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株式会社 三輝

BOOTH NO

A13-4

生鮮食品・キムチ

SANKI CO., LTD.

要冷蔵

会社紹介
本場のキムチを日本に伝えるべく営業活動を続
けています。新商品は大辛で旨い「陳建一 僕
の大好きなキムチ」。また、簡単にキムチを作っ
てすぐ食べたい！というニーズに対応した冷蔵
生辛みそ「キムチューブ」を発売。今後も、
日本の食卓に美味しいと楽しいを提供します。

担当者情報
ペチュキムチ（300g）
韓国伝統白菜キムチ。36年間、日本で販売しています。

陳建一 僕の大好きなキムチ（220g）
日本における料理界の巨匠が「大辛で美味しい」と薦めるコラ
ボ韓国白菜キムチです。

キムチューブ（80g）
即席キムチの素。生野菜に混ぜれば、誰でも簡単にキムチが
作れてすぐに食べられます。

担当者名

中村 圭吾 (Nakamura Keigo)

対応言語

日本語

E-mail

nakamura@sanki-jn.co.jp

連絡先
ホームページ
所在地

http://sanki-jn.co.jp
〒 210-0836 神奈川県川崎市
川崎区大島上町 18番 3号

電話番号

81-44-355-2123

ファックス

81-44-333-0511

MEMO >

株式会社 KOYASI

BOOTH NO

A14-4

KOYASI CO., LTD.

会社紹介
厳選された美味しい野菜・果実を販売いたしま
す。輸入青果物専門商社として、生産者と消費
者を結ぶハブの役割を最大限発揮できる日本一
の輸入青果物商社として発展する企業を目指し
ます。

JEJU ハニー
自然豊かな済州島漢拏山麓で生まれた天然はちみつで、経験豊か
な養蜂家がつくる確かな品質の最高級はちみつをお届けします。

パプリカ
パプリカにはβカロテンが含まれています。特に赤パプリカは
貧血に効くといわれる鉄分が豊富で、パプリカの中でもっとも低
カロリーでダイエット効果も期待できます。

青陽唐辛子
韓国で開発された品種の一種で辛い唐辛子として有名です。肉
を食べる際に生の青陽唐辛子にみそを付けてかじれば、唐辛子の
甘みとさっぱりとした辛みを感じられます。
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韓国パビリオン

輸出国家 : 日本、アメリカ

担当者情報
担当者名

李 炳文（イ ビョンムン）

対応言語

日本語、韓国語

E-mail

koyasi@koyasi.co.jp

連絡先
ホームページ
所在地

http://koyasi.co.jp
〒 332-0031 埼玉県川口市青木
2-10-43 2階

電話番号

81-48-420-9632

ファックス

81-48-420-9633

株式会社 ビヨンドトップ

BOOTH NO

B11

株式会社ビヨンドトップは
長期熟成させた低塩味噌、醤油、アミ塩辛を製
造及び販売しており、かつて宮中料理に使われ
ていた御味噌、御醤油の復元に成功しました。
韓国伝統のキムチ作り秘法を継承した “ キムチ
ヤンニョム粉末 ” の開発に成功しました。

輸出国家 : 日本

キムチヤンニョム粉のご使用方法
1. 塩漬け用粉末をかけて混ぜ合わせたら 10~15分おく。
2. ヤンニョム粉末をかけ、よく混ぜ合わせる。
3. 粉唐辛子をかけてよく混ぜ合わせたら密閉容器に
入れて常温で 1日置き、その後冷蔵保管。

おすすめのレシピ
わけぎなどを加えると彩りがよくなります。
うま味調味料や他のヤンニョムを適宜加えると、
お好みのキムチが作れます。

担当者情報
担当者名

グム ドンフン (Kum Dong Hun)

対応言語

韓国語

E-mail

davekum@naver.com

連絡先
ホームページ
所在地

http://www.haegachon.com/
135-39, Eohagogae-ro, Yangju-si,
Gyeonggi-do, Republic of Korea

電話番号

82-31-821-0037

ファックス

82-31-821-0024

MEMO >

株式会社 太白キムチ

BOOTH NO

B17

TAEBACKKIMCHI CO., LTD.

会社紹介
太白キムチは、朝鮮戦争後貧しかった韓国江原
道太白市で暮らす女性が家族のために漬けたキ
ムチが代々受け継がれ、それを元に作られたキ
ムチブランドです。韓国キムチ品評会で2年連
続優秀賞を受賞しました。

輸出国家 : イギリス

ウリ農産物 100% ヘルシーポギキムチ
江原道の高原白菜と南海の塩辛で作った太白キムチの代表製品
です。長い伝統を受け継いできたエキスと15種類以上の韓国野
菜を使用し、シャキシャキとした食感と深い味わいが特徴です。

愛着カクテキ
ひと口で食べられるよう大根を小さめにカットして辛みと塩分
は控えめにし、美しい色味に仕上げました。塩分を控えている方
にもおすすめです。

愛着白キムチ
辛みや赤いキムチ料理が苦手なお子さまのために、太白キムチの
伝統を受け継ぐエキスと食感の良い白菜で作った白キムチです。

担当者情報
担当者名

キム ジュンフィ (KimJunHwi)

対応言語

韓国語、英語

E-mail

junhwi.kim@tbk-biz.com

連絡先
ホームページ
所在地

https://www.tbk-biz.com
39, Annyeong-gil, Hwaseong-si,
Gyeonggi-do First floor

電話番号

82-31-226-8246

ファックス

82-31-226-8262
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生鮮食品・キムチ

BEYOND TOP CO., LTD.

韓盛園 株式会社

BOOTH NO

B23

生鮮食品・キムチ

HANSUNGWON CO., LTD.

会社紹介
ピーナッツもやし栽培機特許技術を持ち、世界
で初めて商品性に優れたピーナッツもやしの栽
培に成功、また生鮮製品を販売・輸出する会社
です。ピーナッツもやし製品の加工商品に注力
しています。

輸出国家 : 日本、アメリカ、中国

担当者情報

低塩ピーナッツもやしキムチ
低塩低糖ピーナッツもやしジャンアチ
低塩ピーナッツもやしピクルス
ピーナッツもやしは香ばしい風味が特徴で、代表的な高脂肪
高たんぱく食品です。ピーナッツは一般的な豆より脂質が
約3倍多く、13種のビタミンと26種のミネラルなど各種栄養
成分が豊富に含まれる自然健康食品です。

担当者名

ホ ユンジョン (HEO YOONJEONG)

対応言語

韓国語

E-mail

dbswjd3270@naver.com

連絡先
ホームページ
所在地

https://www.hsy5678.co.kr
#408 Sangdo Bldg, 129, Dorim-ro,
Yeongdeungpo-gu, Seoul

電話番号

82-2-845-8389

ファックス

82-2-846-8389

MEMO >

株式会社 トレチャン

BOOTH NO

C13

TRECHAN CO., LTD.

「韓国伝統発酵キムチの世界化」
韓国伝統製法の発酵キムチを生産する会社で
す。キムチ製品に使用する天日塩や塩辛類など
を発酵に最適な時間および環境で作り、韓国発
酵キムチの深い味わいを供給するために最善を
つくしています。

トレチャン麹発酵キムチ
2年間熟成させた天日塩で
いわし塩辛を作り、さらに 2年間発酵させているので、
トレチャンのキムチは 4年間の真心がつまった韓国伝統の
発酵キムチです。

トレチャンの特徴
弊社で使用している機能性パウチ包装容器は、発酵過程で生成される
ガスを排出するため流通過程で起こりうる問題を解決する機能性包装
材です。また、すべてのキムチは人工甘味料ではなく麹発酵塩を使用し
ているため、乳酸菌が豊富なヘルシーキムチに仕上がっています。品質
維持期間を延長させるために自社開発した熟成制御種菌を使った非殺
菌韓国伝統発酵キムチです。

MEMO >
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韓国パビリオン

輸出国家 : アメリカ（東部）、ハンガリー、ニュージーランドなど

担当者情報
担当者名

キム ヒョンフン (Kim HyeongHun)

対応言語

日本語、韓国語、英語

E-mail

export@trechan.co.kr

連絡先
ホームページ
所在地
電話番号

http://www.trechan.co.kr
82, Pyeongdongsandan 7beon-ro,
Gwangsan-gu, Gwangju Trechan Co., Ltd.
82-62-655-4900

農協経済持株

BOOTH NO

C16

会社紹介
農家が営農活動に安心して専念できるよう生
産、流通、加工、消費に至るまで各種経済事業な
どを支援しています。農畜産物販路拡大、農畜
産物流通構造改善を通じて農家の所得増大と営
農費用節減のための事業に注力しています。

輸出国家 : 日本、アメリカ、中国など世界16余カ国

担当者情報
担当者名

キム ホソン (Kim Ho Sung)

対応言語

日本語、韓国語、英語

E-mail

hosungk@nonghyup.com

連絡先
パプリカ、チャメ
加工食品（キムチ、参鶏湯）
韓国の優れた農畜産物を原料に、良質な食品を提供することで
人々の健康増進に寄与します。

ホームページ
所在地

http://www.nhabgroup.com
87, Tongil-ro, Seodaemun-gu, Seoul
South gate, 8th floor

電話番号

82-2-2079-8295

ファックス

82-2-2079-8270
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株式会社 チョンアグッドフード

BOOTH NO

C18

CHEONG A GOOD FOOD CO., LTD.

