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㈱BKバイオ
BK bio Co., Ltd.

Booth No,
B-01①http://www.bkbio.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

クォン ソンホ（Steve Kwon）
2706-38, Iljudong-ro, Gujwa-eup, Jeju-si, Jeju-do , Korea

stevekwon@bkbio.com
+82-64-753-8600
+82-64-782-6188

BKバイオは、2000年に設立され、機能性食品などに使用されるバ
イオ素材を専門的に研究開発し、生産する専門企業です。 エコ製
品開発にさらに拍車をかけるために、最先端の研究装備と生産設備
を備えた済州島工場を2015年に竣工させ、グリーン認証のエコ技
術を導入して持続可能な経営を実現するために努力しています。

カカオフレンズスムージー
ライセンスキャラクターボトルジュース。かわい
いボトルキャップカバーはリサイクル可能です。
4つの素晴らしいテイスティングフレーバー：
アップル、マンゴー、キウイ、ピーチ

ハンラボン＆みかんジュース
済州の自然で作りました。
HACCP認証
0％の水、ハンラボン、タンジェリン、ブドウ
のみを使用しています。

飲
料

㈱チョン食品
Dr. Chung's Food Co., Ltd.

Booth No,
B-01②www.vegemil.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

チェ キュジン（ Choikyu Jin）
124, Sandan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do, Korea
qpqhsi@vegemil.co.kr
+82-2-3484-9369
+82-43-268-2342

1973年から始まり、40年間豆乳産業を牽引してきたトップ企業
チョン食品です。 FSSC22000(食品安全システム)、HACCP(食品安
全管理認証基準)認証、IFANCA HALAL、 FDA APPROVEDを獲得
し、食品衛生と安全性が認められ、より良い製品生産とサービス提
供を通じて、世界の人々の健康増進を目標に日々活動しています。

飲
料

⿊⾖⾼カルシウム⾖乳
国産⿊豆の豊かな味と⾹り！
カルシウムが入り、栄養豊富なプレミ
アム豆乳

⿊⾖、アーモンド、クルミ
⾼カルシウム⾖乳

4種のナッツの⾹ばしい味と国産⿊豆の豊
かな栄養を詰め込んだ飲み応えのある食
事代わりの豆乳

甘いベジミルB
ベジミールの定番商品、甘いピーナッツの
⾹りと大豆本来の淡泊な味のハーモニー!
大豆特有の⾹りが苦手な方でも摂取しやす
い製品



アロエファーム営農組合法人
Aloe Farm Agriculture Association http://www.aloefarm.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ハ ジウン（Ha Jieun）
282, Eumnae-ro, Geoje-myeon, Geoje-si, Gyeongsangnam-
do , Korea
aloefarm@naver.com
+82-55-633-5575
+82-55-633-5777

アロエファーム営農組合法人は、1990年アロエ農場としてスター
トし、2次加工として内需および輸出を行うため2006年12月に法人
を設立しました。 現在、フランス、ロシア、⾹港に輸出していま
す。本社が位置する巨済で、多くの海風と太陽の光を受けながら
育った、健康なアロエを使用した製品を販売しております。 安全
で健康な食品を作ろうというスローガンで努力する会社です。

アロエ＆ザクロ蜂蜜茶 アロエ蜂蜜茶 オーガニックアロエゲル

飲
料Booth No,

B-01③

㈱イルファ
Ilhwa co.,ltd.

Booth No,
B-02③www.ilhwa.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ギョンウォン（Lee Kyungweon）
21, Sangil-ro 6-gil, Gangdong-gu, Seoul 5F, Korea

hekiru@ilhwa.co.kr ／ hekiru@ilhwa.net 
+82-31-550-0317
+82-31-550-0118

一和は、高麗人参、飲料、医薬品を通じた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活用して、世界30か国以上に輸出されるさまざまな高
麗人参製品と飲料を製造しています。当社の主要ブランドであるGINST15は、特許取得済
みのプロセスを使用して、通常の高麗人参の4倍の速度で15倍の吸収力を持つ生物学的に
利用可能な高麗人参濃縮液を製造しています。 チョジュン炭酸水などの飲料は、トップ3
大鉱泉とされている炭酸水を使用しています。 一和ブランドの製品だけでなく、プライ
ベートブランドまたはカスタム配合製品ののサービスも提供しています。

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。

メッコール （炭酸飲料）
大⻨原料使用／カフェインゼロ／⾊素ゼロ
1982年に発売された韓国初の⻨炭酸飲料。 発売後30年間で50億
缶以上販売されました。

飲
料



韓国の基礎科学研究院でキキョウ成分プラチコジンDの「コロナウイルス抑制効果」論文を発表
した。 キキョウは東洋医学で数百年間呼吸器の健康と免疫力増強に活用してきた検証された薬
剤である。

ハントラジ営農組合法人
handoraji farming association corporation

Booth No,
A-06https://www.handoraji.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

リ ボンソン（Lee Bongseon）
33, Gamasi 1-gil, Sapgyo-eup, Yesan-gun, 
Chungcheongnam-do 285, ga-ri , Korea
lee.bongseon@handoraji.com
+82-41-337-0775 ／0476-96-2296(日本）
+82-41-337-0775

コロナウイルスの予防と治療に有効な成分(PlatycodinD)が豊富なキ
キョウ.。薬用キキョウは呼吸器の健康と免疫力増強に優れた効能
があり、コロナ時代に最高のスーパーフードです。

桔梗粉末濃縮スティック 桔梗プレミアムエキス

健
康
食
品

韓国の基礎科学研究院でキキョウ成分プラチコジンDの「コロナウイルス抑制効果」論文を発表しました。
キキョウは東洋医学で数百年間呼吸器の健康と免疫力増強に活用され、検証された薬剤です。

http://www.kyungnamjapan.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

洪 智惠
東京都台東区浅草橋1-13-6 浅草橋STビル5階

info@lemona.jp
03-5829-5875
03-5829-5874

私たち京南製薬は、人類の健康に役立つ医薬品の研究開発、生産、販売、
事後サービスに至るまで、顧客優先の方針を打ち出した結果、創業以来
63年間にわたって韓国のビタミン市場を先導してきています。
これから京南製薬は、人気商品の持続的な育成と未来の健康食品研究開
発、積極的な施設投資、専門人材の育成補強などを通じて未来の成⻑動
力を確保し、積極的な経営で競争力を高めていきます。

健
康
食
品

京南製薬ジャパン㈱
Kyung Nam Pharm JAPAN Co.,Ltd

結(ギョル)コラーゲン
吸収が早い低分子フィッシュコラーゲンを使用
しており、さらにコラーゲン合成を手伝うビタ
ミンCが含まれております。飲みやすいブルー
ベリーの味で、スティック型ですので持ち運び
やすく水なしでも飲めるのでいつでもどこでも
手軽にコラーゲンを摂取することができます。

Booth No,
A-21

レモナドリンク100ml
1本(100ml)から摂取できるビタミンCは
500mg。ビタミンC以外にもB2、B6をす
べて摂取することができます！
保存料不使用。

レモナ散
1983年から韓国で⻑らく愛されてきた商品です。ビ
タミンCが500mg含まれており、ビタミンB2、B6も
配合されているので疲労感を感じる方や妊娠中の方
などビタミンの摂取が必要な方に適した散製です。
2020年韓国今年のブランド大賞。「今年のビタミン
剤」で2006年〜2020年20年連続受賞 (韓国消費者
フォーラム主催)



Booth No,
B-09①http://sorobio.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

チョ スリン（Cho Surin）
109, Ballyong-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 311, 
Korea
sorobio@naver.com
+82-70-7732-5569
+82-63-213-1196

ソロバイオは2016年に天然粉末素材の加工を目的に設立されまし
た。原料の味と栄養が変わるのを防ぎ、原料の栄養の体内吸収率を
高める技術を保有し、国内最高品質の大豆微分を安定的に供給して
います。

⾖乳＆グラノーラ ミックス（粉）
カップに水と豆乳を入れてよくかき混ぜて
ください。
グラノーラを入れてお楽しみください。

健
康
食
品

⾖乳＆グラノーラ
大豆、⿊豆、⽞⽶、大⻨など様々な粒にグ
ラノーラを加え、栄養素の損失を最小限に
抑えたナノテクノロジー加工法（気流粉砕
法）で微粉砕した粉末茶です。

㈱ソロバイオ
Sorobio co.,ltd

農業会社法人㈱デザイン農夫
DESIGNNONGBOO CO LTD

Booth No,
B-09②

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ヒョンジュン（Kim hyunjung）
1-130, Dogang-gil, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 
Korea
jack532@naver.com
+82- 63-542-5328
+82- 63-542-5322

韓国産農産物を小型包装、加工化し、韓国優秀企業・消費者と直接取引
を行うことで、農業付加価値・国内産農産物消費を主導する企業です。
主な取扱品目は穀物小分け包装、雑穀ギフトセット、穀物を活用したミ
スカル、協約農場製品、企業のオーダーメイド商品などがあります。
様々な商品を生産、加工、流通、販売にいたるまでワンストップ体制で
手かけており、全羅北道「スター小商工人」として選定された企業です。

その他 ⿊⾖炒り粉
⿊⾖粉

小⾖炒り粉

健
康
食
品

⿊⾖茶
⿊豆を100％焙煎したヘルシーティー。

小⾖茶
韓国産の小豆100％で作ったお茶
食物繊維が豊富な小豆を、簡単に摂取ヘルシー
な穀物茶。小豆に含まれているサポニンが水分
代謝およびむくみに役立ちます。

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



乳酸菌発酵カキエキス(⾝⻑成⻑、骨の健康)

㈱海洋生物工程
Marinebioprocess Co., Ltd.

Booth No,
B-09③http://www.mbpc.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イム ヨンソク（Lim Youngseok）
7, Hoenggye-gil, Ilgwang-myeon, Gijang-gun, Busan #B-
104, Marine Bio-industry Development Center , Korea
young_seok82@naver.com
+82-2-722-5453
+82-2-722-0020

㈱海洋生物工程は、海洋生物原料を活用した新素材開発のリーディ
ングカンパニーであり、BIO-Conbersion発行技術を通じ天然新素
材常用化の道を開拓してきました。自社開発の乳酸菌
(Lactobacillus Brevis BJ20)で自然発酵させた昆布抽出物(FST)は、
韓国食薬庁個別認証2件収得済み、その他牡蠣抽出物、⽶の胚芽の
抽出物などがございます。

健
康
食
品

タウリンを多量に含んでいるカキのグルタミン
酸から生物転換工程、GABAを生産する発酵工
程を通じて機能性GABAを含む乳酸菌発酵抽出
物を開発しました。
この抽出物は、子供の⾝⻑と骨の成⻑に役立ち
ます。 2019年7月から釜山大学韓方病院におい
て、 5~9歳の児童100人を対象に⾝⻑成⻑に関
する臨床試験を24週間実施した結果、有意義
な結果が得られ、骨の健康臨床実験を目前に控
えており、⾝⻑成⻑機能性原料として食品医薬
品安全処に個別認定申請を準備しています。

動物実験・臨床実験完了
日本・米国・欧州特許3件、韓国特許3件

SCI級論文9件改題

Lacto ライスGABA
世界的、医薬生理学的に効能を発揮し
ているGABA素材を自社の特許発酵工
法により自然発酵による高濃度GABA
へ転換させました。⽶の胚芽の天然発
酵素材でどの食品にも適用できる自然
発酵高濃度GABA素材です。

乳酸菌発酵カキエキス(⾝⻑成⻑、骨の健康)

バイオコリア㈱
BIOKOREA CO, LTD

Booth No,
B-10③http://www.healthkhan.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ミンギョン（Lee Minkyung）
202, Taewon Bldg, 8, Baekjegobun-ro 39-gil, Songpa-gu, 
Seoul , Korea
parrot76@empas.com
+82-2-538-8825
+82-2-467-8825

天然物由来の肝臓に効くエキス
健康機能食品 (韓国の食品医薬品安全処 健康機能性原料の認定番号 No.2011-22号)

- 肝臓（肝）機能の改善と記憶力の改善に役立ちます。
15g/1スティック(包) 、10スティック/1インボックス、3インボックス（30包）/1箱

健
康
食
品

バイオコリア㈱は、人類の健康のためにたゆまぬ研究開発、徹底し
た原料の栽培•生産•購入•保管をしています。優れた製造設備
（GMP、HACCP、アメリカFDA工場登録設備、ISO9001の認証）
を保有している㈱ヒュオンスナチュラルと専門家が科学的根拠と配
合で徹底したQA、QCに優れた製品を生産•流通•販売•供給していま
す。



韓国

朝日食品㈱
ASAHI FOOD Co.,LTD.

Booth No,
A-10http://www.asahifood.net

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

程 禎珌（チョン ヨンピル）
東京都荒川区⻄日暮⾥6-65-1

trans@asahifood.net
03-6822-3147
03-6893-3184

茶
類

* 韓国食品の輸入卸（加工食品、農水産物）

* 日本食品の海外輸出（アメリカ、カナダ、中国、韓国）

* 国内農産物の販売（⻑野県産⽩菜、サニーレタス）

＊三養食品㈱ 特約店＊コッセム食品㈱ 総代理店

㈱コッセム食品
KKOH SHAEM FOOD CO,LTD

Booth No,
A-11http://www.ksfs.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ソンジン（Kim Sungjin）
82, Jugyeopsan-ro 35beon-gil, Soheul-eup, Pocheon-si, 
Gyeonggi-do, Korea
ksj@ksfs.co.kr
+82-31-541-9921
+82-31-541-9933

1965年の創立以来、蜂蜜・液状茶・粉末茶・浸出茶の先端設備を
備えた韓国唯一の食品製造専門企業です。
自然と人間を第一にする価値創造の経営方針として韓国はもちろん
海外約30カ国に輸出するグローバル企業に成⻑しております。
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。

蜂蜜パッションフルーツ茶 蜂蜜ゆず生姜茶
ゆずの甘酸っぱさとジンジャーの辛く
てほろ苦い味がよく調和し、果物の味
が活きている液状茶です。

茶
類

くるみ＆アーモンド＆ハト⻨茶
ナッツや穀物がたっぷり入った⾹ばし
い粉末茶です。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。



㈱茶情（ダジョン）
DA JUNG CO., LTD. https://www.damizle.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ヒョンア（Lee hyeona）
28, Yeongil-ro 97beon-gil, Yeongjung-myeon, Pocheon-si, 
Gyeonggi-do, Korea
trade1@damizle.com
+82-31-542-6656
+82-31-543-1375

韓国のEmart、Traders、COSTCO、Cafe Beneなどの地元の小売業者に
製品を供給し、良い食品と韓国の伝統文化を輸出するリーダーとし
て30か国以上（日本、台湾、⽶国、カナダ、ベトナム、⾹港、中国
など）に輸出しています。
食品の安全性のため、衛生的で安全な食品を製造するために海外で
当局が認めているFSSC22000証明書とHACCP証明書を取得しました。

果肉入り濃縮エキス
スティック1本で簡単に飲み物が作れます。
果肉をすりつぶしてあるので、果物の独特
の味を味わうことができます。
2つの果物がちょうどいい割合で混ぜられ
ているので、水を注ぐだけで簡単にカフェ
飲料が作れます。

蜂蜜生姜濃縮エキス
生姜は免疫に良いことが知られているため、
コロナウイルス以降、生姜茶の国内外の購
入者需要が大幅に増加しています。
生姜の果肉が入っているので、オリジナル
の生姜の味を楽しめます。

フルミックスシェイクシリーズ
食事の代わりに水を注いで食べることがで
きます。

茶
類 Booth No,

A-12

㈱TEAZEN農業会社法人
TEAZEN INC.

