ます。済州ヒラメは豊かなの自然環境に育って、

るように努力しております。

優れた味と安全性、絶え間ない品質改善を通じ
大根

http://www.freshisland.co.kr/
担当者名

イム ヒョンジン

所在地

Incubating Cube, Elite Building, Jeju Science Park,
213-4, Cheomdan-ro, Jeju-si, Jeju-do
E-mail

C-81

漁業会社法人 済州水協流通株式会社

キャベツ

て、2005年から現在まで韓国産業通産資源部
の世界一流商品に選ばれるほど韓国の代表的

韓国大根は糖度が10ブリックス以上

キャベツは日本産の種子を使用して大

でカクテギ ( 大 根キムチ) 及びサラダ

きくて中身がしっかりしている特徴が

にとても合う製品です。

あります。

白菜
韓国の白菜はサイズがとても大きく、
水分が少ないため、白菜キムチやサラ
ダに合う製品です。

justjim@naver.com

な水産物です。

http://www.suhyuptrading.com/main
イ ジュンヨン

冷凍フィレヒラメ

所在地

117, Donggwang-ro, Jeju-si, Jeju

E-mail

leejy0728@naver.com

州冷凍フィレヒラメは、
ヒラメの血·内蔵·骨などを
取り除いた後、液体冷却システムで急速冷凍する

担当者名

電話番号

82-64-745-1215

電話番号

82-64-727-6464

ファックス

82-64-745-1218

ファックス

82-64-751-6466

MEMO

衛生的なHACCP加工システムから生産された済

ため、簡単に多様な料理に活用していただけま

す。そして低温で急速冷凍した製品なので、活ヒラ
メのような食感を味わえ、長期保管もできます。

MEMO
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C-82

ウェルバイオテック

会社情報

会社情報

当社は清浄済州で生まれ育った原料で、消費者

当社は1999年度に設立し、健康飲料を生産しており、

フィッシュコラーゲンが5000mg含有

のトレンドに合う健康志向的機能性食品(飲料市

韓国国内販売はもちろん、中国・台湾・香港・米国・ベト

された飲む健康飲料

場)を主導していくために努力しております。特に

ナム・マレーシアなどに輸出しており、ダイエット飲料・

清浄済州の40万年前に海中溶岩洞窟で漢拏山

美容飲料・二日酔い用飲料などを生産しております。

火山岩盤水と海水を結合して作られたミネラル
が豊かできれいな"済州溶岩海水"ですべての食
品(飲料)を生産し、差別化された製品で全世界
に輸出するグローバル企業に成長し、新規商品
を絶えず研究開発を行っております。
http://www.ejejushop.com
ウ フン

所在地

270, lmhang-ro, jeju-si, jeju-do

E-mail

62hun@hanmail.net

電話番号

82-64-702-1700

ファックス

82-64-756-3218

ウドピーナッツ若芽茶（液体/ティーバッグ） チャカン済州みかんジュース
清浄済州の海風を食べて育った牛島(ウド)ピーナッツで、何の添加物も

水を一滴も入れていない"チャカン

なく、済州溶岩海水だけで親環境水耕栽培を行い、ピーナッツ若芽を生

済州みかんジュース"は清浄済州の

産し、味と香りはもちろん、スーパーフードとしてその風味を添えました。 風、水、真心で栽培した環境にやさ
しい製品です。
有 機 農みかんを原 料に、みかん錯

国民の所得水準と生活環境の水準が高くなり、高齢化
時代になって健康な暮らしを追求し、国民健康に貢献
するという一念で真心を込めて製品生産に取り組むこ
とを約束します。

心してお召し上がりいただけます。

担当者名

キム ソンボム

152, Allim-ro, Chungju-si, Chungcheongbuk-do
清浄済州の海で育ったテングサと済州みかんの結合で生産
された"済州寒天みかんゼリー"は食事の代わりに、おやつ用
として満腹感を与える低カロリーダイエット補助食品です。

元気山参培養根エキス
山参培養根抽出液と、4年根紅参濃縮
液にまんねんだけ・トウキ・熟地黃/
ハマゼリ属・カンゾウ・ナツメ・ビタミン
などの副原料を入れて作った健康飲料

所在地

済州寒天みかんゼリー(ウォータージェリータイプ)

美麗+分コラーゲン5000

http://www.wellbiotech.co.kr

汁液100%を使用しているため、安

MEMO

E-mail

taekey22@hanmail.net

電話番号

82-43-847-9430

ファックス

82-43-851-9430

ケンポナシパワープラス
ケン ポ ナシ の 実 エキスを 主 原 料 に 、
クズの濃縮液、梅の濃縮液、蜂蜜、ビタ
ミンなどの副原料を入れて作った現代
人のための二日酔い用飲料

MEMO
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忠清北道

C-80

（株）
ウヨン E&T

担当者名

済州島

済州島

C-79

株式会社 フレシス

59

29

会社情報

会社情報

当社は1988年2月24日に設立され、忠清北道

当社は2013年2月15日、忠清北道報恩郡で創業した韓

忠州市に位置する食飲料製造および輸出企業です。

国産原料を利用した製品を開発・販売している会社です。

主力製品はアロエドリンク、コーヒー、コンニャク

報恩郡の特産物であるなつめを活用した製品を開発し、

ゼリーなどで、Pet、NBCan、Cheer Packなど、

なつめチップ、なつめジュース、なつめジャムおよびその

様々な生産ラインを保有しております。

る飲料式お粥です。

包装単位：100mlX30pack/set、3set/ctn
特徴：飲みやすい液体タイプのなつめエキス。
なつめの濃い香りと甘さを楽しむことができます。
用途：お茶としてお召し上がりください。