( 株 ) チョンアグッドフードは
塩辛類や惣菜類を生産する専門企業です。HACCP
認証、EU 輸出水産物生産、加工施設登録、FDA 工
場審査、日本厚生労働省簡易通関審査、INNOBIZ
認証を受けた塩辛・惣菜専門生産企業として衛生的
で安全な製品を製造しております。

輸出国家 : 日本、アメリカ、ロシアなど世界 20余カ国

チャンジャ
タラの胃や腸を使い低塩熟成法で製造した塩辛で、塩味を抑えた
さっぱりとした味わいとコリコリとした食感が特徴の逸品です。

イカ塩辛
新鮮なイカだけを使い低塩熟成法で製造しており、塩味を抑えた
さっぱりとした味わいと食感の良さが特徴です。

タコ塩辛
タコの足だけを使用して香味野菜と各種調味料で味付けました。
特有の風味と食感が特徴です。

担当者情報
担当者名

パク ヘソン (PARKHYESEON)

対応言語

日本語、韓国語、英語、中国語

E-mail

cagfood@cagoodfood.com

連絡先
ホームページ
所在地

http://cagoodfood.com/ja/
38, IT valley-gil, Gonggeun-myeon,
Hoengseong-gun, Gangwon-do (1F)

電話番号

82-33-344-0645

ファックス

82-33-344-0641
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生鮮食品・キムチ

NONGHYUP AGRIBUSINESS GROUP INC.

株式会社 COOKIA

BOOTH NO

A06

スナック類

COOKIA CO., LTD.

会社紹介
弊社はプレミアム豆腐菓子を生産する専門会社
として HACCP、SQF Lv2認証、スマート工
場生産ラインなど差別化された製造工法および
特許を保有し、安心安全な食品を提供していま
す。

輸出国家 : 日本、アメリカ、オーストラリア、中国、ロシア、香港

オリジナルトゥブスナック
韓国で栽培された原材料（豆）を厳選して作った豆腐を使って
当社独自の特許工法で生産しており、香ばしくあっさりとした豆
腐のおいしさを感じられる豆腐菓子です。

五穀トゥブスナック
国産の5種類の穀物と豆腐を使用し、味だけでなく栄養も考えた
ヘルシースナックです。

オットゥカジ
とうもろこし、豆腐、カカオ粉末を原料に、香ばしさと食感を
生かしたお菓子です。お茶、ジュース、牛乳などにもよく合います。

担当者情報
担当者名

臼井 春子（Usui Haruko）

対応言語

日本語、韓国語

E-mail

usui@haruco.co.jp

連絡先
ホームページ
所在地

https://www.haruco.co.jp
〒 116-0003 東京都荒川区南千住
1丁目 15番 4号
HARUCO CO.,LTD

電話番号

81-3-3806-5503

ファックス

81-3-5615-2134

MEMO >

株式会社 ジンジュハム

BOOTH NO

A07

JINJU CO.,LTD.

ジンジュハムは
肉加工、HMR 食品など 1,000余 種に及ぶ多様
でおなじみの製品を生産しながら発展して参りま
した。2008年に韓国初の国民的おやつ「 天 下
壮士」を輸出以来、畜肉缶、ソーセージ、海苔、菓
子などの製品を世界 10余カ国に輸出しています。

輸出国家 : 中国、アメリカ、タイ、香港

担当者情報
天下壮士 ソーセージシリーズ
最高級タラを使用した魚肉ソーセージ「天下壮士 オリジナル」、
最高級魚肉とチーズが調和した逸品「天下壮士 チーズ」

ダブルリングシリーズ
韓国で初めてソーセージの中心にチーズを入れた魚肉ソーセー
ジで、初めての味と形で差別化を図った新概念の製品です。4
種類のチーズの深い風味が感じられる「ダブルリング クワト
ロチーズ」、コーンとスイートチーズが出会った「ダブルリング
コーン＆スイートチーズ」がございます。

MEMO >
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韓国パビリオン

担当者名

パク ソヨン (Carey Park)

対応言語

韓国語、英語

E-mail

syp@jinju.co.kr

連絡先
ホームページ
所在地

http://www.jinju.co.kr/
39, Yusangongdan 7-gil, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do
Jinjuham Co.,Ltd.

電話番号

82-2-563-6166

ファックス

82-2-568-4260

株式会社 サムアインターナショナル

BOOTH NO

A09

会社紹介
1987 年の創設以来 35 年間ウエハース、ワッ
フル、クラッカー、シリアルバーなどを提供し
ている製菓専門生産会社です。最高の製品を競
争力のある価格で提供できるよう常に顧客の立
場に立って最善の努力を尽くしています。

チョコワッフル（さつまいも、ごま、バターなど、多様な SKU を保有）
チョコワッフルはヨーロピアンスタイルのワッフルで、濃厚な
チョコレート風味のおいしいプレミアムチョコワッフルです。

ロングペペロスティック
長さ約 25cm のスティックビスケットにチョコレートをかけた
製品です。ココアやプレーンなどスティックの味とチョコレー
トの味を変えられます。

シリアルバー
多様なレシピで生産が可能なシリアルバー製品で、タンパク質を
補う機能性製品、ナッツ類とシリアルなどでつくったシリアル
バー類がございます。

輸出国家 : アメリカ、日本、中国、タイなど

担当者情報
担当者名

イ ユンア (Yunah Lee)

対応言語

韓国語、英語

E-mail

ct@qkc.co.kr

連絡先
ホームページ
所在地

http://www.samah.co.kr/
48, Seobunam-ro 790beon-gil, Sinchang
myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do
Samah International Corp.

電話番号

82-41-544-4961

ファックス

82-41-543-5557

MEMO >

株式会社 M&N Corporation

BOOTH NO

A11-1

M&N CORPORATION CO.,LTD.

株式会社 M&N Corporation は
食品専業メーカーとして、常に、
『安全で美味しい』
食品の提供をお約束いたします。お客さまにきっ
とご満足いただける豊富なラインナップの韓・ 和・
洋惣菜・冷凍食品を取りそろえ、食文化の担い手
として皆様のお役に立ちたいと願っております。

担当者情報
担当者名

元 錫喜

対応言語

日本語、韓国語

E-mail

mncorpinfo@gmail.com

連絡先
ホームページ

クリームチーズ魔女ボール（マヌルパン）
韓国でも日本でも人気沸騰中の「マヌルパン」です。マヌルとは、
韓国語でニンニクを意味します。

所在地

http://mncorp.co.jp
〒 335-0034 埼玉県戸田市
笹目 7-13-3

電話番号

81-48-421-7777

ファックス

81-48-422-5220

MEMO >
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スナック類

SAMAH INTERNATIONAL CORP.

株式会社 アクレア

BOOTH NO

A11-2

スナック類

ACREA CO., LTD.

株式会社アクレアは
韓国 GILIM 社（HBAF）のアーモンド加工品
の輸入および総代理店として日本での販売を
行っています。
日本正規輸入代理店として、日本の品質基準に
合わせた検査を行っています。

担当者情報

ハニーバターアーモンド
ガーリックパンアーモンド
わさび味アーモンド
ハニーバターアーモンドは香ばしい味のアメリカ産アーモンド
に甘いはちみつバター味を加えてやみつきになるおいしさを楽
しむことができます。栄養のあるおやつにも、またお酒のおつ
まみにもぴったりな商品です。

担当者名

佐々木 則幸 (Sasaki Noriyuki)

対応言語

日本語、韓国語

E-mail

sasaki@acrea.jp

連絡先
ホームページ
所在地

https://www.acrea.jp
〒 130-0012 東京都墨田区太平 1丁目
11番 4号 ワイズビル 3F

電話番号

81-3-6261-6166

ファックス

81-3-6261-6167

MEMO >

アウレイト 株式会社

BOOTH NO

B10

AUREATE CO., LTD.

会社紹介

サニーボール
丸いビスケット生地の中にチョコレートを
入れて焼き上げたお菓子です。
チョコレートを注入して焼く技術で
アメリカ FDA の製造技術特許を取得した製品です。

ストーンチョコレート
チョコレートを小さな小石の形に加工した
製品で、見る楽しさと甘いチョコレートの
おいしさを味わえる製品です。

ドラゴンエッグ
チョコレートの中にローストピーナッツを入れて加工した製品
です。まるで鳥の卵のような見た目で、遊び心と甘み、香ばしさ
を同時に感じられる製品です。

MEMO >

08

韓国パビリオン

弊社はチョコレート製品を加工して韓国国内販売お
よび輸出を主に行う専門会社で、世界各国にも輸出
しています。競合他社の製品と比べて品質と味が優
れているためネームバリューおよびブランドバリュー
が高く、多くのバイヤーから好評を得ています。

輸出国家 : 日本、アメリカ、中国など世界 10余カ国

担当者情報
担当者名

ジョン ナクイル (JEONG JAMES NAK IL)

対応言語

韓国語、英語

E-mail

info@aureate.co.kr

連絡先
ホームページ
所在地

http://www.aureate.co.kr
614, Aenggogae-ro, Namdong-gu,
Incheon, Republic of Korea

電話番号

82-32-811-3121

ファックス

82-32-811-3123

インテイク 株式会社

BOOTH NO

B20

会社紹介
当社は「Simple, Enough」というスローガンの
もと、
「ひと口の瞬間」で皆様がより手軽に元気
な日常を楽しめるようサポートいたします。皆様
の健康で価値ある毎日を応援する会社です。

輸出国家 : 中国、アメリカ、カナダなど世界 9余カ国

イノセントベジボール
9 種の野菜と穀物で作った 100% 植物性の代替肉です。植物
性原料のみで作っていますが、当社だけの特別な工程により肉
の質感と肉汁をしっかりと感じられます。植物性代替肉は単な
るヴィーガンの食習慣からさらに踏み込んで、持続可能な環境
のための一歩です。

イノセントヴィーガン餃子（プレーン / スパイシー）
12 種の野菜と穀物を使った 100% 植物性の餃子で栄養価が高

担当者情報
担当者名

キム ソウル (SEOUL KIM)

対応言語

韓国語、英語、中国語

E-mail

seoulkim@intakefoods.kr

連絡先
ホームページ

https://www.intakefoods.kr/
116, Myeongdal-ro, Seocho-gu,

く、タンパク質を 10g 含んでいます。タピオカでん粉を使うこ

所在地

とでもちもちと弾力のある皮と本物の肉のように肉汁たっぷり

電話番号

82-2-4421-3930

ファックス

82-2-6455-0421

の植物性肉餡が特徴の餃子です。

Seoul SONG HYUN Bld. 6F

MEMO >

レインボーファーム 株式会社農業会社法人

BOOTH NO

C03

RAINBOWFARM CO., LTD.