Booth No,
A-19http://www.teazen.co.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ホンジェ（Kim Hongjae）
80-23, Daeun-gil, Gyegok-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-
do, Korea
trade3@teazen.co.kr
+82-61-534-6887
+82-61-534-6400

TEAZENは、「茶禪」からインスピレーションを受けて作られたブ
ランドで、現代人にお茶を通じて心と体に深い安らぎを伝えるとい
う意味が込められています。40年経験の健康食品専門家と共に、企
業付設R&Dセンターの体系的な研究を基に、おいしくて簡単な機能
性茶製品を開発し、新しい健康ライフスタイルを提供します。

エナジーティー
いつでもどこでも冷水で燃やすことができるパウダース
ティックタイプ。最高の味と最適なカフェインを備えた低
カロリーのエネルギードリンク（カロリーはありません！
グラスあたり15kcal / 250ml）。ガラナ70mg、タウリン
1,000mg、L-カルニチン由来の天然カフェイン>トリプル
ブーストエナジーアップ。

コンブチャ
有機酸が多く含まれているため、朝の
空腹時に飲むのではなく、食後に飲む
ことをお勧めします。
毎朝疲れているときに飲むことをお勧
めします。

茶
類

グレープフルーツティー
主要原料には1,000mg のグレープフルーツ抽出
物が含まれています。緑茶エキスパウダーとL-
カルニチンを加えて軽くもう一度！カジュアル
に楽しめる低カロリー飲料。包装:個別のス
ティック包装で、衛生的で携帯しやすいです。



農業会社法人㈱チョロクウォン
Cholocwon Co.,Ltd.

Booth No,
B-02①http://www.cholocwon.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ミョン スンギュ（Myeong Seunggyu）
45-15, Pyeongsa 1-gil, Jillyang-eup, Gyeongsan-si, 
Gyeongsangbuk-do, Korea
para9804@naver.com
+82- 53-852-3000
+82- 53-852-0600

チョロクウォンは顧客の皆様の健康を最優先に考え、信頼できる茶類文化定着へ基本理念を置き常に
努力しています。品質向上とより衛生的な製品生産のためにすべての過程の自動化推進とともに原料
入庫から完成品出庫まで徹底した品質管理に最善を尽くしています。また、より優れた原料を通じた
良い製品生産のために⻑期間努力し、環境にやさしい製品の開発に成功し、顧客の皆様により良い製
品、信頼できる製品を届けるために最善を尽くしています。2016年には韓国最大ゆず産地の全羅南道
高興（コフン）に第2工場を竣工し、ゆずの収穫から完成品流通までSCM(Supply Chain Management) を
完璧に構築、顧客の皆様がより合理的な価格でより良い製品をお買い求めいただけるようにしました。
これからも一層努力し続けるチョロクウォンになります。顧客の皆様の更なる関心と声援お願いいた
します。

蜂蜜ゆず茶
1. 厳しい基準の下で、100%環境に優しい、または最高品質

の原料
2. 柑橘類収穫によるSCM（サプライチェーンマネジメント）

茶
類

ロッテ酒類ジャパン㈱
LOTTE LIQUOR JAPAN CO.,LTD.

Booth No,
A-22https://company.lottechilsung.co.kr/kor/main/index.do

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

伏見 愛菜
東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル2309

a.fushimi@lotteliquor.com
03-5484-1234
03-5484-1845

酒
類

ソウルマッコリ
ソウルマッコリは主原料であるお⽶の旨みが豊かな
味わいを作り上げ、乳酸由来のやさしい甘みと、微
炭酸のすっきりとした口当たりが特徴です。食事と
の相性も良く、マッコリを初めて飲む方にも親しみ
やすい味わいです。

チョウムチョロム
2006年2月に「鏡月」の製造元である斗山社が韓国で
発売した焼酎。韓国語で「はじめてのように」を意
味する感性的なネーミングと、やわらかな口当たり
で、特に若者からの支持を集め、韓国国内で販売100
日にして6300万本を売り上げた商品です。

HOT6
韓国のエナジードリンク市場ナンバー１ブランドの
ＨＯＴ６です。ガラナエキスやアルギニン、ビタミ
ンＢ２などを配合しており、やさしい味わいの仕立
てになっているので、老若男女誰でもおいしく飲用
できます。

ー 韓国ロッテ七星飲料㈱酒類BGの日本法人
ー 1980年設立
ー 主な業務は韓国で製造されたお酒『鏡月、ふんわり鏡月、

ソウルマッコリ』を日本に輸入し販売
ー 2013年から飲料製品取り扱い開始



㈱瑞韓
ZUIKAN CO.,LTD https://www.kfoods.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

宮本 明弘
埼玉県川口市南鳩ヶ谷1丁目26-8

director@zuikan.co.jp
048-280-1381
048-280-1386

酒・食品の輸入専門商社として日本と韓国の食文化を両国の方々に幅広
く紹介し、貢献できるよう常に努力しております。
商品の企画、開発、輸入、輸出、販売、すべてにおいてお客様のニーズ
に応えられるように取り組んでおります。
単なる商社としてではなく、日韓両国における独自の存在価値を築いて
いけるよう、今後も日々邁進する所存です。

酒
類

ソウル月梅（ウォルメ）米マッコリ
最新の設備で完全低温熟成、滅菌処理をした韓国ソウル首
都圏シェア90％、全国シェア60％を誇る㈱⻑寿マッコリ
の製品です。小⻨を使用せず、100％⽶を使用、しかも、
日本の⽶に品質の近い韓国産⽶を使用し、微炭酸を加える
事で、圧倒的な爽やかさと透明感に仕上がりました。まさ
に韓国で飲んだあの味をお楽しみ頂けます。

抱川（ポチョン）マッコリ（米、梨）
韓国のマッコリの名産地、抱川で造られました。旬
麗な山の澄んだ水で製造された甘味と清涼感が抜群
のマッコリです。韓国で人気フレーバーの梨を加え
た２種類をご用意しております。

Booth No,
A-23

⻑紅参（チャンホンサム）マッコリ
高麗人参の高級品『紅参エキス』が入ったマッコリです。
紅参には疲労回復、免疫力増進、血流改善他、多くの効
能があると言われ、特に低血圧症の改善、抗がん効果は
科学的に立証されております。日本初上陸の新商品で、
流行に敏感な韓国ファンと紅参ファンから圧倒的な支持
を頂いております。

㈱BSJ
BSJ CO.,LTD

Booth No,
A-24https://www.bekseju.co.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

朴 世棚
東京都中央区日本橋箱崎町20-1 箱崎NSOビル７F

sbpark@bekseju.co.jp
03-6231-1570
03-6231-1575

㈱BSJは韓国を代表する酒類メーカー「麹醇堂（クッスンダン）」
の日本法人として2007年に設立され、主にマッコリや百歳酒等、酒
類の輸入販売を展開しています。

酒
類

1000億プリバイオマッコリ
・1000億個の乳酸菌をマッコリ1本で！
乳酸発酵を重ね、1本当たり1000億個の乳酸菌
を培養に成功！世界初!!
・プリバイオティクスで体内のお掃除
フラクトオリゴ糖などのプリバイオティクスは、
腸内の善玉菌（乳酸菌など）の栄養源となり、
腸内フローラを改善し、健康の増進維持に役立
つことが期待されています。

米マッコリバナナ
甘〜いバナナ！マッコリ初！バナナ味☆
常温・⻑期保存可能（製造日から2年）
炭酸添加！★生マッコリのような清涼感！
ビールのように飲みやすい！お酒が苦手な方に
もおススメ
低アルコールAlc.4％

米マッコリモモ
天然の桃果汁入りでビタミンC豊富☆お肌ピチ
ピーチ！
常温・⻑期保存可能（製造日から2年）
炭酸添加！！しゅわしゅわ〜で清涼感あふれる！
発酵酒特有の後味をカット！マッコリが苦手な方
もOK！
低アルコールAlc.3％



ウリスル・ジャパン㈱
WOORISOOL JAPAN CO.,LTD

Booth No,
A-25http://maggulli.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

神野 理恵
東京都江⼾川区南小岩6-28-14 杉本ビル4F

eigyojimu@maggulli.jp
03-3672-8101
03-3672-8102

天然と匠人の精神から作られ、科学的に飛躍したウリスル。
法今規則を尊守し、高い倫理観を保って地域社会に貢献できる企業
活躍を行います。感謝の気持ちを持ち、物心両面の幸福を追及しま
す。世界中の人々の味覚になじむように多様な製品を研究していま
す。

酒
類

やわらかみかん
甕仕込みにより、りんごから醸し出された原酒を
蒸留し、みかん果汁を加えました。りんごの⾹り
にみかんの甘みと酸味が加わり、絶妙なハーモ
ニーを生み出します。

ジョウンデーマンゴー
ジョウンデーは智異山清浄地域内の海抜７００ｍの
高地にあり、地下３１４ｍから湧き出る天然岩盤水
を１００％使用して作り出した弱アルカリ性焼酎で
す。

ジョウンデーライチ
ジョウンデーは智異山清浄地域内の海抜７００ｍ
の高地にあり、地下３１４ｍから湧き出る天然岩
盤水を１００％使用して作り出した弱アルカリ性
焼酎です。

麹醇堂
KOOKSOONDANG

Booth No,
A-26http://www.bekseju.co.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

麹醇堂は酒を醸す際、「人を優先に考える」という精神に基づき、
韓国を代表する名酒を作るために努力しております。

酒
類

生マッコリ
・日本国内生マッコリ 販売No,1！！

植物繊維豊富！糖質ゼロ！
腸内環境が良い生きた乳酸菌が80億コ！
微炭酸でフレッシュな味わい！

・発酵制御技術
密閉キャップで外部空気を遮断し、徹底
した冷蔵管理で 鮮度が⻑く保ちます。

1000億プリバイオマッコリ
・1000億個の乳酸菌をマッコリ1本で！

乳酸発酵を重ね1本あたり1000億個の乳酸菌
の培養に成功！世界初！！

・プリバイオティクスで体内のお掃除
フラクトオリゴ糖などのプリバイオティクス
は、腸内の善玉菌（乳酸菌など）の栄養源と
なり、腸内フローラを改善し、健康の増進維
持に役立つことが期待されています。

百歳酒
・厳選したお⽶と体に良いとされるハーブ

（高麗人参、天草他10種）を仕込み、醸
しだした体にやさしいお酒です。ハーブの
持つ上品な⾹りと口に含んだ時の柔らかい
甘さ、旨味、キレのよい後味が特徴です。

・飲み方
食前酒、食中酒（冷酒がおすすめですが、
熱かんも韓方の⾹りがし、魅力的です）

朴 世棚（Park Sebung）
NSO Blg 7F, 20-1 Nihonbashihakozakicho, Chuo-ku, 
Tokyo-to 103-0015 Japan
sbpark@bekseju.co.jp
03-6231-1570
03-6231-1575



ウリスル㈱
WOORISOOL CO.,LTD

Booth No,
A-27http://www.woorisool.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム スンヒョン（Kim Soonhyun）
29, Daeboganseon-ro, Jojong-myeon, Gapyeong-gun, 
Gyeonggi-do 29 , Korea
ksh716716@gmail.com
+82-31-585-8525
+82-31-585-8529

京畿道加平（キョンギド カピョン）に位置した伝統酒製造企業で、
2013年業界最初HACCP認証を獲得。一日最大生産量10万リットル、
現在、日本、中国、オーストラリア、アメリカ、カナダ、ベトナム、
カンボジアなど20カ国以上へ輸出中。衛生、品質、最先端設備の3
拍子をすべて備えた(株)ウリスルは韓国国内だけでなく世界有名酒
類品評会でもその真価が認められています。

SPARKLING RICE MAKGEOLLI
韓国の伝統的な⽶のお酒です。

酒
類

Booth No,
A-28

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

有賀 浩紀
東京都足立区鹿浜6-11-13

aruga@e-don.co.jp
03-5837-2208
03-5837-2308

酒
類 ㈱E-DON

E-DON https://www.e-don.co.jp/

株式会社E-DONは、主に韓国酒類の輸入卸販売を行っております。
2010年にブランドマークを「E-DON」にリニューアルしました。アルファ
ベットのOの中心に浮かび上がる甕（かめ）のシルエットは、二東マッコリ
が伝統の味を守り、丁寧に醸造されていることの証です。これからも、株式
会社E-DONは、日本の皆様が韓国伝統の味を楽しみながら韓国の文化を⾝近
に感じ、日本と韓国がより親密なお付き合いができるよう尽力いたします。

E-DON生マッコリ 750ｍｌ
生マッコリは天然の微炭酸で爽やかな清涼
感が特徴です。

二東生マッコリ 1000ｍｌ
加熱処理を行わず飲む瞬間まで発酵が続い
ています。E-DON生マッコリは、甘さと
酸味のバランスが良く、天然の微炭酸で程
良い清涼感が感じられます。

二東マッコリ 1000ｍｌ
韓国を代表するブランドE-DONマッコリ
です。ほどよい甘さと、濃厚なコクが特徴
です。



㈱トレチャン
Trechan Co., Ltd http://www.trechan.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ヒョンフン（Kim Hyeonghun）
82, Pyeongdongsandan 7beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, 
Korea
export@trechan.co.kr
+82-62-655-4900
-

韓国伝統プレミアムキムチを追求する（株）トレチャンです。輸出
に特化した製品と包装材で新鮮な韓国伝統キムチを輸出しています。

からし菜キムチ
天日塩で味付けしたからし菜や粉唐辛子、
えびの塩辛、いわしの塩辛、自家製麹塩を
使い、発酵すればするほど旨みがでます。

白菜キムチ
トレチャンならではの特別な原材料および
包装材で輸出の際、製品の変型、過度な熟
成の発生を防いだ発酵キムチです。

ミニ大根キムチ
大きさが程よく堅いミニ大根は葉が柔らかく
辛さが少ないです。えびの塩辛、いわしの塩
辛、太刀魚の塩辛、自家製の麹塩を使用して
おり、全羅道式のうまみがあります。

キ
ム
チBooth No,

B-08①

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

クォン ヒョンジュ（Kwon Hyunju）
27, Seomyeonmunhwa-ro, Busanjin-gu, Busan Suite 828, 
Korea
hyunju3556@nate.com ／ wd_ming@naver.com
+82-51-851-8389
+82-51-808-8389

当社は、関連団体の会員、関連分野の商工会議所、産業組織団体、
地方自治体などの様々な取引先がいらっしゃいます。ブースを訪問
くださった方には、お土産、日本語カタログも準備しております。
また、会場ではプロモーションビデオクリップを再生しながら理解
を深める予定です。 試飲会など様々なイベントでお待ちしていま
す。

キ
ム
チ

韓盛園㈱
HANSUNGWON CO,.LTD

落花生の芽キムチ
塩の量を減らした低塩ピーナッツスプラウ
トキムチは、柔らかな食感ながらもパリパ
リとした食感を維持し、新鮮な味を存分に
楽しむことができます。 サポニンの含有
量は紅参の6倍であるため、がんや老化の
予防や免疫力の向上にも役立ちます。

落花生の芽漬物
従来の漬物とは違い、わが社は塩の量を減
らし、砂糖の代わりにスモモを使用するこ
とで、塩辛すぎたり甘すぎたりせず、シャ
キシャキとした味わいを保っています。そ
して冷蔵保管後に食べたい時に食べられる
よう、⻑い賞味期限の商品です。

落花生の芽ピクルス
砂糖を一切含んでおらず，ピーナッツの新芽
特有の⻭ごたえがあるので健康に良いです。
インスタント食品や肉料理との相性も抜群！
良質のピーナッツの芽だけを選別して塩洗い
し、韓国の調味料を使用して熟成させるので、
味と⾹りを楽しむことができます。

Booth No,
B-08②http://hsy5678.co.kr/



ヘテパシフィック㈱
HAITAI PACIFIC CORP.