品を生産しております。

お菓子のように食べる

我々は農業と自然、そして消費者の幸せと健康、隠れた

甘くサクッとしたなつめチップ
原材料名：なつめ100％

商品価値を高め、健康な食べ物を提供します。

http://keumkangbnf.com/

包装単位：80gX50ea/ctn、30gX100ea/ctn
特徴：甘味料、防腐剤、色素など添加物を一切加

えず、サクッとした触感です。

http://www.dodumbio.com

ジョ ナヒョン

担当者名

所在地

106, Dusan-gil, Daesowon-myeon, Chungju-si,
Chungcheongbuk-do

用途：健康スナックやお酒のつまみとして、シリア

ルなどと一緒にお召し上がりください。

ジョン ヨンテク
健康ドドゥムなつめティーバッグ茶

所在地

原材料名：なつめ100％

3750-341, Nambu-ro, Boeun-gun, Chungcheongbuk-do

export@keumkangbnf.com

Jelly.B コンニャクゼリー

Jayone アロエドリンク

電話番号

82-70-7011-5707

カロリーは低く、満腹感のあるコンニャ

クムガンB&Fならではの長年のノウハウで作

ファックス

82-6300-8814

クで作った飲むコンニャクゼリーです。

られた健康に良いアロエで作った飲み物です。

E-mail

健康ドドゥムなつめ村
原材料名：なつめ抽出液100％

他の韓国産原料を利用した乾燥食品および液状健康食

Dr.Liv 今日のお粥
いつどこでも老若男女誰しもが、健康な食事として、またはおやつとして楽しめ

担当者名

C-85

農業会社法人株式会社ドッウム

忠清北道

忠清北道

C-83

金剛B&F

E-mail

MEMO

包装単位：3gX10bag、3gX20bag
特徴：透け感のあるティーバッグを使用したなつ

dodum̲bio@daum.net

電話番号

82-43-543-6003

ファックス

82-43-544-4003

め100％のなつめ茶。なつめのまろやかな香り

で心と身体をリラックスさせてくれます。
用途：お茶としてお召し上がりください。

MEMO
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C-84

農業会社法人ハンベク食品株式会社
会社情報
当社は"早く、おいしく、健康に"をモットーに、私たち

❶

C-86

大栄食品（株）
会社情報

❷

1984年に設立されたコーティング専門会社で、
韓国大手企業のOEMをはじめ、現在20カ国以

の子供にも安心して食べさせられる美味しい製品を
生産しております。

上の国に自社ブランドとPB商品を提供していま

HACCP認証とHALAL認証を獲得し、韓国伝統の味

す。品目別専用生産ラインを構築しており優れた

をそのまま生かした製品を全世界に供給しております。

生産環境と技術を備えています。

多様な販売先を通じて、多くの顧客から愛されてお
ります。
http://hanbaekfood.com/jp
担当者名

キム ジェウ

所在地

624-33 Gwangjang-ro, Cheongan-myeon,
Chungcheongbuk-do

❸

❶えび・アオノリふりかけ
❷Oh!コソ海苔かけ
❸伝統海苔

担当者名

当 社だけの酸 化 防 止 技 術によ

32, Geumgul 4gil, Boeun-eup, Boeun-gun, Chungbuk

の製品のように新鮮に召し上が

export@hanbaekfood.com

電話番号

82-10-5763-5592

営養価も高く、健康に良いです。

ファックス

82-507-0311-5386

E-mail

速く食べることができ、美味しく

MEMO

kyktrade@daeyoungfoods.co.kr

電話番号

82-2-3668-9254

ファックス

82-2-3668-9292

キシリトールガム

清涼菓子類

チョコボール類

歯 の 健 康を守る天 然 色

爽 快なミントのシュガー

ア ー モ ンド・ひ ま わ り・

素 & 甘 味 料キシリトール

レ ス タ ブ レ ット キ ャ ン

マーブル・ストーンなど多

を配合

ディー

種 多 様 な コ ー ティン グ
チョコボール

MEMO
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キム ユンギョン

所在地

り、味と品質を維持し、作り立て
れます。

E-mail

http://www.daeyoungfoods.co.kr

74
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会社情報

会社情報

2016年5月に竣工した鎮川新工場は、設計段階から生産設備の配置

当社は独創的な技術力と資本力でHMR製品生

まで"食品安全"を最優先にした効率的かつ統合的な食品安全管理シス
テムを構築し、一人暮らしおよび高齢人口増加という時代とともに変

❶

❷

たR&D技術力を基に、様々な形のHMR製品を開発・生産しております。

ケットカリーなど、多様なチャンネルで販売してお

当社は家族の食卓にあがる、安全で新鮮な'食の源'になる製品を作る

ります。

❶カタクチイワシの煮付け
❷貝のむき身の醤油煮付け
❸ソフトさきいかのコチュジャン和え

チョ ソンオ

適切な工程と研究技術で作ったパウチ

所在地

型室温保管用おかず製品で、持ち歩きに

127, Sincheoksandan5-ro, Deoksan-myeon,
Jincheon-gun, Chungbuk

電話番号

82-043-753-7900

ファックス

82-043-753-7909

HMR製品の中でも、味やクオリティー
で見ても最高だと自負できます。
※特徴・長所
−コンベア式過熱蒸気の焼き機械で生産
−独自の塩漬け技術と生臭さを除去し

http://www.foodone.net

socho@foodone.net

❷グレイッツ サバ焼き
❸グレイッツ スモークサムギョプ焼き
理食品)で作っており、市場に出ている

❷

ために最善の努力を尽くします。

❶グレイッツ カレイ焼き

畜 産と水 産 物をH M R ( 家 庭 式 簡 易 調

という心構えで製品を生産、開発しております。
現在Eマート、新世界フード、CU、クーパン、マー

E-mail

❶

産業界の主軸になろうとする心と、家族が食べる

わっていく市場の状況に応えるために、これまで築かれた経験と特化し

担当者名

B-71

（株）
フードコニック

手軽で、長期間味と栄養が保存されるこ

❸

とはもちろん、品質も完璧な製品です。

MEMO

た国有特許技術適用
−酸素遮断率100%のアルミニウム容
担当者名
所在地

8-9, Badatteul-gil,Seosin-myeon, Hwaseong-si,
Gyeonggi-do
E-mail

器と特 殊スキンフィルムを使 用した

シン テイリン

包装方式

❸

foodconic@naver.com

電話番号

82-31-355-1050

ファックス

82-31-355-1047

MEMO
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京畿道

B-70

株式会社ライスクレイ
会社情報