会社紹介
弊社は青年女性農業家による社会的企業として運営
しています。地域の農家と協力しながら地産物を活
用したさまざまな米食品を研究開発しており、
「オル
ジャク（正しく作る）」ブランドとして安全で衛生的な
環境で健全な食品を作るという目標を持っています。

輸出国家 : アメリカ、中国

担当者情報
有機農玄米菓子、アロニア玄米菓子
100% 韓国産の米ぬかと胚芽を生かした玄米を使用し、豊かな
栄養分と香ばしさがぎゅっとつまった米菓子です。油で揚げず
オーブンで焼いているためあっさりとしていて、より一層香ば
しさを感じられるお菓子です。
清潔で便利なファスナー付き包装とラウンディング処理でい
つでもどこでも安心してお召し上がりいただけます。また、
HACCP、FSSC22000、有機加工食品認証を受けており、信
頼していただける食品です。

担当者名

リュ ジョンヒ (RYU JUNG HEE)

対応言語

韓国語

E-mail

rainbowfarm21@naver.com

連絡先
ホームページ
所在地

https://njrainbow.modoo.at/
30-5, Dongsunonggongdanji-gil,
Naju-si, Jeollanam-do 1floor

電話番号

82-61-335-0021

ファックス

82-61-336-2021
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スナック類

INTAKE CO., LTD.

株式会社 サムグァン食品

BOOTH NO

C05

スナック類

SAMKWANG FOOD CO., LTD.

会社紹介
韓国内で最大級のチョコレート製造設備と、ジャム
状の茶、シロップなどを製造するラインを持つ製造
業者です。優れた技術力と品質で多くの企業のパー
トナーとして取引実績を重ねており、衛生的で体系
的な生産システムで顧客のニーズに応えています。

輸出国家 : アメリカ、中国、カナダなど世界 10余カ国

担当者情報
担当者名

ユン ジョンヒョン (Jonghyeon Yoon)

対応言語

韓国語、英語

E-mail

チョコレート、液状茶、シロップ
一般市場向け製品のほか、チョコソースやブロックコインなど企業
向けの原料製品も製造。
（原料としての韓国内シェア率は 70%）
シロップ、エキス、クリーム、ジャム、茶（ゆず、レモン、生姜カリンなど）
を製造。韓国内の多くのブランド製品 OEM と自社ブランド製品を
生産。
ポテトチップス、調味イカなどの自社スナックブランド製品保有。

yoonx0225@samkwangfood.co.kr

連絡先
ホームページ

http://www.samkwangfood.com/

所在地

1492, Saenggeojincheon-ro, Iwolmyeon, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do Samkwang Food Jincheon Factory

電話番号

82-31-714-7765

ファックス

82-31-715-7709

MEMO >

済州COOP共同組合

BOOTH NO

C09

JEJUCOOP.

チェジュ

済州 COOP 共同組合は
輸出、市場開拓、バイヤーなど取引先の発掘・
共有、ブランド開発、マーケティングなど組合
員事業間シナジー創出と共同市場開発を目標と
して済州島内の食品加工業を代表する企業が集
まって結成した協同組合です。

輸出国家 : 香港、UAE

アッチムミソ ファームタイプヨーグルト

担当者情報

質の良い牛乳をつくるには乳牛の幸せと健康が大切です。アッ

担当者名

コ ジュンホ (KO Jun Ho)

チムミソは、乳牛が衛生的な環境で過ごせるよう配慮して飼育・

対応言語

日本語、韓国語

搾乳した新鮮な生乳を使用しています。

済州卵クッキー
済州島漢拏山の中腹に位置する農場で生産された新鮮なアニマ
ルウェルフェア有精卵でつくったお菓子です。

オメギトック
漢拏山の天然よもぎと粟、小豆、小豆あんを主原料に作られる
済州地域の伝統餅です。

MEMO >
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E-mail

jejucoop2019@naver.com

連絡先
所在地
電話番号
ファックス

59, Gwangnyeong 2-gil, Aewol-eup,
Jeju-si, Jeju-do, Republic of Korea
82-10-8836-7567
82-64-747-6562

農業会社法人株式会社 デザイン農夫

BOOTH NO

C11

会社紹介
農業会社法人（株）デザイン農夫は韓国産農産
物の小包 装および加工化を行っており、BtoC
取引を通じた農業付加価値化ならびに韓国産農
産物消費を先導する優秀リーディング企業です。

輸出国家 : アメリカ、香港、シンガポール、中国

担当者情報
担当者名

キム ヒョンジュン (Kim hyun Jung)

対応言語

韓国語、英語

E-mail

チョコンナム（Chocong Tree）
チョコンナムは全州で育ったもやし豆と
韓国産小麦で作ったサクサク食感の
チョコ菓子です。フェアトレードカカオと
ポッピングキャンディを使用し、
食感と風味をよりお楽しみいただけます。

jack532@naver.com

連絡先
ホームページ

http://www.designnongboo.com/

所在地

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

電話番号

82-63-542-5328

ファックス

82-63-542-5322

MEMO >

株式会社 べターザンベター

BOOTH NO

C14

BETTER THAN BETTER

会社紹介
美味しさと楽しさをつなぐ、ビジュアルフード研究所
Better Than Better は、
「ビジュアルフー
ド研究所」というスローガンの食品ブランド
「YAMLAB」を中心にビジュアルと味に優れた
おやつを開発する会社です。

輸出国家 : 日本

担当者情報
担当者名

イ ウンジュ (Lee EunJu)

対応言語

日本語、韓国語

E-mail

ontama@on-tama.com

連絡先
SNS で話題の乾燥マシュマロ「マロウポップ」
カリッ！サクッ ! とした食感の乾燥ミニマシュマロ。シリアルや
ドリンク、デザートなどにトッピングして ASMR も楽しめます！
種類はレインボー、ホワイト、チョコ、ミントの 4 種類。

ホームページ
所在地

https://www.yamlab.kr/
〒169-0072 東京都新宿区大久保
2-7-1 大久保フジビル701号

電話番号

81-3-5937-6855

ファックス

81-3-5937-6856
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スナック類

DESIGNNONGBOO CO., LTD.

株式会社 3Bネットワークス

BOOTH NO

C21

スナック類

3B NETWORKS CO.,LTD.

会社紹介

フィッシュコラーゲン

ナッツバーとプロテインバーだけを研究してきま
した。ODM/OEM パートナー各社と長年に渡り
ノウハウを共有しながら成長し続けており、自社
ブランド商品も販売しています。HACCP 施設と
して安心安全な製品のみを生産しています。

1000mg、ビタミン Cを

輸出国家 : 日本、アメリカ、シンガポール、フィリピン

コラーゲンバー

レモンの28倍含むアセロ
ラ、アントシアニンが豊かな

担当者情報

クランベリーを使用した

担当者名

チョウ・キョンジェ (Lea CHO)

ナッツバーです。

対応言語

韓国語、英語

パワープラスバー
食物繊維を多く含み、糖類・ナトリウムは抑えた製品で、良質のアーモ
ンドとオートミール入りです。各種スポーツ時の間食におすすめです。

プロテイン uno バー
チョコレートを使わず、穀物とナッツだけのハンドメイドプレミ
アムプロテインバーです。植物性原料のみを使用し、植物性タン
パク質を 11g 含んでいます。

E-mail

kcho431@gmail.com

連絡先
ホームページ
所在地

http://www.thetime.or.kr/
48, Namdongseo-ro 113beon-gil,
Namdong-gu, Incheon 81 Block,
13 Rot.

電話番号

82-32-821-8779

ファックス

82-32-821-8770

MEMO >

ムンギョン オミジャバレー営農組合法人

BOOTH NO

B03

茶・飲料

MUNKYEONG OMIJA VALLEY

ムンギョン オミジャバレー営農組合は
自然愛、人間尊重そしてエコロジー栽培と人間
の生命に対する価値実現を経営哲学として名品
五味子加工品およびリンゴ、アロニアジュース
などを生産しています。弊社商品を愛用するお
客様には信頼を提供しています。

輸出国家 : アメリカ、香港、インド、インドネシア、マレーシア、フランス、スイスなど

担当者情報
名作リンゴジュース
最高品質のムンギョンリンゴを搾汁して作った 100% ナチュ
ラルなリンゴジュースです。ビタミン C をたっぷり含んでいる
ためお肌の健康にも良いヘルシーなジュースです。

名作アロニアジュース
アロニアジュースには活性酸素を取り除く強力な抗ガン物質と
いわれるアントシアニンが多く含まれています。また、脂肪と炭
水化物の吸収を抑える作用を持つとされるクロロゲン酸、体脂肪
を減らすカテキンも含まれています。
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担当者名

ユ ジョンリム (Yu, jeongrim)

対応言語

英語

E-mail

prookwin1@gmail.com

連絡先
ホームページ
所在地

https://www.omijamall.com/
2371-5, Yeowoomok-ro, Dongro-myeon, Munkyeong-si, Gyeongsangbuk-do,
Republic of Korea

電話番号

82-54-552-9000

ファックス

82-505-997-9001

農業会社法人株式会社 イド

BOOTH NO

B05

会社紹介
イ

ド

理道の醗酵茶の特徴は、
「原料」と「醗酵」にあ
ります。原料には、一般的な緑茶の茶葉ではな
く漢方薬草が用いられています。
理道の醗酵茶は、
「健康」と「美味しさ」を追求
した、韓国自慢の逸品なのです。

輸出国家 : アメリカ、日本、香港、デンマーク、フランス

スヤスヤ茶
心身ともにリフレッシュさせて、
翌朝の快適なお目覚めをサポートします。

すっきり茶
喉がいがいがしてすっきりしない時、頻繁な喫煙または受動喫煙
（副流煙）が気になる方におすすめです。

美人茶
無理なダイエットより大切なのは健康！この想いからオーガ
ニックの陳皮とスイカズラの花を独自配合比率で配合したお茶
を作りました。

担当者情報
担当者名

カン ジュンウォン (Junone Kang)

対応言語

日本語、韓国語、英語

E-mail

e-dou@hanmail.net

連絡先
ホームページ

www.idotea.kr（韓国） www.edou.jp（日本）

所在地

27, Cheongha-ro 151beon-gil, Cheongha-myeon, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea

電話番号

81-6-6868-9542 / 82-54-246-7522

ファックス

81-6-6868-9546 / 82-54-272-8706

MEMO >

株式会社 イルファ

BOOTH NO

B16

ILHWA CO.,LTD.