Booth No,
A-14https://haitai.co.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

小川 真吾
東京都港区海岸3-2-12 安田芝浦第2ビル4階

ogawa@haitai.co.jp
03-5730-1242
03-5730-1240

ヘテグループは１９４５年創業以来今日までヘテ製菓を⺟体とし、 韓国
の総合食品メーカーとして食品産業界をリードして参りました。「 ヘ
テ」とは韓国で広く親しまれている伝説上の動物の名前です。 正義や吉
（良い事）を象徴し、また善悪を判断する動物として、 現在でも宮殿の
正門や土地の境界線等に設置されています。
日本において食品等の輸出入専門会社として 日本と韓国の文化・経済に
一役を担って参ります。

辛ダンドントッポッキスナック
チーズトッポギ味

チーズのコクとピリッと辛いコチュジャン
の組み合わせがやみつき！人気のトッポッ
キスナックから新味登場。

ヨッポギ 明太マヨ風味
電子レンジで簡単調理。ご家庭で本場韓国
の味が楽しめる即席カップトッポギです。
ピリッと辛い明太子にまろやかなマヨネー

ズ風味のお味です。

ス
ナ
ッ
ク
類

辛ダンドン ラッポッキ スパイシー
カルボナーラ

電子レンジで簡単調理。ラーメン＋トッポ
ギ（韓国餅）の美味しいコラボ商品です。
味は、少し辛味の利いたカルボナーラ味を
ご用意しました。

Booth No,
B-11①http://www.thetime.or.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

チョ キョンジェ（Lea Cho）
48, Namdongseo-ro 113beon-gil, Namdong-gu, Incheon 81 
Block, 13 Rot. , Korea
kcho431@gmail.com
+82-32-821-8779
+82-32-821-8770

私たちは、シリアルバーとプロテインバーの研究開発を専門とする食品加工および製造会
社です。
当社の製品は、韓国の⽶、スーパーフード、シリアル、ドライフルーツをベースにしてい
ます。 また、非GMO、グルテンフリー、重金属フリーです。原則として、野菜を原料と
し、低糖、低炭水化物の製品でお客様の健康と需要に焦点を当てた製品を開発および製造
しています。過去10年間、日本、フィリピン、カナダなどに輸出してきました。
私たちの使命は、「シンプルだがシンプルではない製品」を作り、健康的であるだけでな
く、おいしい製品をより多くの人々に紹介することです。

コラーゲンバー
コラーゲンとシリアルバーの組み合わせ!
アントシアニンを多く含むビタミンCとク
ランベリーを含む重金属フリーのフィッ
シュコラーゲン、アセロラを使用。

ス
ナ
ッ
ク
類

3Bネットワークス
3B NETWORKS CO.,LTD

プロテインUNOバー
朝食の代わりに、子供、学生、老人のため
のヘルシーな軽食… 等
運動前後の軽食

パワープラスバー
食物繊維 アップ! 砂糖と塩をダウン! マン
ダリンを加え、最高品質のアーモンド、
オートミール、豊富なビタミンと食物繊維
を使っています。



ZIOコーポレーション
ZIO CORPORATION http://www.ziocorporation.com/

担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ムン インラ（Moon Ingra）
17, Daehak 4-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 
#205-40, Ace Tower 1 cha , Korea
zio@ziocorporation.com
+82-70-7612-3885
+82-303-3445-3885

ス
ナ
ッ
ク
類

企業情報

Booth No,
B-11②

クランチライスロール（米菓子）
・⽩⽶／⽞⽶ 2種類
・グルテンフリー
・低ナトリウム
・トランス脂肪フリー
・人工着⾊料なし、人工フレーバーなし

21粒クリスピーロール
・オリジナルクリームチーズ、バナナ、

紫いも 3種類
・GMOなし
・低ナトリウム
・トランス脂肪フリー

海藻スナック
・海塩、コギグイ、わさび 3種類
・好きな食べ物で海苔スナックを包んで

みてください
・100%ナチュラル、USDAオーガニック
・グルテンフリー、GMOなし

飲食料輸出入企業で、国際輸入業者、流通業者、卸売業者に高品質
の製品を供給しています。顧客と流通パートナーと⻑期的な関係を
構築するために正直さと誠実さで努力しています。

マンモス製菓㈱
Mammos Confectionery Co.,Ltd http://www.mammos.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ユ スンワン（Yoo Seungwan）
8, Dunchon-daero 526beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do , Korea
mammos325@gmail.com
+82-31-741-2000
+82-31-748-1788

⽶、小⻨、⽞⽶などの穀物を原料にした菓子を生産·輸出している
⽶菓専門企業です。食べ物の中で、お菓子は老若男女誰でも好んで
食べる代表食品で、⾹ばしくて甘く、柔らかい原材料の特性をその
まま感じられる商品です。 世界中に穀物菓子を分け、地球のみん
なが楽しく幸せな味を感じていただけるよう、親しい友人になりた
いと思っています。

玄米＆こんにゃくクランチ 米＆⾖腐スナック

ス
ナ
ッ
ク
類

米菓子

Booth No,
B-11③



㈱アラム
ARAM CO.,LTD.

Booth No,
B-12①http://www.aramfood.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム キリ（Kim Kiri）
21, Daejeon-ro 1364beon-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Korea

aram365@naver.com
+82-42-624-1181
+82-42-624-1183

1999年に設立したアラムは、家族が安心して食べられる料理を作
るという信念で食品を製造しています。 2019年初の輸出実績達成
を皮切りにアメリカ、カナダ、オーストラリア、中国、ベトナム、
マレーシア、日本など様々な国に輸出しています。

シッケ
6時間以上、⻨芽を糖化して作ったシッケ
で、 子どもたちの栄養満点の手軽なおや
つとしておすすめの食べ物です。

トッポギ
定番の甘辛味、オリジナルピリ辛トッポッキ

ス
ナ
ッ
ク
類

紅参シッケ
サムシキオ紅参シッケはサポニン含有量が
豊富で免疫力の増進と気力回復に役立つ
「高麗人参」を入れて作った韓国の伝統飲
料です。

ハンド食品㈱
Handofood Co.,Ltd.

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ハ チャンソン（Ha Changseong）
543-9, Sail-ro, Cheongtong-myeon, Yeongcheon-si, 
Gyeongsangbuk-do , Korea
handofood@naver.com
+82-54-337-3314
+82-54-337-3316

慶尚北道永川（ヨンチョン）に位置しているハンド食品は、ヌルンジ（おこげ）
の製造販売業界におけるリーディングカンパニーでございます。韓国でもっとも
大きいヌルンジメーカーであるハンド食品は新しい生産施設と蓄積されたノーハ
ウーをもとに、多様な種類のおこげ商品を開発しています。ISO、HACCP、⽶
FDA,MUI HALALなど多数の認証と10種類以上の特許および商標権を保有しており、
韓国産農産物を加工し、伝統の味を継承するとともに、地域農産物消費を促進し、
安全な食品生産に取り組んでいる最高の食品専門企業です。

ス
ナ
ッ
ク
類

おこげ（ヌルンジ）
ヌルンジはお⽶を蒸す過程で作られるため、栄
養素が豊富です。当社の製品は100%韓国産の
お⽶を使っており、グルテン、砂糖、脂肪がな
く、ダイエット食品、子供のおやつ、健康食品
としておすすめします。

⻨おこげ（ヌルンジ）
健康を考え、βグルカンの多い⻨を添加し
て作った製品で、韓国だけではなく、海外
でも好評を受けています。

玄米おこげ（ヌルンジ）
⽞⽶は全粒穀物であり、マグネシウム、リ
ン、セレン、チアミン、ナイアシン、ビタ
ミンB6、マンガンの優れた供給源であり、
繊維が豊富です。

Booth No,
B-12②http://www.handofood.com



㈱ラオンコーポレーション
RAON CORPORATION CO.,LTD. http://www.raon2017.co.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ピーターソン（Peter Seong）
16-4, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
raoncorp20181011@gmail.com
+82-50-6718-0092 / +82-10-8696-0094
+82-50-4477-0094

2000年以来、私たちは「より刺激的でユニークな料理、より満足で幸せな生活」の旗印の下にありま
す。私たちは「行動、達成、謙遜、より良い生活のための寄付」を着実に実行しており、より良い生
活とより良い何かを達成するために、絶え間ない準備、迅速で体系的なマニュアルを実践しています。
私たちは基本的に「絶望的な」考え方を持っており、常にすべての能力を他とは異なる独自の異なる
精神に注ぎ込んでいます。2017年より「海外からの対象者に適した菓子加工食品の輸出・開発専門商
社」を設立し、ポロロ、スウィートモンスター、スプーンズなどの有名キャラクター、グローバルブ
ランド（スキッピィピーナッツバター）のユニークなアイテムを26カ国以上の海外市場に輸出してい
ます。今後も海外のお客様にご満足いただけるよう、製品開発と品質向上に全力を尽くしていきます。
私たちは、今日よりも良い未来を実現するために、常に競合他社とは異なる何かを創造し続けます。

Sweet Monster Ice cone snack
アイスクリームコーンの形状によるとても
面⽩くてユニークなウエハーススナックで
す。エアレーションの製造方法により、内
側は柔らかく、外側はサクサクしています。

Sweet Monster choco stick shooting 
star popping candy

コーティングされたチョコレートとポップキャン
ディーのパーツが付いた⻑いスティック。コー
ティングされたチョコレートのパーツが口から飛
び出すのを感じることができるので、子供たちに
とても楽しさと興奮を与えることができます。

SKIPPY peanut butter grain cookies 
sand

⿊ゴマ、ピーナッツ、小⻨ふすま、⿊豆、オー
ト⻨などの特定の成分リストがたくさんあるの
で、このアイテムはスキッピィピーナッツバ
ターを使ったとても健康的な穀物クッキーです。

ス
ナ
ッ
ク
類

Booth No,
B-12③

農業会社法人㈱清浄人参
CheongJeongInsam Co., Ltd. http://www.cleaninsam.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

カン ドンウ（Kang Dongwoo）
58, Wajeong-gil, Geumsan-eup, Geumsan-gun, 
Chungcheongnam-do, Korea
7527103@naver.com
+82-10-8850-5836
+82-41-753-5836

清浄人参は、 環境にやさしい高麗人参に対する五感満足経営を営
むため、邁進しています。 2006年世界高麗人参エキスポの公式商
品化業者(高麗人参、紅参、お菓子)に選定されました。FDA食品検
査済みの業者です。 2008年には新知識農業人章(2008-253号)を受
賞しました。

紅参エキススティック
100% 国産紅参のみを厳選。

衛生的で持ち歩きに便利な形です。

紅参エキストラヘルスパワー
スティック

ドライ蜂蜜紅参

⾼
麗
人
参

Booth No,
B-06①



モンゴ食品㈱
MONGGO FOODS INC.

Booth No,
B-07①http://www.monggofood.co.kr/default/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

チョン ジュリョン（Jung Juryoung）
18, Paryong-ro 371beon-gil, Uichang-gu, Changwon-si, 
Gyeongsangnam-do, 51395 Korea
trade@monggofood.co.kr
+82-55-296-2210
+82-55-292-2202

1905年創業以来114年間、醤類製品だけを製造してきたモンゴ食品
は、醤類固有の独特な味と⾹りを再現させるため、原料から製品出
荷まで厳格な品質管理システムを施行しており、全世界、誰もが安
心して食べられる食品文化を守ろうと絶え間ない研究開発をしてお
ります。

もんご醤油ソンピョゴールド500ml
はちみつを天然甘味料として加え、マイル
ドで軽い味わいに。
食品本来の風味や⾹りと自然に溶け合うの
で、どんな食品にもよく合います。

もんご醤油マイルド10ml
他の醤油より塩分が少なく、テイクアウト
レストランにおすすめです。

もんご醤油ジン13L
一番売れている醤油です。レストランにお
すすめです。

醤
類

北下特品事業団㈱
Bukha Teugpum Saeobdan http://www.bukha.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ジョン ビョンジュン（Jung Byungjun）
1108, Damjang-ro, Bukha-myeon, Jangseong-gun, 
Jeollanam-do bukha teugpum saeobdan, Korea
giai2160@gmail.com
+82-61-392-6331
+82-50-4329-1998

北下特品事業団は、⻑城群（ジャンソングン）北下面（ブッカミョン）薬水
⾥（ヤッスリ）の住⺠10世帯が集まり、農村の所得増大の一環として、伝統
食品や特産品を生産、販売するために、1990年度に住⺠たちの手で立ち上げ
られた会社です。⻑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、キムチ、味噌類、塩辛類、伝統食品など、製品構成を多様化し、
伝統の味を維持しながら、変化する現代人の食生活に合わせて伝統食品と地
域特産品を維持開発し、専門的に扱う会社として成⻑し続けています。

味噌 梅のコチュジャン漬け ホヤの塩辛

醤
類 Booth No,

B-07②

韓国の伝統味噌類、漬物、塩辛類を専門的に生産しており、製品に対する個別特許を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(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。



ハムヤン山養参
HAMYANG WILD GINSENG Co.,Ltd

Booth No,
B-02②http://www.hywgs.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

パク ミエ（Park Miae）
44, Dangbonmaam-gil, Anui-myeon, Hamyang-gun, 
Gyeongsangnam-do, Korea
hywgs2020@naver.com
+82- 55-964-0583
+82- 55-963-9742

山養参は原料価格に比べ、加工した際、価格競争力の面において大
きな問題がありました。弊社はそれを解決し、山養参を様々な製品
で制作しており、アメリカ、ベトナム、マレイシア、中国などへ販
路を拡大してきました。このような成果と経験に基づき、山養参加
工製品の持続的に市場開拓を行うとともに、消費者のニーズに応え
るなど、より発展を向けて努力いたします。

山参エキスゼリー
滋養強壮、免疫増進、疲労回復、二日酔い改善、解毒機能を持
つ高機能性山参含有商品です。夏の季節には冷蔵庫に冷やして
から召し上がると、夏バテに役立つ効果を期待できます。

林
産
物

山参エキススティック
100%韓国産原料、別途添加物を含まない100%高濃度純液です。
純液原料をそのまま配合しており、粘性が高く、多くの固形分
を含有しています。

㈱ウァークリンク
WORKLINK CO., LTD.