会社情報

当社はうるち米と天然色素を使用して、粘土の

当社は穀物専門加工メーカーで、"良い材料が良
い製品を作る"をモットーにしております。一般穀

ドゥ」
を世界で初めて開発し、料理、ホビー、保育、

物加工から始め、韓国で初めてカカオ生豆を外

介護市場に供給しております。

国の農場から直接輸入してビーンツバーチョコ

お客様に製品と共に
「安全・安心」
をお届けする

レートを生産しており、最近は体に良い玄米を油

た め に 、食 品 安 全 の 国 際 標 準 規 格 で あ る

で処理せず、熱風で焼いて作ったお菓子を販売

「ISO22000」
と
「HACCP」
認定を取得しました。

●料理・スイーツに活用

しております。

●粘土遊びに活用

http://www.riceclay.com

油ゼロ玄米チップ

キム ジョンミン

担当者名

所在地

E-mail

j.kim@riceclay.com

電話番号

82-31-562-1286

ファックス

82-31-558-1286

「クレイ」を通じた「アート」教育

E-mail

ライスドゥ

「ライスドゥ」
はお米と天然色素で作った食用餅生地で、粘土のように綺麗に形を作って加熱せずそのま
ま食べる新概念食材です。国際基準に合わせた安全な設備で天然材料を使用して作った
「ライスドゥ」
。
皆様もぜひお試しください。

"油ゼロ玄米チップ"は既存のスナックのよう
に油で揚げたりする油処理ではなく、熱風で
焼いて作った画期的なスナックです。油で揚

1532, Bogwang-ro, Gwangtan-myeon, Paju-si,
Gyeonggi-do

「もち」
を通じた
「食」教育

MEMO

cacaosy@gmail.com

電話番号

82-31-941-1975

ファックス

82-31-942-0940

げないため 、あっさりして低 脂 肪 、低カロ
リーで玄米が本来持っている味わいを楽し
める老若男女の皆さまに適した商品です。

MEMO

22

32

チョン サンユン

所在地

409-ho, 25, Geonwon-daero 34beon-gil, Guri-si,
Gyeonggi-do

B-72

（株）
フディース

ように形を作ってそのまま食べる餅生地「ライス

担当者名

京畿道

忠清北道

C-87

（株）
フードワン

38

33

参鶏湯(サムゲタン)

会社情報

参鶏湯は、韓国を代表するスタミナ食品

当社は輸出専門企業として製品を研究・企画・輸

です。鶏肉をはじめ、高麗人参やナツメ、

出した結果、8年の短い時間ですが、日本・オース

ニンニク、もち米などを入れて、長時間

トラリア・台湾・香港などに安定した市場を形成し
ながら成長しました。

C-91

農業会社法人イド
会社情報
当社は韓国の伝統的な韓医学の原理と韓国の
伝統健康発酵食品の製造方法を活用して健康

煮込んだスープで、多くの韓国人に健

のために飲む韓方固体発酵食品を生産する専門

康食として愛されています。

企業です。体の体調を整えるサポートをする、健

フリョンハ茶(すっきり茶)

自主的にブランド開発、製品広報など積極的な

康茶と飲料を作っております。3年以上発酵して

マーケティングと顧客の要求と嗜好などを製品

熟成させ、飲みやすく香りがいいため、子供から

ダにいい4つの植物を長期間よく発酵させて

にフィードバックさせ、新しい市場の領域を徐々

高齢者まであまねく愛される韓国の健康発酵茶

作ったお茶で、スッキリしたい方や健康維持に。

に広げております。

ブランドです。

担当者名

イ ヨンジ

所在地

E-mail

高興(ゴフン)で生産され

電話番号
ファックス

た高品質の柚子に蜜を加
え、甘さと特 有の香りを
持っています。好みによっ

nanyjda@naver.com

て柚子茶、柚子ジャム及

82-70-7572-7223

桔梗の根、沙蔘の根、スイカズラの花など、カラ

http://www.edou.jp, http://www.idotea.kr

韓国柚子茶

86-32, Cheongbaengni-ro 393, Baeksa-myeon,
Icheon-si, Gyeonggi-do

びカクテルで楽しめます。

82-31-631-7226

担当者名

イ ウンシル

所在地

27, Cgeongha-ro 151 bun-gil, Pohang-si

E-mail

e-dou@hanmail.net

電話番号
ファックス

MEMO

スンシ茶(息吹茶)
桔 梗の根とスイカズラの花を発 酵・熟
成させたお茶です。日々の健康維持の
ためや、風の引きやすい季節に。

82-54-246-7522
82-54-272-8706

ジュリ茶(減爽茶)
済州島産有機農みかんの皮と全羅道の有機
農蓮の葉を発酵させた後、適正配合比率でブ
ランディングしたお茶で、スッキリしたい方に。

MEMO

54

43

慶尚北道

C-90

農業会社法人株式会社ダモ
会社情報

食品から健康を見つけよう

輸出している食品企業です。韓国産の高級原材

当 社は2 代目の健 康 食 品 製 造 会 社で、自然で

料と衛生的な施設で丹念に作られたダモキムチ

育った効能の優れた農産物を主原料とし、薬で

は、海外市場でその名声を高めており、全世界に

はなく食品で健康によい製品を作っております。

輸出されております。

ダモマッキムチ

新鮮な韓国産白菜と厳選された材料で作った
キムチで、一口サイズで食べやすく調理しやす
いキムチです。

http://www.damofood.net
ジョン スギル

カクテギ

所在地

E-mail
電話番号
ファックス

担当者名

ジョン エギョン

505, Samnyeong-ro, Oeseo-myeon, Sangju-si,
Gyeongsangbuk-do

jsgil08@daum.net

E-mail

82-54-862-5111

電話番号

82-54-862-5333

ファックス

MEMO

を真空低温で濃縮し、いつでもどこで
も簡 単に食 べられるようにスティック
形で開発された液状製品

れずに熟成＆抽出後、
きくいもを真空低

所在地

135, Ansin-ro, Angye-myeon, Uiseong-gun,
Gyeongsangbuk-do

生天麻100％をすりおろし、天麻固有
の成分を最大限生かして抽出した天麻

イヌリンが豊かなきくいもを添加物を入

http://www.cheonma.co.kr

ダモは梨 、リンゴ 、ぶどう、甘 柿 、メロンなど、
様 々な韓 国 産 新 鮮 果 物を海 外に輸 出してお
ります。

ハル天麻ゴールドスティック

ハルきくいもスティック

新鮮な韓国産大根を四角形の小さなサイズに
切って、様々なヤンニョムで混ぜ 合わせて作っ
た韓国伝統キムチです。

果物

C-92

ムンジャンデ チョンマ農園食品
会社情報

当社は最高品質のキムチと新鮮果物を全世界に

担当者名

慶尚北道

京畿道

B-73

（株）
サンズサン

cm8381@naver.com
82-54-536-5058
82-54-536-8381

温で濃縮していつでもどこでも簡単に
食べられるようにスティック型で開発さ
れた液状製品

デーリー ハニー
炭素同位元素比 -23.5‰以下の1+等級
のプレミアム天然蜂蜜だけを使います。
すべての工程が低温で行われ、天然蜂
蜜の健康さをそのままスティックに入れ
ました。