イルファ

一和とは

PB 炭酸飲料生産可能

高麗人参、飲料、医薬品を通じ健康に焦点を当て
たグローバルヘルス企業です。40年以上の高
麗人参と飲料の知識をもとに世界に輸出される
様々な高麗人参製品と飲料を製造しています。

輸出国家 : 日本、アメリカ、ヨーロッパ、香港、台湾、タイ、ベトナム

担当者情報

メッコール（炭酸飲料）
1982年に発売された韓国初の麦炭酸飲料。発売後 30年間で
50億缶以上販売されました。[ 大麦原料使用 / カフェインゼロ / 色素ゼロ ]

天然サイダー
低カロリー天然サイダーは、従来よりカロリーを 52% 下げて、
天然サイダーならではの爽やかな味をそのまま活かし、いつで
もどこでも気軽に楽しめます。

担当者名

リー・キョンワォン (Kyungweon Lee)

対応言語

日本語、韓国語、英語

E-mail

hekiru@ilhwa.co.kr

連絡先
ホームページ
所在地

https://www.ilhwa.co.kr/
21, Sangil-ro 6-gil, Gangdong-gu,
Seoul 5F Ilhwa overseas business
team

電話番号

82-31-550-0317

ファックス

82-31-550-0118

MEMO >
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茶・飲料

IDO CO., LTD.

株式会社 ウヨンE&T

BOOTH NO

B21

茶・飲料

WOOYOUNG E&T.CO.,LTD.

会社紹介
弊 社は済州で10年目となる会社です。清く美
しい済州で採れる原料を使用し、消費者のニー
ズとトレンドに合わせた健康志向機能性食品を
広めるために努力しています。

輸出国家 : 日本、中国、ベトナム

済州ピーナッツ新芽茶 ( ボトル / ティーバッグ )
ユネスコ世界自然遺産に登録された美しい済州島の水で水耕栽培した
ピーナッツ新芽を使用したお茶です。

済州みかんジュース
一滴の水も混ぜることなく、済州島産のみかんだけで作ったヘルシー飲料です。

済州青みかんジュース
済州島産の青みかんを使用し、酸味と甘みのバランスがよいヘルシー飲料です。

済州陳皮茶 ( ティーバッグ )
みかんの皮には果肉の 4倍以上のビタミンと、抗酸化物質のポリフェノール、
目の健康に役立つベータカロテン、ミネラルなどが多く含まれています。

担当者情報
担当者名

ウ ミンス（Woo Min Su）

対応言語

日本語、韓国語、英語

E-mail

93dnalstn@naver.com

連絡先
ホームページ
所在地

http://jejuwooyoung.com/
2708-19, Iljudong-ro, Gujwa-eup,
Jeju-si, Jeju-do #202

電話番号

82-70-4103-1288

ファックス

82-64-756-3218

MEMO >

株式会社 ビラク

BOOTH NO

C10

VILAC CO., LTD.

会社紹介
国民の健康と食生活文化向上のために 58年間飲料一
筋で歩んできた専門企業です。優れた先端設備と惜し
みない投資、有能なグローバル研究人材の確保、乳製品
業界の先駆者として誰よりも先に考えて先に始める名
品開発精神を持ち、製品開発の先頭に立っております。

Coco Bruni アメリカーノ/ ラテ
コールドブリュー方式で抽出した深く
すっきりとした味わいのコーヒーです。

有機農 ABC ジュース
有機農100% リンゴ＋ビーツ＋にんじんの絶妙なハーモニー

有機農今日のタルトチェリー / ザクロ / リンゴ酢母
肌のハリとうるおいをキープするフィッシュコラーゲン含有
Ecolean（エコリン）パッケージを採用

どんな環境でも保管及び使用が可能で、環境を考えたエコパッケージを
採用しております。（ビニール類としてリサイクル可能、既存の牛乳製品
よりプラスチックを 34% 削減）

MEMO >
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韓国パビリオン

輸出国家 : 中国、香港、アメリカ、カナダ、シンガポール、チリ、アルゼンチン

担当者情報
担当者名

ソ ソンヒョン（Mr. Seo）

対応言語

韓国語、英語

E-mail

mr.seosh@gmail.com

連絡先
ホームページ
所在地
電話番号
ファックス

http://www.vilac.co.kr/
152, Jaseong-ro, Nam-gu,
Busan 12F, Hanil O/T
82-10-9141-5885 / 82-51-630-7363
82-51-644-7243

株式会社 TEAZEN農業会社法人

BOOTH NO

C17

韓国茶類専門製造・流通会社 TEAZEN

会社紹介

由来するコンブチャは緑茶や

全羅南道海南地域で有機農緑茶および有機農若麦
を栽培・加工し、世界 27カ国に輸出している会社で
す。日本市場においては、ドラッグストアのほか、ド
ンキホーテ、ロフト、プラザなどにフリーズドライコ
ンブチャドリンクミックス製品を輸出しています。

紅茶を酵母菌（scoby）で発

輸出国家 : 日本、アメリカ、中国など世界27カ国

コンブチャ
昆布茶と勘違いしがちですが ,
kombu（中国語の健康茶）に

酵させた発酵ドリンクです。

若麦
有機農栽培団地で露地栽培後、
スチーム殺菌およびエア粉砕
した高品質若麦粉末です。
サポナリン含有量が高く、韓国
では中高年層に大変人気です。

GOODNIGHT TEA
寝つきをよくするカモミールをはじめ各種ハーブと GABA、
酸棗仁抽出物などを配合した粉末茶です。

茶・飲料

TEAZEN INC.

担当者情報
担当者名

ジョン セロム (CHUNG SAE ROM)

対応言語

日本語、韓国語

E-mail

trade@teazen.co.kr

連絡先
ホームページ
所在地
電話番号
ファックス

http://www.teazen.co.kr/
80-23, Daeun-gil, Gyegok-myeon,
Haenam-gun, Jeollanam-do
TEAZEN
82-70-7006-8560
82-31-388-1388

MEMO >

イードン酒造1957 株式会社

BOOTH NO

A02

お酒

E-DONG1957 CO., LTD.

二東マッコリは、

にっこりマッコリ
にっこりマッコリは、
「にこっと笑う」

伝統マッコリの代名詞といえる製品です。韓国
の伝統酒を仕込む職人精神と白雲山の清くきれ
いな環境で 60年の伝統を込めて熟成させた二
東マッコリは、天然炭酸にこだわり、その美し
い色と深い味わいで有名です。

という日本語と「マッコリ」を合わ

輸出国家 : 日本、アメリカ、中国、オーストラリア、モンゴル

せた商品名で、日本にマッコリブー

担当者情報

ムを起こした代表的なマッコリです。
保存料を使わない殺菌マッコリで、
従来のマッコリよりも口当たりとの
どごしがよくスッキリとした味わい
です。また食物繊維が豊富です。

担当者名

有賀 浩紀 (ARUGA HIROKI)

対応言語

日本語

E-mail

連絡先
ホームページ

かぼちゃマッコリ
食物繊維が豊富なかぼちゃを原材料に使い、濃厚で身の詰まった
かぼちゃの風味をお楽しみいただけます。

aruga@e-don.co.jp

所在地

http://www.e-don.co.jp/
〒 123-0864 東京都足立区鹿浜
6-11-13

電話番号

81-3-5837-2208

ファックス

81-3-5837-2308
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株式会社 韓国アップリーズ

BOOTH NO

C06

お酒

APPLEASE KOREA BREWERY CO., LTD.

韓国アップリーズは
1970年代にフランスのカルヴァドスに出会って
「リンゴでお酒を作れる」ことを知り、義城産のリン
ゴで最高級ワインを作り愛酒家にそのおいしさと魅
力を広めようという信念を持って研究を重ね、海外
市場でも認められるリンゴワインを作っています。

輸出国家 : 日本、アメリカ、中国など世界 21余カ国

担当者情報
The チャジュルスロッ（フレーバー焼酎）
The チャジュルスロッは、韓国のリンゴの名産地義城（ウィソ
ン）産のリンゴをたっぷり漬け込んだリンゴ酒にフルーツなど
の風味をプラスしたお酒です。おいしいりんごで作ったリンゴ
酒を伝統的な陶器の甕で熟成させ、ライチ、ブルーベリー、リ
ンゴ、生姜、スイカ、ミカン、ピーチ、バナナ、コーヒー、キウ
イなど果物の香りをブレンドして最高のあじわいに仕上げまし
た。のどごしが良く、豊かな香りとフルーティーな甘みが特徴の
The チャジュルスロッをぜひご賞味ください。

担当者名

尹光福 (YOON KWANG BOK)

対応言語

日本語、韓国語

E-mail

yoon@woori-corp.jp

連絡先
ホームページ

http://www.applewine.co.kr

所在地

69 Hoo-pung Ri Dan-Chon Myun Uy-sung Goon,
Kyong Book 755 Iljikjeomgok-ro, Danchon-myeon,
Uiseong-gun, Gyeongsangbuk-do

電話番号

81-90-5774-5375 / 82-2-792-8701

ファックス

82-54-834-7802

MEMO >

株式会社 ウリスル

BOOTH NO

C07

WOORISOOL CO.,LTD.