Booth No,
B-06②http://worklinkbiz.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ゴンウ（Kim Geonwoo）
36, Dunsanjung-ro 14beon-gil, Seo-gu, Daejeon, Korea 407

kanu@worklinkbiz.com
+82-70-4898-2134
ー

韓国唯一の食品飲料専門、海外マーケティングおよび貿易専門業者
です。 韓国の競争力あるローカル企業を発掘し、海外への輸出を
助けることで、グローバルブランドと製品を作るために最善を尽く
しています。

ソ
｜
ス
類

キムチシーズニング
〇 キムチスパイス–韓国製、グルテンフリー、非遺伝子組み換え、ビーガンパーブ、プレバイ

オティクスとプロバイオティクスが豊富
〇 すべての料理に最適〜バーベキューラブ、グリル、ピザ、ヌードル、 ラーメン 、スープ、卵、

チップス、フライドポテト、カレー、カリフラワー、サラダ、ステーキ、シーフードなど
〇 韓国のキムチフレーバーを追加 –あらゆる料理に –中華料理、韓国料理、タイ料理、地中海

料理、インド料理、ベトナム料理、アメリカ料理、メキシコ料理、ギリシャ料理、ケイジャン
〇 安全性と品質–国際品質基準に従って施設認定のHACCP（危害分析重要管理点）で安全に製造

されています
〇 熟成発酵させ、本物のキムチの味を実現しています。



サンマル営農組合法人
SANMAROO Co., Ltd.

Booth No,
B-06③http://www.sanmaroofood.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ジュヒョン（Lee Joohyeon）
259-7, Jeongeupbuk-ro, Buk-myeon, Jeongeup-si, 
Jeollabuk-do, Korea
naya@nate.com
+82-63-536-1041
+82-63-536-1042

1) 化学添加物や合成防腐剤、染料は使用していません。
2) 多くの材料が使われているため、果物と野菜の本来の味と⾹りが感じ

られます。
3）弊社の生産ラインは衛生的に管理され、ソース・カレーはHACCP認

証をうけています。
4）放射性試験に合格した成分を使用します。

プルコギソース

ソ
｜
ス
類

㈱ヘヨルム
HAEYEAREUM CO.,LTD http://www.haeyeareum.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ハン キュモ（Scale Han）
1520, Seonammun-ro, Docho-myeon, Sinan-gun, 
Jeollanam-do, Korea
haeyeareum@naver.com
+82-2-3663-1599
+82-2-3663-8599

太陽と海の実という意味の「ヘヨルム」は、環境にやさしい安全な
自然の実を分かち合い、健康を考えるブランドです。

5年熟成プレミアム天日塩 'ロ(Lo)

ソ
｜
ス
類

安全で、きれいで、健康、低塩、塩辛くなくておいしい塩。
きれいな塩 [ロ(Lo) ]は塩(鹵)と塩畑(滷)という意味の漢字語でヘヨルムだけのプレミアム名品天日塩ブランドです。

トリュフ塩 'ロ(Lo)' スティック型
ポーチ15個入りボックス

5年熟成プレミアム天日塩 'ロ(Lo)' ス
ティック型ポーチ15個入りボックス(⿊

にんにく, 覆盆子, 蜜柑)

Booth No,
A-20



㈱天恵ジャパン
Tenkei Japan Co., Ltd.

Booth No,
A-18https://www.tenkeijapan.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

加藤和広
東京都中央区佃2-11-13栗原ビル２階

kato@tenkeijapan.com
03-3534-7797
03-3534-7798

天恵ジャパンのシンボルはきれいな自然の味、趣、誠意を表現し
天、地、海は自然そのままの味と新鮮さを表しました。
食と幸福が一緒になる天恵、お客様の喜びがわが社の喜びです。
天恵はその喜びを社会に還元するために日々努力いたします。

海の宝石 海藻ビーズ5色ミックス 海の宝石 海藻麺5色ミックス 海の宝石 海藻麺みどり
料理の価値をさらに引き立てる、海から生まれた新食材です！
低カロリーで食物繊維が豊富なため、メニューにこだわりのある女性客の獲得に役立ちます。水で洗ってすぐにお使い頂けるので、お客
様に迅速にお料理を提供できます。お料理のほか、スイーツ・清涼飲料・ドレッシング・和菓子などのオリジナルな商品開発にもお役立
て頂けます。チャンジャはスケトウダラを使用し2週間以上低温熟成し、コリコリ食感のピリリッと甘辛い風味が絶品です。

水
産
物

㈱世雄水産
Sewoong Fisheries Co., Ltd.

Booth No,
B-03①http://www.koreacrab.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ジョンウ（Lee Jeongwoo）
84, Gangyeong-ro, Ganggu-myeon, Yeongdeok-gun, 
Gyeongsangbuk-do , Korea
jwlee@koreacrab.com
+82-54-732-8378
+82-54-732-8134

世雄水産は、 自社保有の船団で漁獲し、30年以上のノウハウが蓄
積された自社生産施設で迅速に加工して、味と⾹りがそのまま生き
ている紅ズワイガニ製品を供給しております。 お客様の食卓まで、
新鮮さをそのままお届けできるように努力しています。

水
産
物

冷凍紅ズワイガニ

韓国産 紅ズワイガニ 100%



漁業会社法人済州水協流通
JEJU SUHYUP TRADING CO.LTD.

Booth No,
B-03②http://www.suhyuptrading.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

コ カンウク（Koh Kangwook）
117, Donggwang-ro, Jeju-si, Jeju-do 4F, Korea

jejutrading@naver.com
+82-64-727-6464
+82-64-751-6466

当社は世界最大のヒラメ養殖地である済州で生産された活ヒラメと
新鮮ヒラメ、冷凍ヒラメフィレを日本、アメリカをはじめ世界10カ
国に輸出しています。済州ヒラメは豊かなの自然環境で育ち、優れ
た味と安全性を誇ります。また、絶え間ない品質改善を通じて、
2005年から現在まで大韓⺠国産業通商資源部から世界一流商品に選
ばれるなど韓国の代表的な水産物として位置づけられています

冷凍フィレヒラメ
衛生的なHACCP加工システムを通し生産した済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
した製品ですので、開封後手軽に様々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
うことができ、⻑期保管も可能です。

済州ヒラメ
済州（チェジュ）のきれいな地下海水で育った済州ヒラメは、輸出の
際、徹底的な安全性検査を実施しております。済州ヒラメは⽩⾝の魚
の中でも脂肪が少なく、低カロリー高たんぱく食品であり、多量のコ
ラーゲンが含まれているため、皮膚細胞を保護し、女性たちのダイ
エットや肌の美容に効果的です。

水
産
物

ヌリ営漁組合法人
Nuri fishery union corporation

Booth No,
B-03③http://www.nuricorp.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ギョンヨン（Lee gyeongyong）
38, Nonggongdanji 4-gil, Wando-eup, Wando-gun, 
Jeollanam-do, Korea
lgy@nuricorp.com
+82- 61-553-8147
+82- 61-553-8149

あわびの産地ワンドを基盤に、あわびの卸・小売、輸出を専門的に行っ
ております。透明経営の実践と顧客満足のため生産者と消費者、輸出国
を対象に多くのコミュニケーションを行い、品質よくヘルシーなあわび
を流通する堅実な企業です。2019年にはヌリ営漁組合法人の加工生産工
場も完工されました。ヌリ営漁組合法人は活あわび生産、流通だけにと
どまらず、未来成⻑動力である加工食品事業を強化し、あわび生産、流
通、加工専門企業として成⻑していきます。

アボカドオイルアワビコンフィ/Avocado oil abalone confit
アボカドオイルを使用した高品質のアワビ料理、アボカドオイルを使用した超食品のウェルビーイングフード、⻭ごたえのあるア
ワビとオリーブ。
商品はワインやスナックにぴったりの一品です。 パスタ，サラダ，ブルシェッタなど調理に使用できるHMR製品

水
産
物



㈱JKフード
JK FOOD CO., LTD

Booth No,
B-04②http://www.jkfood.co.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ジョンウン（Kim Jungeun）
17, Sinnae-ro 695beon-gil, Geumwang-eup, Eumseong-gun, 
Chungcheongbuk-do, Korea
jek@jkfoodkorea.com
+82-2-3012-8447
+82-2-3012-8440

㈱ジェーケーフードは、48年の経歴を持つ海苔専門家が高品質の海苔原
料を自ら検収、買い付けし、高品質の海苔製品を生産するメーカーでご
ざいます。新製品開発に対する絶え間ない努力と技術力、優れた味が認
められ、2017年「ほうれん草かぼちゃ石海苔炒め」製品で韓国食品研究
院食品技術銅賞、2018年「マスタキム海苔スナック」製品で韓国食品研
究院金賞を受賞しました。HACCP認証、FSSC22000、有機加工食品認証、
USDA-NOP認証、HALAL認証などを収得済みです。

味付け海苔 海苔スナック
· Gluten Free技術でもち⽶、⽶、でん粉
を主原料として製造

· 老若男女誰でも楽しめるスナックです。

ふりかけ海苔
低温で熟成させる工程を経て、よりカ
リッとさせています。

高品質の海苔を厳格な品質管理と生産
管理を通じて焼き上げています。

水
産
物

⻄海⾙柱営漁組合法人
Seohae Kijogae Fisheries Union Corporation

Booth No,
B-04③http://www.westseafood.net/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ホン クァンピョ（Hong Kwang-pio）
572, Hahak-ro, Cheonbuk-myeon, Boryeong-si, 
Chungcheongnam-do , Korea
westseafood@naver.com
+82-41-641-6446
+82-41-641-6447

2009年に設立された貝柱専門食品加工業者です。韓国食品研究院
の貝柱加工処理技術研究に参加し、加工施設から販売·流通までの
すべての過程を諮問されており、新鮮でおいしい製品はもちろん、
農林畜産食品部からHACCP認証を受けた衛生的な管理と生産施設
により、安全な先進型グルメ文化をリードしています。

冷凍ホタテスライス 3mm 冷凍ホタテスライス 6mm 冷凍ホタテむき⾝ 300g
ペンシェルホタテといえば、私たちが一番です。

⻄海貝柱営漁組合法人は、より新鮮で安全なペンシェルホタテの食べ方に悩み始めました。
韓国で最も多くペンシェルを生産している忠清南道保寧市（チュンチョンナムド·ボリョンシ）。

当社は2009年に設立され、2012年に水産加工専門工場を建設しました。 私たちの目標は安全で新鮮な製品を迅速にお客様に提供することです。

水
産
物



㈱ダダム
DADAM co.,Ltd

Booth No,
A-05http://www.dadam-food.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム シンロク（Kim shinrok）
186, 1gongdan-ro 10-gil, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do 
gongdandong, Korea
srokki89@naver.com
+82-53-526-0811
+82-53-586-0812

15年間クッパフランチャイズを運営している会社です。 工場からサゴル
（脚の骨）と水だけで取った出汁を全加盟店に供給しています。現在は30
箇所の加盟店を運営しており、インターネットでも「スンスサゴル（純粋
なサゴル）」という商品名で人気を得ています。2019年12月、工場の増築
を行い、より衛生的かつ安定的にスープを生産できるようになりました。
「 機能性サゴルスープ製造システム」で特許も取得しました。

コムタン
日本の鍋・スープ料理の出汁として使えるサゴルスープ。
ラーメン、すき焼きのだしを取るために、たくさんの時間を使っていませんか?
スンスサゴルコムタンは豚足や豚・牛のサゴルのみを使用しスープを取ってお
り、深い味と⽩い⾊がその特徴です。 また、全く味付けをしないため、各種料
理の出汁ベースとして使いやすく、一度に大量のスープを煮込んでいるため、
平準化された味が楽しめます。

鶏コムタン

畜
産

㈱ボリジャパン
ボリジャパン

Booth No,
A-17

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

金 成在
大阪府大阪市平野区⻑吉川辺3-15-4

ksj0503jp@yahoo.co.jp
06-6709-6907
06-6709-6908

畜
産

ハリム 冷凍参鶏湯
若鶏にもち⽶、高麗人参、栗、ナツメ、ニンニク、
タマネギ、生姜などを入れて⻑時間加熱調理後、急
速冷凍した製品であり、防腐剤と人工⾊素を使用し
ていない健康食品です。
特殊製造工法により、⻭ごたえのある肉と淡泊で風
味のよいスープのお味をお楽しみ頂けます。

夏林参鶏湯
夏林参鶏湯（ハリムサムゲタン）は鶏ササミ肉と⽶、紅参
（ホンサム）、ニンニク、などを入れて煮込んだ栄養満点
スタミナスープです。
①骨なしの柔らかい鶏むね肉（ササミ肉）を使用
②まろやかに仕上げた特製鶏スープ
③電子レンジ簡単調理製品
※初期導入販売（テスト販売を含む）時は販促支援を致し
ます。（詳細は協議必要）

ハリム レトルト参鶏湯
若鶏にもち⽶、高麗人参、栗、ナツメ、ニンニク、
タマネギ、生姜などを入れて調理後、レトルトパウ
チ方式で包装した殺菌製品であり、防腐剤と人工⾊
素を使用していない健康食品です。
味と栄養を保ちつつ⻑時間の常温保存ができるので、
暖めるだけで簡単にお味をお楽しみいただけます。

○会社沿革
・平成08年03月12日：(株)ボリジャパン設立
・平成11年09月20日：夏林参鶏湯輸入・販売開始
・平成21年07月01日：平野物流センタ−OPEN
・平成21年08月10日：韓国産天日塩輸入・販売開始
・平成22年03月30日：お酒販売子会社 株式会社H＆B設立
○主要商品