MEMO

デーリーハニーのお問い合わせはスーパーファーマ―にメールください。 E-mail：dabuy＠naver.com
32

34
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35

干しなつめ

会社情報

会社情報

直接栽培と選別によって均一な味

我々は韓国食品を展示しております。なつめスラ

当社は最先端の乾燥技術で半生干し柿をメインに

GAP認証されたなつめ原物使用

イスチップスとなつめエキスが我々の主力製品

砂糖、防腐剤、添加物を入れなく、料理

で、高品質のりんごなつめや干しなつめなどを

にも活用可能

C-95

農業会社法人（株）
ネイチャーファーム
ドライフルーツを生産する会社で、FSSC22000認
承を保有しています。

扱っております。我々はなつめを直接栽培・選別・

日本では（株）
ファーマインドと業務提携をむす

加工しているため、いつも均一な味をご提供する

び、
「 おやつ熟柿」
という名称で半生干し柿を販

ことをご保障します。FOODEXでお待ちしてお

売しています。

慶尚北道

慶尚北道

C-93

チャンマッデチュ

すりおろし青ミカン茶

(Jeju Green Mandarin Tea & Ade)
韓 国 の 清 浄 地 域である済 州 島で 栽 培された
青ミカンエキス製品です。

ります。
https://smartstore.naver.com/healthy100
担当者名

http://www.nfdry.com

キム へジン

担当者名

所在地

所在地

499, Cheolgil-ro, Ubo-myeon, Gunwi-gun,
Gyeongsangbuk-do
E-mail
電話番号
ファックス

キム ソンフン

ojozini@gmail.com
82-10-9398-6742
82-54-382-3370

257-18, Haksantopyeong-gil, Hwayang,
Cheongdo, Gyeongbuk

なつめスライスチップス

なつめエキス

直接栽培と選別によって均一な味

最上級なつめと水だけで抽出

GAP認証されたなつめ原物使用

GAP認証されたなつめ原料使用

砂糖、防腐剤、添加物を入れない天然の栄養おやつ

砂糖、防腐剤、添加物を入れない健康飲料

E-mail

MEMO

dauphin@daum.net

電話番号

82-10-2574-7334

ファックス

82-54-373-7563

おやつ熟柿
Dried Persimmon Slice

ひと口サイズで種がなく、食べやすい。
１袋に柿約2個分、砂糖不使用。
おやつに、
お出かけ時に、
いつでもどこで
も楽しめます。

MEMO

48

C-94

京城椎茸農場

36

C-96

チョロクウォン

会社情報

会社情報

3代続いた70年の伝統。

当社は柚子栽培から始めて加工及び商品販売、

純粋なクヌギ原木で2年間培養し、自然気候に

輸出まで行い、柚子関連果汁、エキスなどすべて

従って栽培した椎茸なので、肉質が厚くてきのこ

の飲料を取り扱っております。

固有の味と香りが強いです。

http://www.mushkim.co.kr
担当者名

http://www.cholocwon.com/

イ へジョ

担当者名

所在地

所在地

56,Songgye3gil, Suryun-myeon, Seongju-gun,
Gyeongbuk
E-mail

gowh87@naver.com

電話番号

82-70-8860-6681

ファックス

82-54-933-6681

45-15, Pyeongsa 1-gil, Jillyang-eup, Gyeongsan-si,
Gyeongsangbuk-do

クヌギ原木椎茸

E-mail

純 粋なクヌギ の 原 木 から自 然に任 せ
て 有 機 農 に 育 てられた 味と香りの 深
いキノコ

MEMO

choloc̲food@naver.com

電話番号

82-53-852-3000

ファックス

82-53-852-0600

はちみつゆず茶
はちみつゆず 茶 &ビタミンたっぷり柚
子のさわやかな味わいと香りに、はち
みつの甘さを加えました。

MEMO

83
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パク ジョンソク

21

37

会社情報

ヨンドク・ズワイガニだしパック

当社は東海岸の清浄地域である盈徳(ヨンドク)

ン成分が優秀な盈徳(ヨンドク)ズワイ
ガニを使っただしパックでお湯に5〜

で家族に食べてもらいたい安心できるプレミア
ム食材の生産に努める企業です。

韓国産100%原料でキトサンとタウリ

の 時 間と手 間を省けます。韓 国 内 外
に唯一生産・販売されています。

るという信念で、遺伝子組み換えをしていない、健康なプ

ふりかけ海苔炒め

レミアムごま油と生エゴマ油を作るのが現在の主力アイテ

ミ酸ナトリウムを使っていますが、当社の製
品は自然から出る天然塩とオリーブオイル

Taste & Quality Institute)で生エゴマ油と生ゴマ油の

などを使うことで健康を守る安全食品です。

担当者名

ホ ミジン

所在地

115-23, Geumhosaet-gil, Ganggu-myeon,
Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do
E-mail