会社紹介
韓国で愛飲されている非加熱タイプの本生マッ
コリや、一般的な殺菌マッコリ等、品揃えが豊
富なウリスルマッコリをはじめ、各種フルーツ
マッコリまで幅広い韓国伝統酒、伝統茶を御紹
介します。

輸出国家 : 日本、アメリカ、中国など世界 20余カ国

担当者情報
しゅわっと米マッコリ
感性的なパッケージデザインで20~30代消費者を狙う。
しゅわっとする清涼感と豊かな味わいが特徴です。

しゅわっと栗マッコリ
フランス産栗エッセンスを加えてほのかな甘みと酸味が特徴です。

しゅわっと済州みかんマッコリ
韓国済州島の特産物であるみかんの濃厚な果汁を加えました。

MEMO >
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韓国パビリオン

担当者名

半田 浩康 (HANDA HIROYASU)

対応言語

日本語、韓国語、英語

E-mail

handa@maggulli.jp

連絡先
ホームページ
所在地

http://maggulli.jp
〒 133-0056 東京都江戸川区南小岩
6-28-14 杉本ビル 4階

電話番号

81-3-3672-8101

ファックス

81-3-3672-8102

株式会社 麹醇堂

BOOTH NO

C15

お酒

KOOKSOONDANG CO., LTD.

麹醇堂は
韓国伝統酒を世界50余カ国に輸出している韓
国を代表する企業で、さまざまな種類のマッコ
リを製造、販売、輸出しています。乳酸菌が豊
富な生マッコリ、1000億プリバイオマッコリ、
フルーツマッコリなどが主要製品です。

輸出国家 : 日本、アメリカ、中国など世界 50余カ国

担当者情報

1000億プリバイオマッコリ
腸内の善玉菌を育てて悪玉菌の増殖を抑え、免疫力
強化を助けるプリバイオティクス成分を含むプレミアムマッコリです。

バナナ、桃マッコリ
米を醸したマッコリにフルーツの風味を加えた新しいタイプの
マッコリで、甘くまろやかな味わいです。

担当者名

川上敦史 ( カワカミアツシ )

対応言語

日本語、韓国語

E-mail

kawakami@bekseju.co.jp

連絡先
ホームページ
所在地

http://www.ksdb.co.kr
975, Gangbyeon-ro, Dunnae-myeon, Hoengseong-gun, Gangwon-do
KOOKSOONDANG

電話番号

81-3-6231-1570

ファックス

81-3-6231-1575

MEMO >

株式会社 ライフスタイルジャパン

BOOTH NO

A14-2

麺類

LIFESTYLE JAPAN CO., LTD.

会社紹介
韓国食品の中でも商品力が素晴らしい OTTOGI
社の JIN RAMEN や CHEESE RAMEN 類など
を取り扱っております。その他、エナジードリン
ク FIRE GIN などの飲料、ホトックミックスなど
パンケーキ類、お菓子類等々を直輸入し、イオン
リテ－ル（株）など大手流通チャネルへ納品及び
販売しております。

CHEESE RAMEN シリーズ
REAL CHEESE RAMEN は、チーズソースを使用したラーメン。袋とカップがあ
り、濃厚なチェダーチーズの味と風味を楽しむことが出来ます。チーズ本来の味と
香りが生きているチーズ好きにはたまらないラーメンです。その他、チ－ズ
ラ－メン（マイルドとスパイシー）、チ－ズポッキ（55g と 95g）も人気があります。

JIN RAMEN MILD と SPICY( 袋とカップ )
韓国市場で２位のラーメンメーカーである OTTOGI 社だけが出せるモチモチで
しこしこした腰のある食感の麺と深く香ばしいスープの味が絶品です。

チャプチェ ( 袋とカップ )
定番韓国料理のチャプチェを手軽なインスタントにしました。袋とカップがあり
韓国料理の決め手であるゴマ油が香るコク旨春雨炒めが手軽に味わえます。

担当者情報
担当者名

金龍範（キムヨンボム）

対応言語

日本語、韓国語

E-mail

ybkim165@naver.com

連絡先
ホームページ
所在地
電話番号
ファックス

http://www.japansupport.co.kr/
東京都台東区東上野 1-14-11
安井ビル３階
81-3-5817-4064 / 81-80-4371-3939
81-3-5817-4022
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株式会社 徳昇商事

BOOTH NO

A14-3

麺類

TOKUSHO SHOJI CO., LTD.

株式会社徳昇商事は
2009年の創業以来、多くのお客様にご愛顧い
ただき、急成長を遂げて食品・飲料業界に貢献
してきました。取扱い商材は国内・外からの優
れた食品・酒類、商品開発を行ったオリジナル
商材など、多岐にわたるラインナップを取り揃
えております。

paldo ビビン麺（130g）
夏の定番料理である辛味、酸味、甘味が特徴的なビビン麺をイン
スタント麺にした商品です。

ポロロジュース
ポロロとは韓国の子供たちに大人気のアニメキャラで成長期の
子供たちに人気のある商品です。

ハニーバター干し芋
韓国国内で生産したサツマイモをそのまま加工し、もちもちと
した食感が特徴。こだわりの素材を使用し保存料は不使用、芋本
来の優しい甘さが広がる新感覚の干し芋スティックです。

担当者情報
担当者名

小籔 雄弘 (Koyabu Takahiro)

対応言語

日本語、韓国語

E-mail

koyabu0626@gmail.com

連絡先
ホームページ
所在地

https://tokusho-shoji.com
〒 121-0064 東京都足立区
保木間 2-26-2

電話番号

81-3-5831-0158

ファックス

81-3-5831-0159

MEMO >

コメガ

BOOTH NO

A01

ソース・調味料

KOMEGA

コメガは
3代に渡って生油を搾ってきた家族経営企業で、韓国
初の生えごま油を生産して製造特許を登録、千年の歴
史があるエゴマを世界の食卓に届けるという気持ちで
業務に励んでいます。韓国えごま油の歴史とともにあ
り、韓国第1位の生えごま油ブランドとして邁進します。

輸出国家 : 日本、アメリカ、台湾、シンガポール、マレーシア、ロシア

担当者情報
生えごま油
生えごま油で初めて日本の機能性表示食品指定を受けた製品で
す。ごまを焙煎せず生のまま一度だけ圧搾し、焙煎時にベンゾピ
レンなどの有害物質が生じるリスクを抑えたえごま油です。
植物性オメガ-3を 60% 以上含み、酸化防止剤や添加物を一切
使用しない 100% プレミアムヘルシーオイルです。

生えごま油パウダー
生えごま油を液体と混ざりやすいように粉末化し、多様な加工
食品に活用可能なオメガ3 パウダー。
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担当者名

ジョン フンベク (Chung Hoonbaek)

対応言語

日本語、韓国語

E-mail

komegads@gmail.com

連絡先
ホームページ
所在地

https://komega3.imweb.me
10-22, Ijinmal-gil, Saenggeuk-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do komega

電話番号

82-43-882-6336

ファックス

82-43-882-9339

北下特品事業団 株式会社

BOOTH NO

A03

北下特品事業団（株）は
1990年から韓国風の塩辛・漬物・調味料などを作っ
ている伝統食品会社です。「お母さんの心と味」を目
指し、清らかな地域で直接栽培した野菜のみを使っ
て長年研究した特許レシピで商品を製造しています。
FDA認証を持ち、韓国の味を世界中に広めています。

主な生産商品
イカキムチなどの塩辛類、ゴマの

輸出国家 : アメリカ、オーストラリア

担当者情報

葉漬けなどの漬物類、コチュジャ

担当者名

ジョン ビョンジュン (jung byungjun)

ン・醤油・味噌などの調味料類な

対応言語

韓国語

ど、約50種類の韓国伝統食品を製

E-mail

造しています。

弊社のすべての商品は
「三菜」の粉末が含まれていますが、これは魚などの生臭さを消
し、健康と旨みを生かします。また 30年間、二代に渡って継い
できた味を守るため、韓国政府から認証された漬物匠人がソース
作りから出荷まですべての工程に参加しています。

giaii@hanmail.net

連絡先
ホームページ
所在地

https://www.bukha.co.kr/
1128, Damjang-ro, Bukha-myeon,
Jangseong-gun, Jeollanam-do
bukha teugpum saeobdan

電話番号

82-61-392-6331

ファックス

82-50-4329-1998

MEMO >

株式会社 ミミ食品

BOOTH NO

A08

MIMIFOOD.CO.,LTD.

ミミ食品は
1983年の創業以来ヤンニョムとスープの味で故郷
を感じられるよう先端工法を利用して作ったどんぶ
り類、チゲ類、スープ類などの各種ソース類、混合味
噌類、粉末スープと液状ソース、その他加工食品な
ど全 250種類の食品を生産しています。

輸出国家 : 日本、アメリカ、シンガポール、ベトナム、香港、エクアドル

担当者情報
ユッケジャンヤンニョムジャン
ヒリヒリと辛い味付たれです。お好みの材料を鍋に入れ、本品を
水で溶いて煮込みます。

純豆腐ヤンニョムジャン
すっきり旨辛の味付たれです。お好みの材料を鍋に入れ、本品を
水に溶くだけで本格的な味わいをお楽しみいただけます。

粉末げんこつスープ
げんこつを煮込んだスープを粉末化した製品です。水で溶くだ
けで本格的な味わいをお楽しみいただけます。

担当者名

イ ジョングァン (James-Lee)

対応言語

日本語、韓国語

E-mail

mimifood@kakao.com

連絡先
ホームページ
所在地

http://mimifood.com/
89, Gwangdeok-gil, Mungwang-myeon, Goesan-gun, Chungcheongbuk-do 1F

電話番号

82-43-833-0738

ファックス

82-43-832-3851
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ソース・調味料

BUKHA TEUGPUM SAEOBDAN

合同会社 J.BRIDGE

BOOTH NO

A11-4

ソース・調味料

J.BRIDGE LLC.