ハリム参鶏湯類、韓国加工食品、韓国酒類（生マッコリ、焼酎など）



㈳韓国農食品未来研究院
Agrofood future Marketing Institute

Booth No,
B-04①http://www.ami.or.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ムン ヘソン（Moon Haesung）
41, Gangnam-daero 10-gil, Seocho-gu, Seoul Geumgwan
Building 41, Korea
moonhs727@naver.com
+82-2-573-7201
+82-2-573-7202

韓国農食品未来研究院は、農水産食品の流通、輸出および生産に関
する現場活動中心の研究、諮問活動およびコンサルティング、情報
交流などを通じて農水産食品産業の先進化および発展に寄与する目
的で設立許可された韓国農水産食品部所管の社団法人です。

畜
産

参鶏湯
鶏、高麗人参、もち⽶、栗、ニンニク、ナツメなど国内産原料のみを使用し、
肉質とスープの味に優れた山東食品の代表製品です.。

農協経済持株
NongHyup Agri-Business Group http://www.nhabgroup.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ホソン（Kim Hoseong）
87, Tongil-ro, Seodaemun-gu, Seoul South gate, 8th floor, 
Korea
hosungk@nonghyup.com
+82-2-2079-8296
+82-2-2079-8270

農協経済持株は、農産物の生産、流通、加工、販売に必要な15の子
会社を運営し、農産物の付加価値向上と営農コスト削減により農家
所得増大を図り、消費者には安全な農産物を合理的な価格で提供し
ています。 韓国で育った高品質な農産物をご提供できるよう、絶
えず努力しています。

野
菜Booth No,

A-02

パプリカキウイ



ウォルハン農協
wolhangnonghyup

Booth No,
A-03http://www.whnacf.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ユ サンチョン（Yoo Sangcheon）
392, Jusan-ro, Wolhang-myeon, Seongju-gun, 
Gyeongsangbuk-do, Korea
saint9961@gmail.com
+82-54-932-9191
+82-54-931-7890

年間8,000トンの流通量をカバーしており、20年以上の農産物流
通の経歴を保有しています。産地組織の規模化を通じ、均一化され
たチャメ供給が可能です。韓国内GAPおよび低炭素認証を通じた親
環にやさしいチャメを生産・流通しております。

チャメ
チャメは呼吸器疾患予防およびダイエットに効果があり、葉酸が豊富に含まれているため、妊婦の方
におすすめです。ビタミンCが多く紫外線遮断作用、水分含量90％以上で利尿作用に役に立ちます。

野
菜

㈱NH貿易
NH TRADING CO LTD

Booth No,
A-01https://nhtra.co.kr

企業情報
担当者名

所在地
E-mail

TEL
FAX

生鮮食品： ジャン・ジェヒョク(Jang Jaehyuk)
加工食品：キム・ミナ(Kim Mina) 
7, Olympic-ro 48-gil, Gangdong-gu, Seoul , Korea
vegetable@nhtra.co.kr  /  oversea@nhtra.co.kr
+82-2-2225-2300
+82-70-4170-4592

NH農協貿易は1990年の創立以来、韓国産農食品の輸出を先導する
専門貿易商社として絶えず海外市場の開拓を通じて農業発展のため
に努力しています。 地球村の新しいトレンドを反映し、お客様に
満足していただける農食品総合商社へと成⻑していきます。

トマト
新鮮加工用のトマトです。形を維持する品
種でありハンバーガーやサラダなどの料理
に最適です。

トッポギ
K-Foodの代表であるトッポギを、お湯を注ぎ、
レンジで3分調理するだけで簡単に楽しめま
す。「オリジナル」、「スパイシーカルボ
ナーラ」、「ジャジャン麺風」の3つの味を
用意しています。

参鶏湯（サムゲタン）
韓国スタミナ食の定番であるサムゲタン（鶏肉
スープ）を家庭でお手軽に楽しめるレトルト商
品です。鶏肉を一羽使用し、もち⽶・高麗人
参・なつめなどの副原料といっしょに煮込んだ
一品です。

そ
の
他



㈱ハッピー食品
HAPPY SHOKUHIN CO., LTD

Booth No,
A-04http://www.kankoku.co.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

姜 敬和
本社：東京都新宿区大久保1-16-15 豊生堂ﾋﾞﾙ303

kang513@kankoku.co.jp
048-424-7001
048-423-3981

弊社は、日本で創業以来32年を迎えています。日韓の友好と文化交流をビジョンとして、
お客様が必要とする様々な情報を提供してまいりました。食品製造、流通、外食事業、貿
易コンサルティング事業をとおして日韓の文化交流の懸け橋を担っています。
弊社⼾田工場では、主力製品の参鶏湯、チーズタッカルビ、ニャンニョムチキンソース、
キムチチゲ等様々な韓国食品を製造しています。新大久保韓国食材専門店「ソウル市場」
では自社で開発したブランド品をはじめ、50種類以上の韓国惣菜、韓国輸入食材等、約2
千アイテムを扱っております。これからも韓国食文化を幅広く紹介して参りましたと思い
ます。

オットギ クィーンザクロ茶 粉末スティック
280g (14gx20p)

美容健康お茶、簡単便利なスティックタイプ

オリオンコプックチップコーンスープ味
80g
4枚が重なって、カメの甲羅の形を表現、
サクサクとした甘いコーンスープ味のスナック

オリオンチョコパイきな粉餅味
336g (28gｘ12入)

ロングセラーチョコパイ情シリーズの新商品

そ
の
他

コメガ
komega

Booth No,
A-07http://www.komega3.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

チョン ドンソン（Chung Dongsun）
10-22, Ijinmal-gil, Saenggeuk-myeon, Eumseong-gun, 
Chungcheongbuk-do, Korea
komegads@gmail.com
+82-43-882-6336
+82-43-882-9339

コメガは3代にかけて生油を搾油してきた家族企業で、2代目のジョン・フンベク代表をは
じめに「えごま」という作物と「生えごま油」という品目のみで輸出という成果を達成し、
現在まで続けられてきました。韓国のえごまを韓国人を超え、世界人の健康を守るために
食卓の上に載せるというモットー、こだわりを持ち、家業を続けています。また韓国最初
で生えごまブランドを生産（2001）、製造特許を登録しております。ジョン・フンベク代
表は農村振興庁現場名誉研究官（分野：えごま）として活動、えごまの畑と体験教育場
（えごま教室）を運営しており、1.2.3次産業をすべてあわせる6次産業も先導しえごま広
報に努めております。

生えごま油
エゴマの原料を焙煎せずにそのまま搾乳する方法で生産したプレミアムオイル
です。洗浄、乾燥、加工、精製などすべての工程の一つ一つ細かな手間をかけ
てきた「3日かかって作るエゴマ油」というタイトルで広報を実施しています。
2020年に韓国の農業分野の大統領賞受賞HALALの認証、FDAの検査などを保有し
ており、優れた品質を誇っています。

そ
の
他



㈱チョンヤン食品
Chung Yang Food http://cyfood.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ソ ホソク（Seo Hoseok ）
94-5, Yangseong-ro, Yangseong-myeon, Anseong-si, 
Gyeonggi-do, Korea
hoseok1214@naver.com
+82- 31-671-1444
+82- 31-671-1448

チョンヤン食品はごま油、えごま油、炒りごまなどを生産する油脂
類、粉体類専門メーカーです。弊社は良い原料だけを厳選し、
HACCPシステムに基づき、厳格な品質管理のもとで衛生的かつ安全
な製品を生産しております。

韓国産ごま油 180ml
伝統方式で圧着し、⾹ばしさが一層豊富。
農協を通じた100%原料収買、3次フィルタ
リングを通じた清澄な油、自社運営の研究
所における品質管理実施。

韓国産えごま油 180ml
オメガ3含量豊富/農協を通じた100%原料収
買、3次フィルタリングを通じた清澄な油、
自社運営の研究所における品質管理実施。

韓国産生えごま油 180ml
自然そのままの栄養分摂取が可能/農協を
通じた100%原料収買、3次フィルタリング
を通じた清澄な油、自社運営の研究所にお
ける品質管理実施。

Booth No,
A-08

そ
の
他

オンガネジャパン㈱
ONGANE JAPAN CO.,LTD. https://ongane.co.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

藤田 悠輔
山口県下関市⻑府港町10-63

fujita@ongane.co.jp
083-246-3005
083-246-3006

そ
の
他

サリ麺
話題の韓国鍋用素材『サリ麺』です。（スープは入っ
ておりません）お鍋に入れて美味しい、煮込み用ラー
メン。キムチ鍋、もつ鍋、よせ鍋、ちゃんこ鍋、すき
焼きなどあるゆる鍋のシメとして一度お試し下さい。

ジンラーメン（中辛）

私たちの街…下関。古くから貿易や水産業の拠点として栄えたこの街は、現在も韓国
から毎日、定期船が往来しています。その船に乗って韓国のアヅマ（おばちゃん）た
ちが行商に来ます。このアヅマたちに韓国食品を分けてもらい、行商から商売を始め
ました。
あれから15年、今も韓国食品を売り続けています。弊社は食品だけでなく韓国の元気
を日本に、そしてオンガネの元気を世界にお届けしたい。そう願ってこれからも社業
に邁進してまいります。次の10年は価値ある足跡を残して行くつもりです。

ジンラーメン（辛口）

世界で愛されるジンラーメンが待望の日本上陸！
キムチやネギ、卵などを加えると更に美味しくお召し上がりいただけます。

Booth No,
A-09



㈱M&N Corporation
M&N Corporation

Booth No,
A-13http://mncorp.co.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

元 錫喜

mncorpinfo@gmail.com
048-421-7777
048-422-5220

韓国フリーズドライ
韓国定番スープを手軽に味わえます。

ダルゴナトッピング
SNSで話題の商品です。
牛乳、コーヒなどに溶かしながら召し
上がって下さい。

チーズホットドッグ
チーズたっぷりのホットドッグです。

株式会社M&N Corporationは、食品食材輸入流通及び加工食品の製
造販売を主要業務として、顧客の皆様に安心と安全を提供しており
ます。誠実さと信頼を基盤に、常に努力を惜しまず邁進しておりま
す。今後とも変わらぬご愛顧のほど、何卒宜しくお願い申し上げま
す。

埼玉県⼾田市笹目7-13-3

そ
の
他

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

古川 健一
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2  LAタワー22階

furukawa_kenichi@asahico.co.jp
048-711-4462
048-711-4503

㈱アサヒコ
Asahico.,CoLtd

チーズハットグ
流行の韓国チーズハットグが電子レンジで温め
るだけで、自宅で楽しめます。外はサクサク中
はもっちり生地の中に、のび〜るモッツアレラ
チーズと、ソーセージ入り。

チーズボール
外はサクサク中はもっちり生地の中に、のび〜
るモッツアレラチーズ入り。甘じょっぱい味が
クセになる！電子レンジで温めるだけなので、
お酒のおつまみ、お子様のおやつにも最適！

アサヒコは、人と地球にやさしい食品で人気の韓国pulmuoneグループの
一員です。Pulmuone社の商品を日本へ直輸入・販売しています。チーズ
ハットグ、チーズボール等、流行のKFOODから、チヂミ、チャプチェ等、
伝統の韓国料理まで、幅広く販売しています。

Booth No,
A-15http://www.asahico.co.jp/

チヂミ
厚みがあって噛食べ応えがある韓国チヂミ。
⻘唐辛子のピリッとした辛さが美味しさを引き
立てます。電子レンジ対応トレー付き。
イカニラチヂミと、キムチチヂミの2種類。

そ
の
他



㈱ライフスタイルジャパン
LIFE STYLE JAPAN CO.,LTD. http://www.japansupport,co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

金 龍範

ybkim165@naver.com
03-5817-4064／Mobile 080-4371-3939
03-5817-4022

Booth No,
A-16

1. 韓国で初の液状チーズソースを適用し
たラーメンとして濃いチーズをラーメ
ンで楽しむことができる商品として、

チーズ本来の味と⾹りが生きている商
品です。

2. チェダーチーズとクリームを入れている
ので、⾹ばしいチーズの味と風味がよく
発現されているリアルチーズラーメンな
らではのノウハウが生きている濃い目の
チーズソースが入っています。

1. 極上の品質(最上級の原材料使用）
2. 韓国市場で2位のラーメン会社である

OTTOGI社だけのもちもちして腰がある
麺と深く⾹ばしいスープの味を出せるの
が特徴です。

３. カップ麺もマイルドと辛口味があり、
辛口味は、ほど良い辛さでさっぱりします。

４. 柔らかくて⾹ばしいし、やみつきの食
感で、おやつや食事の代用食としても

大人気がある商品です。

1. 極上の品質(最上級の原材料使用）
2. 袋とカップがあり、麺は、韓国料理の決

め手であるごま油⾹るコク旨春雨炒めで、
ご飯にのっけても食べます。

3. .麺がとてももちもちして腰があり美味
しく食べられます。

4. 韓国ならではの本場の味のチャプチェで
すので、老若男女に人気が高い商品です。

5. ⾹ばしい食感で、おやつや食事の代用食、
ダイエット食品としても大人気があります。

韓国の食文化を日本全域へ正しく伝えたい会社として、外国からの食品
及び健康食品などを輸入して卸しています。主に韓国食品の中でも最も
美味しくて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 
JIN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）等へ納品及び販売しております。

東京都台東区東上野1-14-11 安井ビル3階

そ
の
他

農業会社法人㈱ジャヨント
Agricultural Company CORP Jayeonteo http://www.gentlematto.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

パク インホ（Park Inho）
400, Seonghyeon-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 
Korea 
jyt2017@naver.com
+82-31-966-0782
+82-31-966-0783

「カラーなつめ型ミニトマト」を韓国最初で開発、商品化するのに
成功。これに基づき、現在の農業会社法人(株)ジャヨントを設立し、
韓国国内農産物流通と輸出に注力してきました。韓国内における農
食品産業の跳躍と成⻑のために農村融複合産業（6次産業)という新
しいパラダイムを構築し、未来の農食品産業へのビジョンを提示し
ます。

虹のミニトマト
韓国人が作った一風変わった味のカ
ラートマト

スリモア
ドライフルーツチップとして消費し、
紅茶を入れる、サラダトッピング、料
理に使用できます

フードラブティー
新しいドライ方法で、果物を乾燥させ
て作りました。本来の果物の栄養価
100%を含んでおり、果物を食べるのと
同じ栄養価です。

Booth No,
B-05①

そ
の
他



ドンファフード
DONGHWA FOOD

Booth No,
B-05②http://donghwafood.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ボムス（Kim Beomsoo）
16-11, Nonggongdanji 2-gil, Sokcho-si, Gangwon-do, Korea

ljy6622@naver.com
+82-33-635-6610
+82-33-635-5563

いいだこ炒め
辛すぎず、皆さんに好んで食していた
だける味です。
-18度以下の冷凍保管、フライパンで4
分間加熱後お召し上がりください

いかの塩辛
-18度以下の冷凍保管、加熱せずにお召
し上がりください

スケトウダラの刺⾝
-18度以下の冷凍保管、加熱せずにお召
し上がりください

ドンファフードは、韓国の健康な食卓を全世界に伝えるために、
利潤追求よりもお客様の健康と喜び、そして幸せを追求し、それ
によるやりがいをお客様にもっと良い料理、より良い味をお届け
するために努力しています。アメリカ、日本、中国の輸出市場を
足場に、広範囲な市場開拓のために多様な製品、新しいメニュー
の開発などに努力しています。