heomijin@naver.com

当社は2016年、我々の隣人に健康な食べ物を提供するた

10分間沸かして、好みに合わせて液

既存の海苔炒めは香味増進剤であるグルタ

http://www.charmeal.co.kr

会社情報
め、家族で構成された農業会社です。周辺の農家に健康に

塩辛や醤油で味付けするだけで料理

ホボットキャラクター
(ホボット海苔、ホボットりんご飲料)
海の守護ロボット
「ホボット」
というア

ニメキャラクターを利用して作った子
供に合わせたキャラクター製品です。
ホボット海 苔はリン酸 処 理をしな

い健 康な海 苔を使 用し、ホボート

りんご飲料はGAP認証の元育て
たりんごで作られ、酵母抽出方式
の特許登録製品です。

作られた農産物で作られた商品をマーチャンダイジングす

ムです。2018年ベルギーで開催したiTQi(International
カテゴリーでで初めて味覚大賞を受賞しました。

❶ ❷ ❸

3種類セット

担当者名

韓国産100%のエゴマをきれいに洗浄した後、4日以上自然に乾燥

してからドイツ製コールドプレス機械で搾油した生エゴマ油です。
炒めないのでエゴマに含まれているオメガ3が業界最高数値の

イム ウンョン

67%以上です。

所在地

❷生ゴマ油

2F, 27-1 Gaya-ro, Hamchang-eup, Sangju-si,
Kyeongsangbuk-do
E-mail

韓国産100%のゴマを洗浄した後、4日以上自然乾燥してからドイツ

製コールドプレス機械で搾油した生ごま油で、ゴマの栄養がそのまま
含まれています。

カナダとアメリカのアマゾンでサラダドレッシングオイルとして販売中。

molina8542@gmail.com

82-54-733-8852

電話番号

82-54-541-4170

ファックス

82‒54-732-8004

ファックス

82‒54-541-4170

ミニサイズ
❶生エゴマ油

http://www.passermolina.com

電話番号

MEMO

C-99

農業会社法人 モリナ株式会社

❸低温ゴマ油

生エゴマ油
（単品）

2種類セット

韓国産100%のゴマを洗った後、自然乾燥して低温(140度未満)で
10分ほど炒めて搾油し、ゴマの香ばしさと本来の味が感じれるゴマ
油です。医学用フィルターで不純物をこしています。

MEMO

57

会社情報
輸出を目標とし、地域企業を基盤に企業間の共
存のための輸出専門基盤の企業が集まって作り
ました。

(ホボット海苔、ホボットりんご飲料)
海の守護ロボット
「ホボット」というアニメキャラクター
を利用して作ったホボット海苔、ホボットりんご飲料は
子供に合わせたキャラクター製品で、ホボット海苔は
リン酸処理をしない健康な海苔を使用し、ホボットり
んご飲料はGAP認証の元育てたりんごで作られ、酵
母抽出方式の特許登録製品です。

高濃度に濃縮した缶詰製品で、カニに

キム テジン

115-23, Geumhosaet-gil, Ganggu-myeon,
Yeongdeok-gun, Gyeongsangbuk-do

電話番号
ファックス

含まれた栄養素と独特な味を維持しな
がら長 期 間 流 通できる食 品で 食 材お
よび嗜好食品として開発しました。

heomijin@naver.com
82-54-733-8852
82‒54-732-8004

べにずわいがに醤油
べにずわいがにと体に良い食材を使用
して健康な商品を作りました。キトサンを
応用した新概念の醤油で、べにずわいが
に・まん ね んだけ・トウキなどを入 れて
作った調味醤油です。

MEMO

は年間売り上げ300億ウォンを達成(輸出600
万ドル)。
ISO 22000,9001, 14001の認証獲得及び全
韓国内の仁川流通事業部、羅州(ナジュ)本社工
場、釜山物流事業所を運営中。
http://www.haenong.com
キム サンギュ

成分：海苔(韓国産)58％、大豆油(輸入産)38.9％、加工塩3％、エ
ゴマ油(輸入産)大豆含有

規格：横4mm×縦 5cm カット 容量：1kg/500g/400g/200g
段ボール内入数量：4袋/8袋/10袋/10袋
用途：チャーハン、おにぎり、ビビンバ、麺類の薬味
韓国販売現況：韓国内市場占有率1位(35％)製品
輸出国：中国,香港,ベトナム,フィリピン,タイ,マレーシア,シンガ
ポール,日本など

寿司＆ロール海苔

容量：120g(全サイズ50枚)、120g(半分サイズ
100枚)
規格：横19cm×縦 21cm(120g以上)
段ボール内入数量：30袋
用途：海苔巻き、寿司など
韓国販売現況：韓国内市場占有率1位(15％)製品
輸出国：中国,香港,ベトナム,フィリピン,タイ,マレー
シア,シンガポール,日本など

メシマコブを含むお弁当用海苔5g

所在地

39, Dongsunongdanji-gil, Naju Si, Jeollanam-Do
E-mail

ふりかけ海苔

kk3939@haenong.com

電話番号

82-1877-9244

ファックス

82-32-517-9930

容量：5g(9枚)
特徴：メシマコブオイル含有
流通期限：12カ月
段ボール内入数量：(5g×9袋)×8個
韓国取引先：デサン株式会社、デサンベストコ、
CJ、フレッシュワンなど
輸出国：中国、米国、カナダ

MEMO
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り出す企業"の理念を持って創立し、2018年に

担当者名

所在地

E-mail

2004年、"顧客の健康のために新たな価値を創

製品米国FDA検査完了。

カニの胴体にある内臓を選別·採取し、

B-58

株式会社へノン
会社情報

ホボットキャラクター

ヨンドク・かにジャン

http://www.charmeal.co.kr

49

全羅南道

C-98

盈徳郡輸出協議会

担当者名

慶尚北道

慶尚北道

C-97

ソンジンホールフード

68

39

会社情報
チリ山とソムジン川で生息する、自然で体に良い原
料を使って作った製品"水に触れるメシマコブ飲料マ
エル"から、果実固有の味と香りがそのまま含まれた
果物濃縮液と各種韓方薬材濃縮液、家族を思う母
親の心を込めて作った100%韓国産穀物の自然禅
食、自然の栄養分をそのままに健康に良いものだけ
を盛り込んだ天然薬味セットを生産する会社です。

会社情報
当社は生態系の宝庫である全羅南道光陽（クァ

天然だし4種セット
●自 然 の 空 気をいっぱ いに取り込 ん
だ、すっきりした味の椎茸だし
●清浄海域で厳選し、さっぱり味の新
鮮な昆布だし
●きれいな南 海から取り、さわやかな
味の海老だし
●100%内臓除去で、あっさりした味

ンヤン）
市の白雲山の麓に位置しています。
白雲山は
「希少生物資源自生地」
と認められ、
「生
態保全地域」
に指定された自然豊かな地域です。
理的・環境的特性に合った
「南高」品種の梅を育
成・収穫し、梅加工製品を生産しています。