会社紹介

ソース類
長年の調査を通じて韓国的な味と日本現地の好みを生かしたレ
シピを完成させました。厳選した食材を使用し、韓国の［株式会
社韓国ソース］で衛生的に製造した食品を食卓にお届けします。

加工インスタント食品類
スープに世界一辛い唐辛子「キャロライナリーパー」を使用し
たインスタント麺です。一般的な唐辛子より辛味とうま味が強
く、辛さを楽しむ若年層を中心に SNSでも話題です。

デザート類
添加物が少なく低カロリーな健康志向のデザートを提案しています。
主なターゲット層である若い女性の意見を取り入れた少量パッケージ
と、穀物フレーク原料で多様な料理に合わせられる点が特徴です。

日本国内フランチャイズ事業展開を皮切りに、
2020年には貿易専門会社 J.BRIDGE を創立
してチェーン店納品用液状ソースと粉末類の輸
入を開始し、現在はインスタントラーメン、お菓
子などの加工食品のほか、OEM 工場原料を日
本で流通・販売しています。

担当者情報
担当者名

咸 慶振（ハム

対応言語

日本語、韓国語

E-mail

ギョンジン）

hamusang@gmail.com

連絡先
ホームページ
所在地
電話番号

https://mosesinfo00.wixsite.com/jbridgellc
〒 175-0082 東京都板橋区高島平
7-12-1 シャルム新高島平 106号
81-3-6909-8995

MEMO >

株式会社 ワークリンク

BOOTH NO

B14

WORKLINK CO., LTD.

ワークリンクは
シーズニング専門会社で、顧客のニーズに合わ
せたシーズニングを製作・販売しています。ご
希望のデザイン、包装容器、製品に合うようオー
ダーメイド方式で対応可能です。日本のほか、
世界各国への輸出実績があります。

輸出国家 : 日本、アメリカ、カナダ、オーストラリア、マレーシア、インドネシア、ドバイ

ロゼトッポキシーズニング
トマト＆チーズが入ったクリーミーなソースが話題のロゼトッポキを簡
単に作れる粉末調味料です。お好みの辛さに調節して生産可能です。

韓国ラーメンシーズニング
韓国ラーメンのスープの味を再現できる粉末シーズニングです。

プチプチキムチシーズニング
手軽に本格的な韓国キムチを作って楽しめる製品です。野菜のほか、フ
ライドチキン、BBQ、シーフード、ピザ、パスタ、ポップコーンなど、
キムチ以外の料理のシーズニングとしてもお使いいただけます。
米国 Amazonのチリシーズニング部門第 2位を記録した製品です。
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韓国パビリオン

担当者情報
担当者名

キム ゴンウ (KIM GEON WOO)

対応言語

韓国語、英語

E-mail

hyojong.kim47@gmail.com

連絡先
ホームページ
所在地
電話番号

http://worklinkbiz.com/
36, Dunsanjung-ro 14beon-gil, Seogu, Daejeon 407
82-70-4898-2134

モンゴ食品 株式会社

BOOTH NO

C02

会社紹介
1905年の創業以来、醤（ジャン）類製品を専門的に
製造してきた弊社は、醤油自体が持つ独特な味と香り
を再現するため、原料選別から製品出荷まで厳格な品
質管理体制を整えており、伝統的な製造方法を科学
的に分析して味と香りをさらに改善してきました。

輸出国家 : アメリカ、中国など

担当者情報

ジン醤油
ベストセラーでありロングセラー、まろやかな風味とうま味が
特長の多用途醤油です。

釜ヌルンジ（おこげ）
厳選した米から作られる香ばしいウェルビーイング食品です。

グポクッス
真空撹拌製法により、のびにくくコシのある麺です。

担当者名

ジョン ジュリョン (JUNG JU RYOUNG)

対応言語

韓国語、英語

E-mail

trade@monggofood.co.kr

連絡先
ホームページ
所在地

http://www.monggofood.co.kr/
18, Paryong-ro 371beon-gil,
Uichang-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do Monggo Foods Inc.

電話番号

82-55-296-2210

ファックス

82-55-292-2202

MEMO >

サンマル 営農組合法人

BOOTH NO

C08

SANMAROO CO., LTD.

会社紹介
添加物や保存料を使わず、新鮮で安全な原料だけ
で作る健康的な食品を提供します。すべての生産
設備が自動化され、また HACCP 管理システムに
より衛生的な生産工程管理ができる設備を完備し
ており、消費者のニーズを満たす包装が可能です。

輸出国家 : アメリカ

キムチチゲ
豚肉とキムチが入ったレトルトスープで、湯せんまたは電子レン
ジ加熱でお召し上がりいただけます。常温保存可能です。

ユッケジャン
牛肉、豆もやし、いもがら、長ねぎなどの野菜がたっぷり、ピリッ
と辛いレトルトスープです。常温保存可能です。

プルコギヤンニョム
添加物・合成保存料などを使用せずにリンゴや梨などを使って
豊かな風味を出し、肉をやわらかくする梅酵素を加えています。
牛肉または豚肉があれば、いつでも韓国本場の焼肉を手軽にお
楽しみいただけます。

担当者情報
担当者名

イ ジュヒョン (JOO HYEON LEE)

対応言語

韓国語

E-mail

naya@nate.com

連絡先
ホームページ
所在地

http://sanmaroofood.co.kr/
259-7, Jeongeupbuk-ro, Buk-myeon,
Jeongeup-si, Jeollabuk-do SANMAROO CO.,LTD.

電話番号

82-63-536-1041

ファックス

82-63-536-1042
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ソース・調味料

MONGGO FOODS INC.

株式会社 ハン食品

BOOTH NO

C20

ソース・調味料

HANFOODS CO., LTD.

会社紹介
1995年に事業を始めた弊社は、ごま油、えご
ま油、炒りごま、えごま粉、粉唐辛子など韓国
料理の基本となるアイテムを生産しています。
弊社は消費者の皆様に良質な食品を合理的な価
格で供給するために邁進しています。

輸出国家 : 日本、シンガポール

担当者情報
担当者名

ジョン ヒョンジン (Jeong HyeongJin)

対応言語

日本語

E-mail

jhj2400@hotmail.com

連絡先
炒りごま、ごま油、えごま油
弊社で生産するすべてのオイルは韓国料理によく使われますが、
日本料理ほか、アジア料理にもよく合う名品オイルです。圧搾方
式で搾油し、化学的処理を一切しないので健康にも非常に有益な
食材であることを自負しています。

ホームページ
所在地

http://hanfood.net/
48-52, Yongjeonggyeongje-ro
1-gil, Gunnae-myeon, Pocheon-si,
Gyeonggi-do Hanfoods Co., Ltd.

電話番号

82-31-533-3028

ファックス

82-31-532-3027

MEMO >

農業会社法人 株式会社永豊

BOOTH NO

A10

加工食品

YOUNG POONG CO.,LTD.

会社紹介
トッポギ、ブチムゲなどをレトルト食品化して 50余
カ国に輸出しています。多数の特許、国内外認証を
保有しており、1年間保管可能な特許技術を利用して
生産するトッポギ類製品は保管・流通の制約を大き
く減らしたことで消費者から脚光を浴びています。

輸出国家 : 日本、ベトナム、タイ、フィリピンのほか、世界 50 カ国以上

担当者情報
担当者名

チェ スジョン (Choi Su jeong）

対応言語

日本語、韓国語、英語

E-mail

trade@ypfoods.co.kr

連絡先
トッポギ、ラッポッキ、ブチムゲ
自社ベストセラーブランドである「ヨッポギ」は、誰でも3分以
内で調理できる利便性が長所のHMR 製品です。保管および流通
が便利な 2種類のパッケージ（カップ／パウチ）と、10種類以
上の味で消費者の多様なニーズに応えています。
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韓国パビリオン

ホームページ
所在地

http://www.ypfoods.co.kr
64, Seongseogongdanbuk-ro,
Dalseo-gu, Daegu Young poong
Co.,Ltd.

電話番号

82-53-593-4787

ファックス

82-53-584-4788

株式会社 韓国広場

BOOTH NO

A13-1

会社紹介
韓国の食文化の伝播を目指し、1993年に創業
されました。弊社は東京都と大阪府に小売店舗
と物流拠点を設け、韓国食品を中心にお取引を
展開致しております。また、EC サイト「064.
ehiroba.jp」を運営しており、日本全国へ商品
をお届け致します。

担当者情報
担当者名

朴 ヘイン

対応言語

日本語、韓国語

E-mail

カップトッポキ
ソースをトッポキ餅の中身までしっかりと浸透させるため、お
餅に空洞を作り、濃厚な味とモチモチ食感の韓国屋台風トッポ
キを再現しました。ピリ辛味のスープトッポキとマイルドなク
リーム味のロゼトッポキを販売中。

魔法のヤンニョム、マニカー参鶏湯

kankokuhiroba@ehiroba.ip

連絡先
ホームページ
所在地

www.ehiroba.jp
〒 169-0072 東京都新宿区大久保
1丁目 12番 1号

電話番号

81-3-3232-5400

ファックス

81-3-3200-2949

MEMO >

株式会社 ボリジャパン

BOOTH NO

A13-3

BORIJAPAN CO.,LTD.

会社紹介
当社は今年で設立26年目を迎え、大阪に本社を
置いています。
主要取扱商品は、夏林参鶏湯類や韓国直輸入生
マッコリなど韓国加工食品を専門的に輸入販売
しています。

冷凍参鶏湯、レトルト参鶏湯（800g）

担当者情報

参鶏湯は若鶏に高麗人参、もち米、ナツメ、ニンニク等の食材を詰めて

担当者名

キム ソンジェ

煮込んだ韓国伝統の料理です。冷凍参鶏湯は本場韓国の伝統の味を完

対応言語

日本語、韓国語

全に再現した製品であり、数多くの飲食店でメニューとして採用されて

E-mail

います。( 製造元：Harim)

韓国産のキムパ用海苔（100枚入り）
真空包装しており、日本の寿司海苔にも適している製品です。
( 製造元：Cheongjinyeong Fisheries Association Corporation)

ハンサバル生マッコリ PET 750ml
100% 生マッコリで韓国の伝統発酵酒です。( 製造元：兵営醸造 )

ksj0503jp@yahoo.co.jp

連絡先
所在地

大阪府大阪市平野区長吉川辺
3-15-4

電話番号

81-6-6709-6907

ファックス

81-6-6709-6908
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加工食品

KANGKOKU HIROBA CO., LTD.