そ
の
他

㈱SUN'S SUN
SUN'S SUN CO.,LTD

Booth No,
B-05③

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ヨンジ（Lee Youngji）
86-32, Cheongbaengni-ro 393beon-gil, Baeksa-myeon, 
Icheon-si, Gyeonggi-do, Korea
nanyjda@naver.com
+82-70-7572-7223
+82-31-631-7226

SUN'S SUN CO.,LTD.は８年という短い間に、台湾、⾹港などへ安定的
な市場を確保することができました。「ソウリョン」「ハオキュハ
オピ」など自社ブランド開発、製品広報など積極的なマーケティン
グとともに、顧客のニーズや嗜好を製品にフィードバックさせ、活
用しております。東京博覧会を通して、日本市場開拓に最善を尽く
します。

ブルダック味海苔
韓国伝統味付け海苔と新しいトレンドを調
和させた新製品
4g*12p*20/CTN

ゆず茶
高品質のゆずを原料とし、ゆず本来の味が
楽しめる製品
1kg*12/CTN

そ
の
他



セヨン食品
SEYEON FOODS

Booth No,
B-10①http://seyon.eag.co.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム テホン（Kim Taehun）
14, Techno jungang-daero 2-gil, Yuga-eup, Dalseong-gun, 
Daegu 2F, Korea
seyeon333@naver.com
+82-53-812-8003
+82-53-812-2223

現在250ヶ所以上のフランチャイズ加盟店と一般飲食店に食材を供
給している店用食材及び一般即席•加工食品専門製造企業です。 衛
生、味、栄養安全性の両方を望む厳しい国内消費者のニーズに応え
る食品製造のため、研究開発、製造工程の革新、特許取得など、継
続的な品質向上の努力をしており、⽶国、中国への輸出を通じて、
海外の消費者にも韓国の味を伝えております。

鱈わかめスープ
韓国では, ⺟親が子供を産んだ後の⺟親の迅速
な回復するためにわかめスープに牛肉や魚、ま
た小さいお餅を入れて一緒に食べます。日本で
は, ⽩いごまと卵とネギなどを一緒に入れて食
べると一層おいしく食べることができます。

トッポギ
辛トッポッキは100％⽶で作っており、⻑い
時間の研究開発を通じて、特許を受けた製品
であり、味は特別なソースとかまぼこが調和
した幻想な味を演出し、もう一度食べたくな
るでしょう。

冷凍チャプチェ
実は手間がかかる料理であるチャプチェ。し
かし、当社のチャプチェは、ほうれん草、に
んじん、マッシュルーム、玉ねぎなどを様々
な野菜を使用して、豊かな食感と新鮮でおい
しく、手軽に作れます。

そ
の
他

㈱オクラインターナショナル
OKRA INTERNATIONAL

Booth No,
B-10②http://www.okraint.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ミンジン（Kim Minjin）
171, Magokjungang-ro, Gangseo-gu, Seoul  1308, Korea

mjkim@korinus.com
+82-2-2658-2662
+82-2-2658-2663

2014年に設立された(株)オークラインターナショナルは、競争力の
ある製品をソーシング、開発、全世界各国への輸出を目標に成⻑し
ています。 インドネシア現地パートナー社との協業を皮切りに、
持続的に海外流通網を広げ、独自の商品であるトッポッキの開発に
成功し、インドネシアでの発売に成功しました。 急変していくグ
ローバル企業との無限競争の中でも、初心を守りながら努力します。

そ
の
他

オリジナルトッポギ
韓国人がよく食べるトッポギ
を家でも手軽に楽しめるおい
しく辛いトッポギです。

スパイシーチーズトッポギ
マイルドなチーズの幻想的な
バランスのトッポギです！

マイルドトッポギ
皆が好きなまろやかな味の
トッポギです！

トッポギソース
様々な材料と合う万能なトッ
ポギソースです。



㈱BKバイオ
BK bio Co., Ltd.

Booth No,
B-01①http://www.bkbio.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

クォン ソンホ（Steve Kwon）
2706-38, Iljudong-ro, Gujwa-eup, Jeju-si, Jeju-do , Korea

stevekwon@bkbio.com
+82-64-753-8600
+82-64-782-6188

BKバイオは、2000年に設立され、機能性食品などに使用されるバ
イオ素材を専門的に研究開発し、生産する専門企業です。 エコ製
品開発にさらに拍車をかけるために、最先端の研究装備と生産設備
を備えた済州島工場を2015年に竣工させ、グリーン認証のエコ技
術を導入して持続可能な経営を実現するために努力しています。

カカオフレンズスムージー
ライセンスキャラクターボトルジュース。かわい
いボトルキャップカバーはリサイクル可能です。
4つの素晴らしいテイスティングフレーバー：
アップル、マンゴー、キウイ、ピーチ

ハンラボン＆みかんジュース
済州の自然で作りました。
HACCP認証
0％の水、ハンラボン、タンジェリン、ブドウ
のみを使用しています。

飲
料

㈱チョン食品
Dr. Chung's Food Co., Ltd.

Booth No,
B-01②www.vegemil.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

チェ キュジン（ Choikyu Jin）
124, Sandan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do, Korea
qpqhsi@vegemil.co.kr
+82-2-3484-9369
+82-43-268-2342

1973年から始まり、40年間豆乳産業を牽引してきたトップ企業
チョン食品です。 FSSC22000(食品安全システム)、HACCP(食品安
全管理認証基準)認証、IFANCA HALAL、 FDA APPROVEDを獲得
し、食品衛生と安全性が認められ、より良い製品生産とサービス提
供を通じて、世界の人々の健康増進を目標に日々活動しています。

飲
料

⿊⾖⾼カルシウム⾖乳
国産⿊豆の豊かな味と⾹り！
カルシウムが入り、栄養豊富なプレミ
アム豆乳

⿊⾖、アーモンド、クルミ
⾼カルシウム⾖乳

4種のナッツの⾹ばしい味と国産⿊豆の豊
かな栄養を詰め込んだ飲み応えのある食
事代わりの豆乳

甘いベジミルB
ベジミールの定番商品、甘いピーナッツの
⾹りと大豆本来の淡泊な味のハーモニー!
大豆特有の⾹りが苦手な方でも摂取しやす
い製品



アロエファーム営農組合法人
Aloe Farm Agriculture Association http://www.aloefarm.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ハ ジウン（Ha Jieun）
282, Eumnae-ro, Geoje-myeon, Geoje-si, Gyeongsangnam-
do , Korea
aloefarm@naver.com
+82-55-633-5575
+82-55-633-5777

アロエファーム営農組合法人は、1990年アロエ農場としてスター
トし、2次加工として内需および輸出を行うため2006年12月に法人
を設立しました。 現在、フランス、ロシア、⾹港に輸出していま
す。本社が位置する巨済で、多くの海風と太陽の光を受けながら
育った、健康なアロエを使用した製品を販売しております。 安全
で健康な食品を作ろうというスローガンで努力する会社です。

アロエ＆ザクロ蜂蜜茶 アロエ蜂蜜茶 オーガニックアロエゲル

飲
料Booth No,

B-01③

㈱イルファ
Ilhwa co.,ltd.

Booth No,
B-02③www.ilhwa.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ギョンウォン（Lee Kyungweon）
21, Sangil-ro 6-gil, Gangdong-gu, Seoul 5F, Korea

hekiru@ilhwa.co.kr ／ hekiru@ilhwa.net 
+82-31-550-0317
+82-31-550-0118

一和は、高麗人参、飲料、医薬品を通じた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活用して、世界30か国以上に輸出されるさまざまな高
麗人参製品と飲料を製造しています。当社の主要ブランドであるGINST15は、特許取得済
みのプロセスを使用して、通常の高麗人参の4倍の速度で15倍の吸収力を持つ生物学的に
利用可能な高麗人参濃縮液を製造しています。 チョジュン炭酸水などの飲料は、トップ3
大鉱泉とされている炭酸水を使用しています。 一和ブランドの製品だけでなく、プライ
ベートブランドまたはカスタム配合製品ののサービスも提供しています。

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。

メッコール （炭酸飲料）
大⻨原料使用／カフェインゼロ／⾊素ゼロ
1982年に発売された韓国初の⻨炭酸飲料。 発売後30年間で50億
缶以上販売されました。

飲
料



韓国の基礎科学研究院でキキョウ成分プラチコジンDの「コロナウイルス抑制効果」論文を発表
した。 キキョウは東洋医学で数百年間呼吸器の健康と免疫力増強に活用してきた検証された薬
剤である。

ハントラジ営農組合法人
handoraji farming association corporation

Booth No,
A-06https://www.handoraji.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

リ ボンソン（Lee Bongseon）
33, Gamasi 1-gil, Sapgyo-eup, Yesan-gun, 
Chungcheongnam-do 285, ga-ri , Korea
lee.bongseon@handoraji.com
+82-41-337-0775 ／0476-96-2296(日本）
+82-41-337-0775

コロナウイルスの予防と治療に有効な成分(PlatycodinD)が豊富なキ
キョウ.。薬用キキョウは呼吸器の健康と免疫力増強に優れた効能
があり、コロナ時代に最高のスーパーフードです。

桔梗粉末濃縮スティック 桔梗プレミアムエキス

健
康
食
品

韓国の基礎科学研究院でキキョウ成分プラチコジンDの「コロナウイルス抑制効果」論文を発表しました。
キキョウは東洋医学で数百年間呼吸器の健康と免疫力増強に活用され、検証された薬剤です。

http://www.kyungnamjapan.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

洪 智惠
東京都台東区浅草橋1-13-6 浅草橋STビル5階

info@lemona.jp
03-5829-5875
03-5829-5874

私たち京南製薬は、人類の健康に役立つ医薬品の研究開発、生産、販売、
事後サービスに至るまで、顧客優先の方針を打ち出した結果、創業以来
63年間にわたって韓国のビタミン市場を先導してきています。
これから京南製薬は、人気商品の持続的な育成と未来の健康食品研究開
発、積極的な施設投資、専門人材の育成補強などを通じて未来の成⻑動
力を確保し、積極的な経営で競争力を高めていきます。

健
康
食
品

京南製薬ジャパン㈱
Kyung Nam Pharm JAPAN Co.,Ltd

結(ギョル)コラーゲン
吸収が早い低分子フィッシュコラーゲンを使用
しており、さらにコラーゲン合成を手伝うビタ
ミンCが含まれております。飲みやすいブルー
ベリーの味で、スティック型ですので持ち運び
やすく水なしでも飲めるのでいつでもどこでも
手軽にコラーゲンを摂取することができます。

Booth No,
A-21

レモナドリンク100ml
1本(100ml)から摂取できるビタミンCは
500mg。ビタミンC以外にもB2、B6をす
べて摂取することができます！
保存料不使用。

レモナ散
1983年から韓国で⻑らく愛されてきた商品です。ビ
タミンCが500mg含まれており、ビタミンB2、B6も
配合されているので疲労感を感じる方や妊娠中の方
などビタミンの摂取が必要な方に適した散製です。
2020年韓国今年のブランド大賞。「今年のビタミン
剤」で2006年〜2020年20年連続受賞 (韓国消費者
フォーラム主催)



Booth No,
B-09①http://sorobio.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

チョ スリン（Cho Surin）
109, Ballyong-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 311, 
Korea
sorobio@naver.com
+82-70-7732-5569
+82-63-213-1196

ソロバイオは2016年に天然粉末素材の加工を目的に設立されまし
た。原料の味と栄養が変わるのを防ぎ、原料の栄養の体内吸収率を
高める技術を保有し、国内最高品質の大豆微分を安定的に供給して
います。

⾖乳＆グラノーラ ミックス（粉）
カップに水と豆乳を入れてよくかき混ぜて
ください。
グラノーラを入れてお楽しみください。

健
康
食
品

⾖乳＆グラノーラ
大豆、⿊豆、⽞⽶、大⻨など様々な粒にグ
ラノーラを加え、栄養素の損失を最小限に
抑えたナノテクノロジー加工法（気流粉砕
法）で微粉砕した粉末茶です。

㈱ソロバイオ
Sorobio co.,ltd

農業会社法人㈱デザイン農夫
DESIGNNONGBOO CO LTD

Booth No,
B-09②

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ヒョンジュン（Kim hyunjung）
1-130, Dogang-gil, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 
Korea
jack532@naver.com
+82- 63-542-5328
+82- 63-542-5322

韓国産農産物を小型包装、加工化し、韓国優秀企業・消費者と直接取引
を行うことで、農業付加価値・国内産農産物消費を主導する企業です。
主な取扱品目は穀物小分け包装、雑穀ギフトセット、穀物を活用したミ
スカル、協約農場製品、企業のオーダーメイド商品などがあります。
様々な商品を生産、加工、流通、販売にいたるまでワンストップ体制で
手かけており、全羅北道「スター小商工人」として選定された企業です。

その他 ⿊⾖炒り粉
⿊⾖粉

小⾖炒り粉

健
康
食
品

⿊⾖茶
⿊豆を100％焙煎したヘルシーティー。

小⾖茶
韓国産の小豆100％で作ったお茶
食物繊維が豊富な小豆を、簡単に摂取ヘルシー
な穀物茶。小豆に含まれているサポニンが水分
代謝およびむくみに役立ちます。

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



乳酸菌発酵カキエキス(⾝⻑成⻑、骨の健康)

㈱海洋生物工程
Marinebioprocess Co., Ltd.