担当者名

オ ユンジョン

所在地

http://www.redmaesil.com

オルバルンハンキ
家 族を思う母 親 の 心を込めた1 0 0 %
韓国産穀物

E-mail

担当者名

221-16, jungheung-ro, Ongnyong-myeon,
Gawangyang-si, Jeollannam-do

chorocfood@daum.net

E-mail

ywyi034@gmail.com

電話番号

82-61-782-0660

電話番号

82-61-761-2600

ファックス

82-61-782-0680

ファックス

82-50-4489-2266

MEMO

●開花から130日以上かけた南高梅の実を天然塩
に漬け込み、4℃で1年以上熟成させた梅干しです。
●梅、天然塩、しその3種類の天然材料だけで仕上
げました。調味料を加えない、梅本来の味をお楽
しみください。

ボンヒャン
開 花から1 2 0日以 上かけた梅の実を
使い、13℃で1年以上熟成させた、梅
本来の深い味と香りが生きている梅の
ジュースです。

イ ヨンウ

所在地

Seonwol-gil 1, Yongbabg-myeon, Gurye-gun,
Jeollanam-do

メチボン

アルカリ性の天然硫黄水があふれる農園で、地

のイワシだし

https://www.chorocfood.com

B-61

農業会社法人スヒャン農園（株）

メファボン
開花から100日以上かけた梅の実で、
4℃で1年以上熟成させた梅のピクルス
です。梅本来の味と食感が生きています。

MEMO

73

B-60

（株）
シースター
会社情報
清浄海域である莞島の生産工場から品質の優
秀な海苔を直接生産し、出荷・製造・包装・流通ま
で行うので、中間流通をはさまないため、製品の

タドヘジェレ海苔
一 般 野 菜よりビタミンとカルシウム、
無機質が多く含まれている"栄養の宝庫"。
海の最高の長寿食品であるタドヘジェ

B-75

（有）韓国あわび研究所
会社情報
当社は全羅南道の清浄海で生産されるアワビで
国民の健康食品を研究開発しております。

アワビ丸
タウリンやビタミンD、たんぱく質の豊
富なアワビの粉 末と、ミネラルや食 物
繊維が豊富な海藻類で100%の天然
自然原料を使って作った健康食品で、

信頼を保障することができます。また、先端金属

びアワビ関連研究を世界の学術誌に発表してお

老若男女誰でも飲めます。

検出器で選別した製品だけを出荷させるため、

り、特許製造方法と技術でアワビの効果を最大

より安心して召し上がれます。

レ海苔(多島海在来海苔)。

化した多様な食品で各種マスコミとお客様に愛

チョサルチョッわかめ
海の浄化に良い作用をする干潟と、海
の森がたくさん形成されている清浄海

http://www.healthfood-seastar.com/

所在地

E-mail

seastar2013@naver.com

電話番号

82-61-741-5992

ファックス

82-61-741-5991

されております。

域の莞 島の沖から、一 番 食 感が 良く、
柔らかな時期に採取したわかめ。

http://www.koreaabalone.com

キム ドンソク

611 Suncheon-ro Seo-myeon, Suncheon-si,
Jeollanam-do

海の浄化に良い作用をする干潟と、海の
森がたくさん形 成されている清 浄 海 域
の莞島の沖から、アルギン酸と無機質成
分が 一 番 多く含まれる時 期に採 取した
体にいい成分がいっぱい詰まった昆布。

ジョンボクジュギネ(アワビ粥)

● 有 機 農の米とアワビで作って、お水を入れる
だけで発酵アワビ粥になります。
●好みに合わせて牛乳、豆乳、お湯やお水などを
入れて振ってから飲みます。
●健康のために防腐剤、化学的添加物は一切使
用しておりません。
●忙しい人の1食としても十分な製品です。