株式会社 SJ CORE

BOOTH NO

B02

加工食品

SJ CORE CO.,LTD.

SJ CORE は
思い出の小学校
トッポキシリーズ
オリジナル（600g）

「思い出の小学校トッポキ」をオフラインで発
売以降、韓国では若い主婦層から人気を集め、
顧客の愛と声援に応えるため、常に心を尽くし
て最高のサービスを提供しています。また、新
たな人気商品の開発にも注力しています。

スープトッポキ韓国1位！

輸出国家 : アメリカ、カナダ、オーストラリア、シンガポール、クウェート

Cook Tokを代表する味、甘辛

担当者情報

いスープソースとミルトック
（小麦粉餅）の見事な調和。

ニュートロ（570g）
当時の思い出があふれるレトロ
感、スケソウダラで作った

担当者名

ジョン ソンミ (Jess Jeong)

対応言語

韓国語、英語

E-mail

連絡先

プレミアムなさつま揚げ入り。

ホームページ

カップトッポキ（163g）

所在地

ベストセラー！代表的な甘辛カップトッポキ！

global1@kukdduk.com

電話番号

http://www.kukdduk.com
11floor 50, Seolleung-ro 93-gil,
Gangnam-gu, Seoul, Korea
82-70-4652-1474

MEMO >

株式会社 チャッカントック

BOOTH NO

B08

GRC

会社紹介
質の良い材料を選別し、忙しい現代社会におい
てしっかりとした一食とヘルシーなデザート
文化をリードする会社です。

輸出国家 : アメリカ、カナダ、ニュージーランド、
オーストラリア、シンガポール、香港

チョコ餅
ベルギー産ダークチョコレートを溶か
したチョコクリームがたっぷり入ったリアルチョコ餅です。

はちみつベクソルギ
弊社人気製品で、韓国産のうるち米を使ったほろほろ食感のベク
ソルギに黒糖と黒ごまを混ぜた甘い蜜を挟んだお餅です。

はちみつかぼちゃソルギ
かぼちゃ粉末ではなく本物のかぼちゃを使った香り豊かで深い味わい
のはちみつかぼちゃソルギです。間に挟んだ蜜が甘く、お子さまから
大人までおいしくお召し上がりいただけます。
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担当者情報
担当者名

ハン ジウン (Seungcheol)

対応言語

韓国語、英語

E-mail

hanjieun@goodricecake.com

連絡先
ホームページ
所在地
電話番号
ファックス

https://www.goodricecake.com/
199, Gaya-ro, Gimhae-si,
Gyeongsangnam-do (Samgyedong)
82-70-4204-7992
82-55-311-8793

株式会社 カンウォン輸出

BOOTH NO

B13

会社紹介
弊社は韓国江原道で生産される商品の海外市場
拡大のため2020年に江原道地方政府、企業、
生産者団体の共同出資により設立された官民共
同出資企業で、江原道の優秀な農食品が世界中
の食卓に上がるよう貢献しています。

加工食品

GANGWON EXPORT CO., LTD.

輸出国家 : 日本、アメリカ、オランダ、台湾、ベトナム、ロシア、オーストラリア、中国

明太子餃子
明太子餃子には明太子、きざみ野菜、少量の刻んだ春雨が入っています。
餃子はフライパンや電子レンジで簡単に調理できます。

担当者情報
担当者名

リュ ドゥス (RYU DUSU)

対応言語

日本語（E-mail）
、韓国語

E-mail

mega556@naver.com

ソクチョ

束草式明太刺身冷麺
束草の伝統的な味、コシのある冷麺です。さっぱりしたトンチミ ( 大
根の水キムチ ) の出汁と柔らかい明太の刺身が調和しています。

新鮮パプリカ
韓国江原道で栽培される新鮮なパプリカです。
赤と黄色のパプリカを輸出しています。

連絡先
ホームページ
所在地

https://www.gwexport.co.kr/
56, Soyanggang-ro, Chuncheon-si,
Gangwon-do 303, BIO-5

電話番号

82-33-258-6778

ファックス

82-33-258-6769

MEMO >

テウン食品 株式会社

BOOTH NO

A04

テウン食品（株）は
韓国で「健康食品」という言葉の認知度が低かっ
た1981年から自然主義哲学を持ち、
「自然に近
く、より近く」という企業理念に基づいて健康機
能性食品、紅参・高麗人参製品、飲料、コーヒーを
製造・流通する総合食品専門製造企業です。

輸出国家 : ベトナム、中国、インドネシア

担当者情報

1日紅参 高麗紅参精（ONE A DAY KOREAN RED GINSENG EXTRACT）
1日鹿茸 高麗紅参精（One a day Deer Antlers Korean Red Ginseng）
高麗紅参茶（Korean Red Ginseng Tea）
公認認証を受けた企業付設研究所において韓国伝統原料の主要
成分を最大限活用した健康食品および健康機能性食品、コーヒー
飲料などを自社開発しており、GMP、HACCP、ISO9001
認証を受けた自社施設で衛生的に生産しています。

担当者名

コン ヒョンジュ (kong hyun ju)

対応言語

英語

E-mail

office20@twfood.co.kr

連絡先
ホームページ
所在地

http://www.twfood.co.kr
21, Daegeum-ro 196beon-gil, Daeso-myeon, Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do

電話番号

82-43-535-0621

ファックス

82-43-535-0626

MEMO >
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高麗人参・健康

TAEWOONGFOOD CO.,LTD.

株式会社 ハントラジ

BOOTH NO

A05

高麗人参・健康

HANDORAJI CO., LTD.

韓国の基礎科学研究院（IBS）は
キキョウに含まれる「プラチコジン D」に呼吸器
ウィルス感染予防および治療物質としての可能性
があることを確認し、論文を発表しました。弊社
はプラチコジン Dが 4倍も多く優れた効能を持つ
高麗薬トラジを世界へ広めています。

輸出国家 : アメリカ、日本、マレーシア、ベトナム

ハントラジプレミアム
5年以上育てた薬トラジを使用したハントラジプレミアムは、
梨、ゴーヤ、ヘチマ、ナタマメ、ミゾコウジュ、ナツメ、甘草を
加えて低温でじっくり煎じたエキスです。

のどすっきりハントラジ（粉末）
3年根薬トラジを蒸して乾燥させる工程を 3回繰り返し、からだ
への吸収率を最大限高めた製品です。

高麗薬トラジ プラチコジンD×4カプセル
健康管理が必要な方のためのハントラジ特級健康食品です。プラチコ
ジンD含有量が 4倍多いカプセルタイプで中高年層の男女に人気です。

担当者情報
担当者名

イ ボンソン (lee bongseon)

対応言語

日本語

E-mail

lee.bongseon@handoraji.com

連絡先
ホームページ
所在地

https://www.handoraji.com/
33, Gamasi 1-gil, Sapgyo-eup,
Yesan-gun, Chungcheongnam-do

電話番号

82-41-337-0775

ファックス

82-41-337-0775

MEMO >

京南製薬ジャパン株式会社

BOOTH NO

A11-3

KYUNGNAM PHARM JAPAN CO., LTD.

京南製薬は
人々の健康に役立つ医薬品の研究開発、生産、
販売、アフターサービスまで、お客様優先の方
針を目標として取り組んできました。創業以来、
64年間にわたって韓国のビタミン市場を先導
してきました。

担当者情報
担当者名

小川 喜三 (Ogawa Yoshimitsu)

対応言語

日本語

E-mail

レモナ散・レモナドリンク 100ml・レモナピンク
韓国で1983年に発売以来「韓国国民のビタミン」と言われ、
長く愛され続けている商品です。1包にビタミンC500mg とビ
タミンB2、B6が含まれており、いつでもどこでも水なしで美
味しく手軽にビタミンを摂取できます。
2020年から K-POP アイドル「BTS」がモデルを務め、
2021年には K-POP アイドル「TWICE」が就任。

MEMO >
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韓国パビリオン

sales@lemona.jp

連絡先
ホームページ
所在地

https://lemona.jp
〒 111-0053 東京都台東区浅草橋
1-13-6 浅草橋 ST ビル 5F

電話番号

81-3-5829-5875

ファックス

81-3-5829-5874

株式会社 天恵ジャパン

BOOTH NO

A13-2

会社紹介
健康と美容を目的に、低GI・低カロリーの食品
を提供いたします。海藻から作った麺・ビーズ
は料理を楽しむ食材として、チャンジャはヘル
シーおつまみ、高麗紅蔘ゼリーはダイエットサ
ポートとしてご提案致します。

担当者情報

高麗紅蔘ゼリー、チャンジャ
ダイエットサポートに最適な高麗紅蔘ゼリーと、コリコリ新食
感、低温熟成でまろやかな美味しいチャンジャをご紹介します。

海藻麺・海藻ビーズ
海藻麺・ビーズは植物性シーフード。「サラダ」、
「お惣菜」、
「ドリンク・デザート」にそのまま混ぜて、プチプチ食感と 5色
の色彩が楽しめます。

担当者名

加藤 和広 (Kato Kazuhiro)

対応言語

日本語

E-mail

kato@tenkeijapan.com

連絡先
ホームページ
所在地

https://www.tenkeijapan.com
〒 104-0051 東京都中央区 2-11-13
栗原ビル２階

電話番号

81-3-3534-7797

ファックス

81-3-3534-7798

MEMO >

農業会社法人株式会社 ハンバンド

BOOTH NO

B04

HANBANDO INC.