Booth No,
B-09③http://www.mbpc.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イム ヨンソク（Lim Youngseok）
7, Hoenggye-gil, Ilgwang-myeon, Gijang-gun, Busan #B-
104, Marine Bio-industry Development Center , Korea
young_seok82@naver.com
+82-2-722-5453
+82-2-722-0020

㈱海洋生物工程は、海洋生物原料を活用した新素材開発のリーディ
ングカンパニーであり、BIO-Conbersion発行技術を通じ天然新素
材常用化の道を開拓してきました。自社開発の乳酸菌
(Lactobacillus Brevis BJ20)で自然発酵させた昆布抽出物(FST)は、
韓国食薬庁個別認証2件収得済み、その他牡蠣抽出物、⽶の胚芽の
抽出物などがございます。

健
康
食
品

タウリンを多量に含んでいるカキのグルタミン
酸から生物転換工程、GABAを生産する発酵工
程を通じて機能性GABAを含む乳酸菌発酵抽出
物を開発しました。
この抽出物は、子供の⾝⻑と骨の成⻑に役立ち
ます。 2019年7月から釜山大学韓方病院におい
て、 5~9歳の児童100人を対象に⾝⻑成⻑に関
する臨床試験を24週間実施した結果、有意義
な結果が得られ、骨の健康臨床実験を目前に控
えており、⾝⻑成⻑機能性原料として食品医薬
品安全処に個別認定申請を準備しています。

動物実験・臨床実験完了
日本・米国・欧州特許3件、韓国特許3件

SCI級論文9件改題

Lacto ライスGABA
世界的、医薬生理学的に効能を発揮し
ているGABA素材を自社の特許発酵工
法により自然発酵による高濃度GABA
へ転換させました。⽶の胚芽の天然発
酵素材でどの食品にも適用できる自然
発酵高濃度GABA素材です。

乳酸菌発酵カキエキス(⾝⻑成⻑、骨の健康)

バイオコリア㈱
BIOKOREA CO, LTD

Booth No,
B-10③http://www.healthkhan.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ミンギョン（Lee Minkyung）
202, Taewon Bldg, 8, Baekjegobun-ro 39-gil, Songpa-gu, 
Seoul , Korea
parrot76@empas.com
+82-2-538-8825
+82-2-467-8825

天然物由来の肝臓に効くエキス
健康機能食品 (韓国の食品医薬品安全処 健康機能性原料の認定番号 No.2011-22号)

- 肝臓（肝）機能の改善と記憶力の改善に役立ちます。
15g/1スティック(包) 、10スティック/1インボックス、3インボックス（30包）/1箱

健
康
食
品

バイオコリア㈱は、人類の健康のためにたゆまぬ研究開発、徹底し
た原料の栽培•生産•購入•保管をしています。優れた製造設備
（GMP、HACCP、アメリカFDA工場登録設備、ISO9001の認証）
を保有している㈱ヒュオンスナチュラルと専門家が科学的根拠と配
合で徹底したQA、QCに優れた製品を生産•流通•販売•供給していま
す。



韓国

朝日食品㈱
ASAHI FOOD Co.,LTD.

Booth No,
A-10http://www.asahifood.net

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

程 禎珌（チョン ヨンピル）
東京都荒川区⻄日暮⾥6-65-1

trans@asahifood.net
03-6822-3147
03-6893-3184

茶
類

* 韓国食品の輸入卸（加工食品、農水産物）

* 日本食品の海外輸出（アメリカ、カナダ、中国、韓国）

* 国内農産物の販売（⻑野県産⽩菜、サニーレタス）

＊三養食品㈱ 特約店＊コッセム食品㈱ 総代理店

㈱コッセム食品
KKOH SHAEM FOOD CO,LTD

Booth No,
A-11http://www.ksfs.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ソンジン（Kim Sungjin）
82, Jugyeopsan-ro 35beon-gil, Soheul-eup, Pocheon-si, 
Gyeonggi-do, Korea
ksj@ksfs.co.kr
+82-31-541-9921
+82-31-541-9933

1965年の創立以来、蜂蜜・液状茶・粉末茶・浸出茶の先端設備を
備えた韓国唯一の食品製造専門企業です。
自然と人間を第一にする価値創造の経営方針として韓国はもちろん
海外約30カ国に輸出するグローバル企業に成⻑しております。
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。

蜂蜜パッションフルーツ茶 蜂蜜ゆず生姜茶
ゆずの甘酸っぱさとジンジャーの辛く
てほろ苦い味がよく調和し、果物の味
が活きている液状茶です。

茶
類

くるみ＆アーモンド＆ハト⻨茶
ナッツや穀物がたっぷり入った⾹ばし
い粉末茶です。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。



㈱茶情（ダジョン）
DA JUNG CO., LTD. https://www.damizle.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ヒョンア（Lee hyeona）
28, Yeongil-ro 97beon-gil, Yeongjung-myeon, Pocheon-si, 
Gyeonggi-do, Korea
trade1@damizle.com
+82-31-542-6656
+82-31-543-1375

韓国のEmart、Traders、COSTCO、Cafe Beneなどの地元の小売業者に
製品を供給し、良い食品と韓国の伝統文化を輸出するリーダーとし
て30か国以上（日本、台湾、⽶国、カナダ、ベトナム、⾹港、中国
など）に輸出しています。
食品の安全性のため、衛生的で安全な食品を製造するために海外で
当局が認めているFSSC22000証明書とHACCP証明書を取得しました。

果肉入り濃縮エキス
スティック1本で簡単に飲み物が作れます。
果肉をすりつぶしてあるので、果物の独特
の味を味わうことができます。
2つの果物がちょうどいい割合で混ぜられ
ているので、水を注ぐだけで簡単にカフェ
飲料が作れます。

蜂蜜生姜濃縮エキス
生姜は免疫に良いことが知られているため、
コロナウイルス以降、生姜茶の国内外の購
入者需要が大幅に増加しています。
生姜の果肉が入っているので、オリジナル
の生姜の味を楽しめます。

フルミックスシェイクシリーズ
食事の代わりに水を注いで食べることがで
きます。

茶
類 Booth No,

A-12

㈱TEAZEN農業会社法人
TEAZEN INC.

Booth No,
A-19http://www.teazen.co.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ホンジェ（Kim Hongjae）
80-23, Daeun-gil, Gyegok-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-
do, Korea
trade3@teazen.co.kr
+82-61-534-6887
+82-61-534-6400

TEAZENは、「茶禪」からインスピレーションを受けて作られたブ
ランドで、現代人にお茶を通じて心と体に深い安らぎを伝えるとい
う意味が込められています。40年経験の健康食品専門家と共に、企
業付設R&Dセンターの体系的な研究を基に、おいしくて簡単な機能
性茶製品を開発し、新しい健康ライフスタイルを提供します。

エナジーティー
いつでもどこでも冷水で燃やすことができるパウダース
ティックタイプ。最高の味と最適なカフェインを備えた低
カロリーのエネルギードリンク（カロリーはありません！
グラスあたり15kcal / 250ml）。ガラナ70mg、タウリン
1,000mg、L-カルニチン由来の天然カフェイン>トリプル
ブーストエナジーアップ。

コンブチャ
有機酸が多く含まれているため、朝の
空腹時に飲むのではなく、食後に飲む
ことをお勧めします。
毎朝疲れているときに飲むことをお勧
めします。

茶
類

グレープフルーツティー
主要原料には1,000mg のグレープフルーツ抽出
物が含まれています。緑茶エキスパウダーとL-
カルニチンを加えて軽くもう一度！カジュアル
に楽しめる低カロリー飲料。包装:個別のス
ティック包装で、衛生的で携帯しやすいです。



農業会社法人㈱チョロクウォン
Cholocwon Co.,Ltd.

Booth No,
B-02①http://www.cholocwon.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ミョン スンギュ（Myeong Seunggyu）
45-15, Pyeongsa 1-gil, Jillyang-eup, Gyeongsan-si, 
Gyeongsangbuk-do, Korea
para9804@naver.com
+82- 53-852-3000
+82- 53-852-0600

チョロクウォンは顧客の皆様の健康を最優先に考え、信頼できる茶類文化定着へ基本理念を置き常に
努力しています。品質向上とより衛生的な製品生産のためにすべての過程の自動化推進とともに原料
入庫から完成品出庫まで徹底した品質管理に最善を尽くしています。また、より優れた原料を通じた
良い製品生産のために⻑期間努力し、環境にやさしい製品の開発に成功し、顧客の皆様により良い製
品、信頼できる製品を届けるために最善を尽くしています。2016年には韓国最大ゆず産地の全羅南道
高興（コフン）に第2工場を竣工し、ゆずの収穫から完成品流通までSCM(Supply Chain Management) を
完璧に構築、顧客の皆様がより合理的な価格でより良い製品をお買い求めいただけるようにしました。
これからも一層努力し続けるチョロクウォンになります。顧客の皆様の更なる関心と声援お願いいた
します。

蜂蜜ゆず茶
1. 厳しい基準の下で、100%環境に優しい、または最高品質

の原料
2. 柑橘類収穫によるSCM（サプライチェーンマネジメント）

茶
類

ロッテ酒類ジャパン㈱
LOTTE LIQUOR JAPAN CO.,LTD.

Booth No,
A-22https://company.lottechilsung.co.kr/kor/main/index.do

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

伏見 愛菜
東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル2309

a.fushimi@lotteliquor.com
03-5484-1234
03-5484-1845

酒
類

ソウルマッコリ
ソウルマッコリは主原料であるお⽶の旨みが豊かな
味わいを作り上げ、乳酸由来のやさしい甘みと、微
炭酸のすっきりとした口当たりが特徴です。食事と
の相性も良く、マッコリを初めて飲む方にも親しみ
やすい味わいです。

チョウムチョロム
2006年2月に「鏡月」の製造元である斗山社が韓国で
発売した焼酎。韓国語で「はじめてのように」を意
味する感性的なネーミングと、やわらかな口当たり
で、特に若者からの支持を集め、韓国国内で販売100
日にして6300万本を売り上げた商品です。

HOT6
韓国のエナジードリンク市場ナンバー１ブランドの
ＨＯＴ６です。ガラナエキスやアルギニン、ビタミ
ンＢ２などを配合しており、やさしい味わいの仕立
てになっているので、老若男女誰でもおいしく飲用
できます。

ー 韓国ロッテ七星飲料㈱酒類BGの日本法人
ー 1980年設立
ー 主な業務は韓国で製造されたお酒『鏡月、ふんわり鏡月、

ソウルマッコリ』を日本に輸入し販売
ー 2013年から飲料製品取り扱い開始



㈱瑞韓
ZUIKAN CO.,LTD https://www.kfoods.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

宮本 明弘
埼玉県川口市南鳩ヶ谷1丁目26-8

director@zuikan.co.jp
048-280-1381
048-280-1386

酒・食品の輸入専門商社として日本と韓国の食文化を両国の方々に幅広
く紹介し、貢献できるよう常に努力しております。
商品の企画、開発、輸入、輸出、販売、すべてにおいてお客様のニーズ
に応えられるように取り組んでおります。
単なる商社としてではなく、日韓両国における独自の存在価値を築いて
いけるよう、今後も日々邁進する所存です。

酒
類

ソウル月梅（ウォルメ）米マッコリ
最新の設備で完全低温熟成、滅菌処理をした韓国ソウル首
都圏シェア90％、全国シェア60％を誇る㈱⻑寿マッコリ
の製品です。小⻨を使用せず、100％⽶を使用、しかも、
日本の⽶に品質の近い韓国産⽶を使用し、微炭酸を加える
事で、圧倒的な爽やかさと透明感に仕上がりました。まさ
に韓国で飲んだあの味をお楽しみ頂けます。

抱川（ポチョン）マッコリ（米、梨）
韓国のマッコリの名産地、抱川で造られました。旬
麗な山の澄んだ水で製造された甘味と清涼感が抜群
のマッコリです。韓国で人気フレーバーの梨を加え
た２種類をご用意しております。

Booth No,
A-23

⻑紅参（チャンホンサム）マッコリ
高麗人参の高級品『紅参エキス』が入ったマッコリです。
紅参には疲労回復、免疫力増進、血流改善他、多くの効
能があると言われ、特に低血圧症の改善、抗がん効果は
科学的に立証されております。日本初上陸の新商品で、
流行に敏感な韓国ファンと紅参ファンから圧倒的な支持
を頂いております。

㈱BSJ
BSJ CO.,LTD

Booth No,
A-24https://www.bekseju.co.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

朴 世棚
東京都中央区日本橋箱崎町20-1 箱崎NSOビル７F

sbpark@bekseju.co.jp
03-6231-1570
03-6231-1575

㈱BSJは韓国を代表する酒類メーカー「麹醇堂（クッスンダン）」
の日本法人として2007年に設立され、主にマッコリや百歳酒等、酒
類の輸入販売を展開しています。

酒
類

1000億プリバイオマッコリ
・1000億個の乳酸菌をマッコリ1本で！
乳酸発酵を重ね、1本当たり1000億個の乳酸菌
を培養に成功！世界初!!
・プリバイオティクスで体内のお掃除
フラクトオリゴ糖などのプリバイオティクスは、
腸内の善玉菌（乳酸菌など）の栄養源となり、
腸内フローラを改善し、健康の増進維持に役立
つことが期待されています。

米マッコリバナナ
甘〜いバナナ！マッコリ初！バナナ味☆
常温・⻑期保存可能（製造日から2年）
炭酸添加！★生マッコリのような清涼感！
ビールのように飲みやすい！お酒が苦手な方に
もおススメ
低アルコールAlc.4％

米マッコリモモ
天然の桃果汁入りでビタミンC豊富☆お肌ピチ
ピーチ！
常温・⻑期保存可能（製造日から2年）
炭酸添加！！しゅわしゅわ〜で清涼感あふれる！
発酵酒特有の後味をカット！マッコリが苦手な方
もOK！
低アルコールAlc.3％



ウリスル・ジャパン㈱
WOORISOOL JAPAN CO.,LTD

Booth No,
A-25http://maggulli.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

神野 理恵
東京都江⼾川区南小岩6-28-14 杉本ビル4F

eigyojimu@maggulli.jp
03-3672-8101
03-3672-8102

天然と匠人の精神から作られ、科学的に飛躍したウリスル。
法今規則を尊守し、高い倫理観を保って地域社会に貢献できる企業
活躍を行います。感謝の気持ちを持ち、物心両面の幸福を追及しま
す。世界中の人々の味覚になじむように多様な製品を研究していま
す。

酒
類

やわらかみかん
甕仕込みにより、りんごから醸し出された原酒を
蒸留し、みかん果汁を加えました。りんごの⾹り
にみかんの甘みと酸味が加わり、絶妙なハーモ
ニーを生み出します。

ジョウンデーマンゴー
ジョウンデーは智異山清浄地域内の海抜７００ｍの
高地にあり、地下３１４ｍから湧き出る天然岩盤水
を１００％使用して作り出した弱アルカリ性焼酎で
す。

ジョウンデーライチ
ジョウンデーは智異山清浄地域内の海抜７００ｍ
の高地にあり、地下３１４ｍから湧き出る天然岩
盤水を１００％使用して作り出した弱アルカリ性
焼酎です。

麹醇堂
KOOKSOONDANG

Booth No,
A-26http://www.bekseju.co.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

麹醇堂は酒を醸す際、「人を優先に考える」という精神に基づき、
韓国を代表する名酒を作るために努力しております。

酒
類

生マッコリ
・日本国内生マッコリ 販売No,1！！

植物繊維豊富！糖質ゼロ！
腸内環境が良い生きた乳酸菌が80億コ！
微炭酸でフレッシュな味わい！

・発酵制御技術
密閉キャップで外部空気を遮断し、徹底
した冷蔵管理で 鮮度が⻑く保ちます。

1000億プリバイオマッコリ
・1000億個の乳酸菌をマッコリ1本で！

乳酸発酵を重ね1本あたり1000億個の乳酸菌
の培養に成功！世界初！！

・プリバイオティクスで体内のお掃除
フラクトオリゴ糖などのプリバイオティクス
は、腸内の善玉菌（乳酸菌など）の栄養源と
なり、腸内フローラを改善し、健康の増進維
持に役立つことが期待されています。