ファン ジョンユル

アワビ顆粒

所在地

7, Buchigil, Sejimyeon, Najusi, Jeonnam

アワビの粉末、アワビの殻、海藻類など

E-mail

hjy405@naver.com

担当者名

ヤクチャン昆布

MEMO

電話番号

82-10-3779-0368, 82-61-333-2524

ファックス

82-61-333-2528

を利 用した1 0 0 % 天 然 の自 然 原 料を
使って作られた顆粒で、老若男女誰も
が摂取できます。

MEMO
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77

アワビ産業の先駆者として石決明製造特許およ

担当者名

全羅南道

全羅南道

B-59

農業会社法人（株）Extract & Food

76

41

会社情報
当社は長城群北下面薬水里の住民10世帯が集い、農村の所得増大の一環として、伝統

❶

会社情報

❷

当社は1988年創業後、水産物加工業を専門にし

食品や特産品を生産、販売するために、1990年に住民たちの手で立ち上げた会社です。

ており、主要生産品目は干物と冷凍水産物を生産

長城の特産品である柿を使った柿酢、柿の葉茶をはじめ、干し柿・漬物・

しております。当社は製品開発と衛生的な製造環

キムチ・味噌類・塩辛類・伝統食品など、製品構成を多様化し、伝統の味

境づくりに努めてきて、このような努力を基盤に

を維持し、変化する現代人の食生活に合わせて伝統食品と地域特産品

ロッテマート、ロッテスーパー、農協流通などの大

を維持開発し、専門的に扱う会社として成長し続けています。
今後も「長城郡の伝統食品、特産品専門会社」として、時代が変化しても

型流通会社と取引を地道に維持しております。最

変わらない味と真心を目指し、消費者の多様な欲求と期待に応える製品

近では多様な魚種を利用した製品開発と一人暮ら

を生産することにより伝統食品を後世に伝えていけるよう努力します。

ジョン ビョンジュン

門的に生産しており、製品に対する個

1108, Damjang-ro, Bukha-myeon, Jangseong-gun,
Jeollanam-do

別 特 許を2 種 保 有し、これを基に様 々
な製品を生産しております。各製品群
の代表製品である味噌類(味噌)、漬物

giaii@hanmail.net

電話番号

82-61-392-6331, 82-10-9048-2160

ファックス

82-504-329-1998

およびマーケティング強化に力を注いでおります。

韓国の伝統味噌類、漬物、塩辛類を専

所在地

E-mail

しのトレンドに合う製品少量化に対する研究開発

❶味噌
❷干し大根の漬物
❸ヌマエビの塩辛

http://www.bukha.co.kr
担当者名

B-78

五川（オチョン）産業（株）

全羅南道

全羅南道

B-76

北下特品事業団（株）

❸

(干し大根の漬物)、塩辛類(ヌマエビの
塩 辛 )を基に、各 製 品 群の様々な商 品
を保有しております。

MEMO

当社の主力生産品は韓国伝統方式の

http://www.yosu5000.com
担当者名

魚の干物です。韓国では干物をテレビ
や映画を見る時、ピクニックのおやつと

グァク ナムスン

所在地

464, Mangyang-ro, Yeosu-si, Jeollanam-do

E-mail

zeromsy@naver.com

電話番号

82-61-651-9409

ファックス

82-61-651-9413

してたくさん食べます。ビールを飲む時
にも欠かせないおつまみです。そして干
物はたんぱく質、カルシウム含量が 高
く、子供にもとても良いおやつです。

MEMO
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B-77
チョングクチャン(Cheonggukjang)

会社情報

伝統方式で発酵、乾燥させて食べやすく

当社は"ヘッコンマル(Haetkongmaru)"という

作った新概念のチョングクチャンで、ball

ブランドで、味噌・コチュジャン(唐辛子味噌)・醤

タイプとpowderタイプがあります。

油・チョングクチャンなどの伝統ジャン(味噌)類を

A-8/9/29/30

オンゴウルハングァ
会社情報
当社は国家食品クラスターで韓菓の製造をしております。
韓国の在来式技術にこだわり、きれいな環境の湖南平野
の澄んだ空気と水で直接栽培・収穫した穀物を原料にし、

生産する企業として2011年に設立されました。

香ばしく、美味しい韓菓を作っております。

味噌名人の約30年のノウハウにより、伝統の味

一つからでも良い材料と真心を込めて作らなければならない、

と香りをそのまま生かした韓国伝統方式の伝統

という初代代表の教えと技術を繋ぎながら、3代続いてお

ジャン類を継承·発展させております。

ります。美味しい韓菓を直接作り、我々の味、故郷の味、

❶

❷

❸

❶オンゴウルハングァ1号
❷オンゴウルハングァ4号
❸オンゴウル重箱3号

国 家クラスタ

農業会社法人（株）
ジャンフン食品

69

伝統の味を引き継いでいくために精魂を傾けております。
http://www.cjjfood.com
担当者名

チョン ジョンジャ

所在地

49-19, Gisan-gil, Anyang-myeon, Jangheung-gun,
Jeollanam-do
E-mail

http://www.ongoeulhg.com

djchun0425@hanmail.net

電話番号

82-10-6432-6900

ファックス

82-61-864-6878

担当者名

コチュジャン(Red Pepper Paste)

所在地

73 ,Opo-gil, Wanggung-myeon, Iksan-si, Jeollabuk-do
E-mail

醤油(Soybean sauce)
天日塩を使って岩 盤 水で作り、5 年 発
酵・熟成させた低塩伝統醤油です。

MEMO

omg7345@naver.com

電話番号

82-63-833-2735

ファックス

82-63-834-2735

韓菓(ハングァ)は数百年の歴史を誇る
韓国伝統菓子で、昔から最高級の材料
を厳選し、真心を込めて作り朝鮮王室
に進上した食べ物です。

MEMO
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パク セジン

56

43

会社情報

A-8/9/29/30
キングビーンオリジナル（ロスティング刀豆茶）

キング ビ ーンはノンカフェインなた豆 茶 です。

100%韓国産なた豆を原料に作ったコーヒー代

100%韓国産なた豆をロースティング、粉砕して
作った製品で、柔らかくて香ばしい香りがし、ほ

用品"キングビーン"を筆頭に、生産から流通販売

国家食品クラスター(FOODPOLIS)は研究開発

ろ苦いアメリカーノの味を思わせる、コーヒー代
キングビーンオリジナルは粉 砕したコーヒー豆
のようにお召し上がれます。

れた食 品 専 門 産 業 団 地です。国 家 食 品クラス

技術支援

ター支援センターは産業団地造成から技術支

機能性評価支援センター

援、生産支援、ビジネス支援など最先端施設と

食品品質安全センター

専門コーディネーター機能を通じて入居企業の

食品パッケージングセンター

キングビーンドリップ
(ロスティング刀豆茶)

A-8/9/29/30

会社情報
と輸出中心の食品産業を育成するために造成さ

用のお茶です。

までONE-システムで行う食品メーカーです。

国家食品クラスター支援センター

国 家クラスタ

国 家クラスタ

農業会社法人（株）グリーンロード

生産支援
パイロットプラント

食品ベンチャーセンター

競争力強化を支援しております。

ドリップバッグで個別包装されており、
簡単に召し上がれます。

http://www.greenroad.farm

http://www.foodpolis.kr
ビジネス支援

担当者名

コ ドヨン

担当者名

所在地

E-mail

所在地

キングビーンカプセル

F356 Food Venture Center of Korea National Food Cluster 110,
Dongchonje-gil, Wanggung-myeon, Iksan-si, Jeollabuk-do

ネスプレッソ用カプセルで、カプセルマ
シンで抽出して召し上がれます。

greenroad6943@hanmail.net

国家食品クラスター支援センター

オ ナナ

110 Dongchonje-gil, Wanggung-myeon,
Iksan-si, Jeollabuk-do
E-mail

nana@foodpolis.kr

電話番号

82-70-7724-9357

電話番号

82-63-720-0534

ファックス

82-504-221-9357

ファックス

82-63-720-0599

MEMO

MEMO
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会社情報

会社情報

【マイクロウェーブ常温真空乾燥食品製造】

4代目が農業を継いでおり、4代目が一緒に暮ら

当社の乾燥食品は、添加物のない100%ナチュ

しながら、きれいな江 原 道の山 村 平 昌 (ピョン

ラル果菜類を独自の真空乾燥工法で乾燥させ、

チャン)で独自の特許技術を活用して簡易調理

味と栄養はもちろん果菜類の原型をそのまま維

用乾燥ナムルなどの、ベジタリアンやビーガン用

持した自然食品です。新鮮な旬の農産物を原料

食材を生産する企業です。

に、凍らせたり熱を加えず、常温水準温度で殺菌
乾燥します。

A-16/A-37

平昌ファーム

乾燥ピョンチャンひとかたけコンドゥレ
ゆでたり、ふやかすことなく、すぐに調
理できるコンドゥレナムル(食餌繊維大
量含有)