ハンバンド

農業会社法人（株）韓半島は
韓国ナツメ生産量の40%以上を占める慶山市に
あり、主要品目であるナツメ、リンゴナツメをは
じめ、桃などを生産・流通・輸出までワンストッ
プで行っています。慶山の地域特産物活性化はも
ちろん、世界化の先頭に立っています。

輸出国家 : 日本、アメリカ、ベトナムなど

慶山ナツメチップ（50g）
種子を取り除いて薄くスライスし、完全に乾燥させた製品です。スナッ
ク菓子のような食感とほのかに甘い風味でお子さまにも人気です。

慶山ナツメエキス（80ml × 30包）
水とナツメだけを長時間丹念に煎じた漢方宝鑑ナツメエキスはまるで
フルーツジュースのようにナツメそのものの甘みを強く感じられます。

神仙茶（3g × 12個入）
漢方宝鑑神仙茶にナツメの種と伝統漢方薬材を加え、いつでもどこで
も手軽にお召し上がりいただけるティーバッグタイプの浸出茶です。

担当者情報
担当者名

べ ガンチャン (BAE GANG CHAN)

対応言語

韓国語、英語

E-mail

hanbando@hanbandokr.com

連絡先
ホームページ
所在地

https://www.hanbandokr.com/
11, Gaya-ro 66-gil, Jillyang-eup, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Republic
of Korea

電話番号

82-53-854-7666

ファックス

82-53-852-5542
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高麗人参・健康

TENKEI JAPAN CO.,LTD.

農業会社法人株式会社 モイ食品

BOOTH NO

B24

高麗人参・健康

MOIFOOD

農業会社法人モイ食品は
農産物の成分を高めて価値を証明する企業です。
ヘルシーな効果があるとされる農産物の栽培、加工、
生産、流通を行っています。また農産物を主原料と
して体に健康的な効果をもたらす加工法や配合量の
研究を重ねて製品を商用化しています。

金冠 冬虫夏草
冬虫夏草製品初のスライスタイプで個包装されており、調理、保
管、携帯に便利なため幅広い消費者層に選ばれています。形状、
色、サイズ、成分にバラつきが少なく完成度の高い製品です。

金冠茶
有機農産物、国際ヴィーガン、EAC、FDA などの各種認証を受けた冬虫
夏草を加工し、有機加工品認証を受けた製品です。特許ベースのロース
ティング技法により、よりあじわい深い風味をお楽しみいただけます。

金冠 山参培養根濃縮エキス
呼吸器に効果があるとされる原料を伝統釜方式で 72時間心を込
めて濃縮加工した製品です。90日間の発酵蒸熟を経てサポニン
に特化されたキキョウを使用しています。

輸出国家 : アメリカ、ベトナム、インドネシア、シンガポール

担当者情報
担当者名

ジョン ジュンヒョン (Jeon jun hyeong)

対応言語

韓国語

E-mail

moifoodinc@naver.com

連絡先
ホームページ
所在地

https://www.moifood.com/
32, Bihwajung-ro, Angang-eup,
Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do

電話番号

82-54-761-0239

ファックス

82-54-761-0238

MEMO >

ウェルバイオ

BOOTH NO

C19

WELL BIO

会社紹介
HACCP 施設を構築して安全性、健全性および
品質を確保して飲料を研究開発し、競争力のあ
る経営基盤を固めています。当社は消費者の元
気な生活に寄与するため、今後も社を挙げての
努力を続けて参ります。

輸出国家 : 中国、アメリカ、マレーシア、台湾、ベトナム

担当者情報
元蔘-D（高麗人参飲料）100ml
高麗人参抽出物にはちみつ、ビタミン、ニコチン酸アミドを配合
した現代人のための高麗人参ドリンクです。

高麗蔘 -D（紅参飲料）
紅参濃縮液、ナツメ濃縮液などの漢方濃縮液とビタミンを配合し
た紅参ドリンクです。

ビタコラーゲン 5000
肌美容に良いフィッシュコラーゲンにザクロ濃縮液、ブルーベ
リー濃縮液、ビタミンを配合したビタコラーゲンドリンクです。

MEMO >
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韓国パビリオン

担当者名

パク ヒギョン (PARK HEE KYUNG)

対応言語

日本語、韓国語、中国語

E-mail

taekey22@hanmail.net

連絡先
ホームページ
所在地

https://wellbio.net/
WELL BIO, 11, 5sandan 4-gil,
Chungju-si, Chungcheongbuk-do

電話番号

82-43-847-9430

ファックス

82-43-851-9430

株式会社 エンフード

BOOTH NO

C22

会社紹介
創業 24年、液状シロップと機能性ゼリー飲料
をメインにして、GMP 又は HACCP 認証を受
け、液状茶、フルーツシロップ、小包装濃縮液、
ゼリー等を製造する健康機能性食品専門の製造
会社です。（OEM/ODM もお受け致します）

輸出国家 : 日本、ベトナム、マレーシア、シンガポール

高麗人参・健康

NFOOD CO., LTD.

担当者情報

NEW コラーゲンビタゆずゼリー
コラーゲンとゆず果汁が主原料の老若男女に好まれる製品です。

クイーンズチョイスプラス
コラーゲン、エンジュの実、ハイビスカス抽出物が主原料の中年
女性向け製品です。

ミスター強骨カルシウム
カルシウムとホエーパウダーなどが主原料のお子さま向け製品です。

担当者名

康 迪魯 (Mr. Kang)

対応言語

日本語、韓国語、英語

E-mail

jyuknokang@gmail.com

連絡先
ホームページ
所在地
電話番号

http://www.adetime.co.kr
86, Gak-ri, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungbuk,
KOREA
81-90-8044-3122

MEMO >

朝日食品 株式会社

BOOTH NO

A14-1

会社紹介
食べることは生涯にわたって続く基本的な営み
です。私たちは心と身体の健康を維持し毎日を
生き生きと暮らすための「安心・安全」な食品
を社員一丸となり厳選しています。世界中に広
がるネットワークを通じて、皆さまに喜んで頂
ける食材を自信を持ってお届け致します。

柚子茶（ポーションタイプ）
ハチミツゆず茶は韓国最大の産地で厳選されたゆずを原料に美味しいハチ
ミツをブレンドした人気商品です。ゆずジャム、カクテルおよびドレッシン
グとしても楽しめます。

BTS Drip Coffee
BTSメンバーの魅力をより際立たせるパープルカラーのお洒落なパッケージ入
りドリップコーヒーは、最高級エチオピアのイルガチェフェを100% 使用。

ブルダック炒め麵
「中毒性がある」旨辛ラーメン。
麺はもちもち、タレは旨辛。評判通りの辛さです。

担当者情報
担当者名

程 禎珌

対応言語

日本語、韓国語、英語

E-mail

trans@asahifood.net

連絡先
ホームページ
所在地

http://asahifood.net
埼玉県八潮市八潮４丁目１３- ３

電話番号

81-3-6822-3147

ファックス

81-3-6893-3184
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その他

ASAHI FOODS CO.,LTD.

CSF 株式会社

BOOTH NO

B09

その他

CSF CORPORATION

会社紹介
32年の歴史を持つ食材および食品添加物専門の
流通業社で、大企業を含め500社以上に納品してい
ます。 長年に渡る多くの取引先との取引により競争
力のある価格で製品をソーシングし、積極的に輸出
事業を展開している企業です。

輸出国家 : 中国、ベトナム、マレーシア、シンガポール

ポリフェノール／ポリパワー
自社開発特許原料使用、コレステロール低下、抗酸化効果、
免疫力強化、ダイエットサポート。
（ポリフェノール：一般飲料／ポリパワー：健康機能食品）

海苔巻き用海苔／海苔ふりかけ／海苔スナック
最上級の原料を使用、優れた品質および
競争力のある価格。（PB-OEM可能）

豆乳飲料
ダイエットをサポートする飲料で、
韓国産大豆を使用した豆乳シリーズ。

担当者情報
担当者名

チョン ジュンヨン (CHEON JUN YOUNG)

対応言語

韓国語、英語、ベトナム語

E-mail

csf7131@csfood.com

連絡先
ホームページ
所在地

http://www.csfood.com/
7, Yeonan-ro 58beon-gil, Dongnae-gu, Busan anrac-dong

電話番号

82-51-531-8276

ファックス

82-51-531-8277

MEMO >

ソガ農業会社法人株式会社

BOOTH NO

C04

SEOGA CO., LTD.

会社紹介
ドラジ正果は手間と時間がかかるため祭日や祝宴
など特別な日に食べられてきました。蜂蜜や砂糖
に長期間漬け込むため、独特のほろ苦さとほのか
な甘みが広がります。ドラジ正果を通して宮廷の
真心がこもった伝統美を感じてみてください。

輸出国家 : アメリカ

きなこドラジ正果（140g）
きなこドラジ正果（70g）× 2瓶入。韓紙を使用した円筒パッケー
ジで高級感と洗練された伝統美を表しています。

ドラジ正果（210g）
まるで採れたてのようなドラジの形を生かした製品です。きな
こをまぶさずキキョウ根をまるごと使用した製品で、豊かな深い
香りを感じてください。

ドラジエキス
蜂蜜漬けにしたキキョウ根から抽出したエキスにカットしたキキョウ
根を加えました。甘くまろやかな味わいと食感が魅力です。

MEMO >
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韓国パビリオン

担当者情報
担当者名

キム チャムビン (KIMCHAMBIN)

対応言語

韓国語、英語

E-mail

ckaqls97@naver.com

連絡先
ホームページ
所在地

https://www.seoga.co.kr/
39, Jeongok-gil, Oedong-eup, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do seoga

電話番号

82-54-775-4949

ファックス

82-54-624-0680

Memo
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韓国パビリオン

現地専門家ネットワークによる
日本市場開拓を応援します！
デザイン・ラベル・通関・法律諮問など日本最高レベルの
専門機関と連携した韓国食品の日本市場への進出支援事業

詳しくはaTcenter公式
サイトの現地化支援事業ページへ

韓国農林畜産食品部