林産物広報館

A-8/9/29/30

UNION TECH（株）

89

乾燥5分okピョンチャンコンドゥレナムル

プレミアム果物チップス（果物100%）

乾燥チーズスナック

添加物がな入ってなく、旬の果物だけ

チーズ100%のチーズスナック(モッツァレラ、パ

を乾燥させた果物スナック

インマンゴ、ブルーベリー、ピザ味、スモーク味)

熱湯に5分ほど浸しただけで調理でき
る乾燥コンドゥレナムル

http://www.marlin.co.kr
担当者名

MVD特許乾燥工法の８つの特徴

イ サンヨン

●常温で乾燥

所在地

E-mail

lee@uniontechkorea.com

電話番号

82-10-4535-3600, 82-31-303-8200

ファックス

82-31-303-3205

担当者名

●サクサクした食感を保つ

119, Dongchonje-gil, Wanggung-myeon, Iksan-si,
Jeollabuk-do

10倍以上濃縮させた100%天然粉末

●乾燥による素材の型崩れが少ない
●天然の香り活性成分保存
●栄養価の保存
●素材の色の保存

MEMO

E-mail

4月上旬に収穫する3つの味のナムル

pcfarm2@naver.com

電話番号

82-33-332-9779

ファックス

82-33-334-9779

MEMO
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44

乾燥ピョンチャン雪花ナムル

89, hyanggyo-gil,pyeongchang-gun, gangwon-do

●乾燥中の殺菌効果

新鮮な旬の農産物をそのまま乾かし、

ジョン ジェヒョン

所在地

●戻した時に新鮮さが蘇る

天然調味料および果菜類粉

http://www.pcfarm.kr

70

45

林産物広報館

MEMO

A-16/A-37

バムトレ営農組合法人
会社情報
韓国最大の栗加工施設を備えた栗加工生産専門
企業です。先進技法を活用し、色·肉質·糖度が優
れた韓国産栗を加工します。原·副材料の入庫及
び製造/流通段階の全ての過程に責任を持ち、安
全な製品を活用·摂取できるようにいたします。

http://www.bamtrae.co.kr
担当者名

ウリナラマッパム(甘栗)

栗ダイス

100%韓国産栗を窒素充填およびレト

6.4mm、13mmの大きさに切断して砂糖に

ルト殺 菌した製 品です。添 加 物が 全く

漬けた栗ダイスです。無添加製品と添加製品

入ってない自然の味です。

があります。製菓/製パン用に活用されます。

栗ようかん

ガン ボラ

韓国産の栗が65.6%含まれ

所在地

た栗ようかんです。食感がよ

602-27 Chungui-ro, Eunsan-myeon, Buyeo-gun,
Chungcheongnam-do
E-mail

く栗の香りが豊かです。片 手
に 入 る 大 きさで 持 ち や す
いです。

bamtrae@hotmail.com

電話番号

82-41-834-7700

ファックス

82-41-834-7707

MEMO
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デフン
会社情報
当社は特許を受けたナツメ加工法で、固有の味
と香りを生かした 生ナツメ 、 スライスナツメ
を専門的に生産しております。

A-16/A-37
ナツメスライス
特許を受けた乾燥工法でナツメをスラ
イスして乾 燥させて作った食 品 。おや
つまたはトッピングで使います。

ナツメ茶
ナツメの 種 も 入ってい てさらに 栄 養
たっぷりのナツメ茶ティーバック

http://alalri.co.kr
担当者名

オム ジュヨン

所在地

180, Daebu-gil, Jillyang-eup, Gyeongsan-si,
Gyeongsangbuk-do
E-mail

ナツメジュース
ナツメの栄 養をそのままジュースまた
はお茶として飲めるナツメエキス

coalalri@hanmail.net

電話番号

82-053-811-5158

ファックス

82-053-811-8247

MEMO
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MEMO

48

MEMO

49

MEMO

韓 国産食材で

家庭料理 を 毎日ご提 供！
FOODE X JAPAN2019 韓国館内イベントブースにて
料理の試食実演を行います

フードコーディネーター

NHK報道局在職中に飲食に関する様々な資格を取得。
その後 本 格 的に料 理を学び、食の世 界へ。雑 誌やW e b
など各 種 媒 体でのレシピ連 載 、企 業の商 品 開 発を行う
ほか、近年は、全国各地で、食を通じた町おこしの取り組み、
地域の食のブランディングにも数多く携わっている。
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法律及び流通のプロが
日本市場進出を支援致します。

探している韓国が、
ここにある！
www.atcenter.or.jp

韓国食品を
れど、
輸入販売したいけ
らけ…。
わからないことだ
うだし、
コストもかかりそ
困ったな…。

最大

90

費用
支援

aT韓国農水産食品流通公社にご相談ください。

法律支援 & 通関支援
法律諮問
通関関連相談
ラベル表記
規格書登録代行

コストの心配は要りません！

食品検査等

デザイン支援
パッケージ
デザイン製作

マーケティング支援

コンサルティング

公式サイトでは、韓国農水産食品の紹介、最新輸出動向、
輸出団体の紹介、美味しい韓国料理レシピ、会員様向け
イベントのご案内など、各種さまざまなコンテンツを
提供しております。

自己
負担

円

自 己負担

自 己負担

自 己負担

１回３品まで

東京支社

※1. 表記負担額は平均値です。事業別利用費用の負担率及び条件など詳細は必ず各項目を確認してください。
※2. 水産物は上記に関わらず一律 20% 利用者負担になりますが、法律サービス（一括表示含む）は無料です。

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-4-10 KOREA CENTER 5F

Email：atcenter@atcenter.or.jp
WEB：www.atcenter.or.jp

TEL：03-5367-6656 FAX：03-5367-6657

大阪支社
〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル 8F
TEL：06-6260-7661 FAX：06-6260-7663