百歳酒
・厳選したお⽶と体に良いとされるハーブ

（高麗人参、天草他10種）を仕込み、醸
しだした体にやさしいお酒です。ハーブの
持つ上品な⾹りと口に含んだ時の柔らかい
甘さ、旨味、キレのよい後味が特徴です。

・飲み方
食前酒、食中酒（冷酒がおすすめですが、
熱かんも韓方の⾹りがし、魅力的です）

朴 世棚（Park Sebung）
NSO Blg 7F, 20-1 Nihonbashihakozakicho, Chuo-ku, 
Tokyo-to 103-0015 Japan
sbpark@bekseju.co.jp
03-6231-1570
03-6231-1575



ウリスル㈱
WOORISOOL CO.,LTD

Booth No,
A-27http://www.woorisool.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム スンヒョン（Kim Soonhyun）
29, Daeboganseon-ro, Jojong-myeon, Gapyeong-gun, 
Gyeonggi-do 29 , Korea
ksh716716@gmail.com
+82-31-585-8525
+82-31-585-8529

京畿道加平（キョンギド カピョン）に位置した伝統酒製造企業で、
2013年業界最初HACCP認証を獲得。一日最大生産量10万リットル、
現在、日本、中国、オーストラリア、アメリカ、カナダ、ベトナム、
カンボジアなど20カ国以上へ輸出中。衛生、品質、最先端設備の3
拍子をすべて備えた(株)ウリスルは韓国国内だけでなく世界有名酒
類品評会でもその真価が認められています。

SPARKLING RICE MAKGEOLLI
韓国の伝統的な⽶のお酒です。

酒
類

Booth No,
A-28

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

有賀 浩紀
東京都足立区鹿浜6-11-13

aruga@e-don.co.jp
03-5837-2208
03-5837-2308

酒
類 ㈱E-DON

E-DON https://www.e-don.co.jp/

株式会社E-DONは、主に韓国酒類の輸入卸販売を行っております。
2010年にブランドマークを「E-DON」にリニューアルしました。アルファ
ベットのOの中心に浮かび上がる甕（かめ）のシルエットは、二東マッコリ
が伝統の味を守り、丁寧に醸造されていることの証です。これからも、株式
会社E-DONは、日本の皆様が韓国伝統の味を楽しみながら韓国の文化を⾝近
に感じ、日本と韓国がより親密なお付き合いができるよう尽力いたします。

E-DON生マッコリ 750ｍｌ
生マッコリは天然の微炭酸で爽やかな清涼
感が特徴です。

二東生マッコリ 1000ｍｌ
加熱処理を行わず飲む瞬間まで発酵が続い
ています。E-DON生マッコリは、甘さと
酸味のバランスが良く、天然の微炭酸で程
良い清涼感が感じられます。

二東マッコリ 1000ｍｌ
韓国を代表するブランドE-DONマッコリ
です。ほどよい甘さと、濃厚なコクが特徴
です。



㈱トレチャン
Trechan Co., Ltd http://www.trechan.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ヒョンフン（Kim Hyeonghun）
82, Pyeongdongsandan 7beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, 
Korea
export@trechan.co.kr
+82-62-655-4900
-

韓国伝統プレミアムキムチを追求する（株）トレチャンです。輸出
に特化した製品と包装材で新鮮な韓国伝統キムチを輸出しています。

からし菜キムチ
天日塩で味付けしたからし菜や粉唐辛子、
えびの塩辛、いわしの塩辛、自家製麹塩を
使い、発酵すればするほど旨みがでます。

白菜キムチ
トレチャンならではの特別な原材料および
包装材で輸出の際、製品の変型、過度な熟
成の発生を防いだ発酵キムチです。

ミニ大根キムチ
大きさが程よく堅いミニ大根は葉が柔らかく
辛さが少ないです。えびの塩辛、いわしの塩
辛、太刀魚の塩辛、自家製の麹塩を使用して
おり、全羅道式のうまみがあります。

キ
ム
チBooth No,

B-08①

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

クォン ヒョンジュ（Kwon Hyunju）
27, Seomyeonmunhwa-ro, Busanjin-gu, Busan Suite 828, 
Korea
hyunju3556@nate.com ／ wd_ming@naver.com
+82-51-851-8389
+82-51-808-8389

当社は、関連団体の会員、関連分野の商工会議所、産業組織団体、
地方自治体などの様々な取引先がいらっしゃいます。ブースを訪問
くださった方には、お土産、日本語カタログも準備しております。
また、会場ではプロモーションビデオクリップを再生しながら理解
を深める予定です。 試飲会など様々なイベントでお待ちしていま
す。

キ
ム
チ

韓盛園㈱
HANSUNGWON CO,.LTD

落花生の芽キムチ
塩の量を減らした低塩ピーナッツスプラウ
トキムチは、柔らかな食感ながらもパリパ
リとした食感を維持し、新鮮な味を存分に
楽しむことができます。 サポニンの含有
量は紅参の6倍であるため、がんや老化の
予防や免疫力の向上にも役立ちます。

落花生の芽漬物
従来の漬物とは違い、わが社は塩の量を減
らし、砂糖の代わりにスモモを使用するこ
とで、塩辛すぎたり甘すぎたりせず、シャ
キシャキとした味わいを保っています。そ
して冷蔵保管後に食べたい時に食べられる
よう、⻑い賞味期限の商品です。

落花生の芽ピクルス
砂糖を一切含んでおらず，ピーナッツの新芽
特有の⻭ごたえがあるので健康に良いです。
インスタント食品や肉料理との相性も抜群！
良質のピーナッツの芽だけを選別して塩洗い
し、韓国の調味料を使用して熟成させるので、
味と⾹りを楽しむことができます。

Booth No,
B-08②http://hsy5678.co.kr/



ヘテパシフィック㈱
HAITAI PACIFIC CORP.

Booth No,
A-14https://haitai.co.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

小川 真吾
東京都港区海岸3-2-12 安田芝浦第2ビル4階

ogawa@haitai.co.jp
03-5730-1242
03-5730-1240

ヘテグループは１９４５年創業以来今日までヘテ製菓を⺟体とし、 韓国
の総合食品メーカーとして食品産業界をリードして参りました。「 ヘ
テ」とは韓国で広く親しまれている伝説上の動物の名前です。 正義や吉
（良い事）を象徴し、また善悪を判断する動物として、 現在でも宮殿の
正門や土地の境界線等に設置されています。
日本において食品等の輸出入専門会社として 日本と韓国の文化・経済に
一役を担って参ります。

辛ダンドントッポッキスナック
チーズトッポギ味

チーズのコクとピリッと辛いコチュジャン
の組み合わせがやみつき！人気のトッポッ
キスナックから新味登場。

ヨッポギ 明太マヨ風味
電子レンジで簡単調理。ご家庭で本場韓国
の味が楽しめる即席カップトッポギです。
ピリッと辛い明太子にまろやかなマヨネー

ズ風味のお味です。

ス
ナ
ッ
ク
類

辛ダンドン ラッポッキ スパイシー
カルボナーラ

電子レンジで簡単調理。ラーメン＋トッポ
ギ（韓国餅）の美味しいコラボ商品です。
味は、少し辛味の利いたカルボナーラ味を
ご用意しました。

Booth No,
B-11①http://www.thetime.or.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

チョ キョンジェ（Lea Cho）
48, Namdongseo-ro 113beon-gil, Namdong-gu, Incheon 81 
Block, 13 Rot. , Korea
kcho431@gmail.com
+82-32-821-8779
+82-32-821-8770

私たちは、シリアルバーとプロテインバーの研究開発を専門とする食品加工および製造会
社です。
当社の製品は、韓国の⽶、スーパーフード、シリアル、ドライフルーツをベースにしてい
ます。 また、非GMO、グルテンフリー、重金属フリーです。原則として、野菜を原料と
し、低糖、低炭水化物の製品でお客様の健康と需要に焦点を当てた製品を開発および製造
しています。過去10年間、日本、フィリピン、カナダなどに輸出してきました。
私たちの使命は、「シンプルだがシンプルではない製品」を作り、健康的であるだけでな
く、おいしい製品をより多くの人々に紹介することです。

コラーゲンバー
コラーゲンとシリアルバーの組み合わせ!
アントシアニンを多く含むビタミンCとク
ランベリーを含む重金属フリーのフィッ
シュコラーゲン、アセロラを使用。

ス
ナ
ッ
ク
類

3Bネットワークス
3B NETWORKS CO.,LTD

プロテインUNOバー
朝食の代わりに、子供、学生、老人のため
のヘルシーな軽食… 等
運動前後の軽食

パワープラスバー
食物繊維 アップ! 砂糖と塩をダウン! マン
ダリンを加え、最高品質のアーモンド、
オートミール、豊富なビタミンと食物繊維
を使っています。



ZIOコーポレーション
ZIO CORPORATION http://www.ziocorporation.com/

担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ムン インラ（Moon Ingra）
17, Daehak 4-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 
#205-40, Ace Tower 1 cha , Korea
zio@ziocorporation.com
+82-70-7612-3885
+82-303-3445-3885

ス
ナ
ッ
ク
類

企業情報

Booth No,
B-11②

クランチライスロール（米菓子）
・⽩⽶／⽞⽶ 2種類
・グルテンフリー
・低ナトリウム
・トランス脂肪フリー
・人工着⾊料なし、人工フレーバーなし

21粒クリスピーロール
・オリジナルクリームチーズ、バナナ、

紫いも 3種類
・GMOなし
・低ナトリウム
・トランス脂肪フリー

海藻スナック
・海塩、コギグイ、わさび 3種類
・好きな食べ物で海苔スナックを包んで

みてください
・100%ナチュラル、USDAオーガニック
・グルテンフリー、GMOなし

飲食料輸出入企業で、国際輸入業者、流通業者、卸売業者に高品質
の製品を供給しています。顧客と流通パートナーと⻑期的な関係を
構築するために正直さと誠実さで努力しています。

マンモス製菓㈱
Mammos Confectionery Co.,Ltd http://www.mammos.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ユ スンワン（Yoo Seungwan）
8, Dunchon-daero 526beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do , Korea
mammos325@gmail.com
+82-31-741-2000
+82-31-748-1788

⽶、小⻨、⽞⽶などの穀物を原料にした菓子を生産·輸出している
⽶菓専門企業です。食べ物の中で、お菓子は老若男女誰でも好んで
食べる代表食品で、⾹ばしくて甘く、柔らかい原材料の特性をその
まま感じられる商品です。 世界中に穀物菓子を分け、地球のみん
なが楽しく幸せな味を感じていただけるよう、親しい友人になりた
いと思っています。

玄米＆こんにゃくクランチ 米＆⾖腐スナック

ス
ナ
ッ
ク
類

米菓子

Booth No,
B-11③



㈱アラム
ARAM CO.,LTD.

Booth No,
B-12①http://www.aramfood.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム キリ（Kim Kiri）
21, Daejeon-ro 1364beon-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Korea

aram365@naver.com
+82-42-624-1181
+82-42-624-1183

1999年に設立したアラムは、家族が安心して食べられる料理を作
るという信念で食品を製造しています。 2019年初の輸出実績達成
を皮切りにアメリカ、カナダ、オーストラリア、中国、ベトナム、
マレーシア、日本など様々な国に輸出しています。

シッケ
6時間以上、⻨芽を糖化して作ったシッケ
で、 子どもたちの栄養満点の手軽なおや
つとしておすすめの食べ物です。

トッポギ
定番の甘辛味、オリジナルピリ辛トッポッキ

ス
ナ
ッ
ク
類

紅参シッケ
サムシキオ紅参シッケはサポニン含有量が
豊富で免疫力の増進と気力回復に役立つ
「高麗人参」を入れて作った韓国の伝統飲
料です。

ハンド食品㈱
Handofood Co.,Ltd.

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ハ チャンソン（Ha Changseong）
543-9, Sail-ro, Cheongtong-myeon, Yeongcheon-si, 
Gyeongsangbuk-do , Korea
handofood@naver.com
+82-54-337-3314
+82-54-337-3316

慶尚北道永川（ヨンチョン）に位置しているハンド食品は、ヌルンジ（おこげ）
の製造販売業界におけるリーディングカンパニーでございます。韓国でもっとも
大きいヌルンジメーカーであるハンド食品は新しい生産施設と蓄積されたノーハ
ウーをもとに、多様な種類のおこげ商品を開発しています。ISO、HACCP、⽶
FDA,MUI HALALなど多数の認証と10種類以上の特許および商標権を保有しており、
韓国産農産物を加工し、伝統の味を継承するとともに、地域農産物消費を促進し、
安全な食品生産に取り組んでいる最高の食品専門企業です。

ス
ナ
ッ
ク
類

おこげ（ヌルンジ）
ヌルンジはお⽶を蒸す過程で作られるため、栄
養素が豊富です。当社の製品は100%韓国産の
お⽶を使っており、グルテン、砂糖、脂肪がな
く、ダイエット食品、子供のおやつ、健康食品
としておすすめします。

⻨おこげ（ヌルンジ）
健康を考え、βグルカンの多い⻨を添加し
て作った製品で、韓国だけではなく、海外
でも好評を受けています。

玄米おこげ（ヌルンジ）
⽞⽶は全粒穀物であり、マグネシウム、リ
ン、セレン、チアミン、ナイアシン、ビタ
ミンB6、マンガンの優れた供給源であり、
繊維が豊富です。

Booth No,
B-12②http://www.handofood.com



㈱ラオンコーポレーション
RAON CORPORATION CO.,LTD. http://www.raon2017.co.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ピーターソン（Peter Seong）
16-4, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
raoncorp20181011@gmail.com
+82-50-6718-0092 / +82-10-8696-0094
+82-50-4477-0094

2000年以来、私たちは「より刺激的でユニークな料理、より満足で幸せな生活」の旗印の下にありま
す。私たちは「行動、達成、謙遜、より良い生活のための寄付」を着実に実行しており、より良い生
活とより良い何かを達成するために、絶え間ない準備、迅速で体系的なマニュアルを実践しています。
私たちは基本的に「絶望的な」考え方を持っており、常にすべての能力を他とは異なる独自の異なる
精神に注ぎ込んでいます。2017年より「海外からの対象者に適した菓子加工食品の輸出・開発専門商
社」を設立し、ポロロ、スウィートモンスター、スプーンズなどの有名キャラクター、グローバルブ
ランド（スキッピィピーナッツバター）のユニークなアイテムを26カ国以上の海外市場に輸出してい
ます。今後も海外のお客様にご満足いただけるよう、製品開発と品質向上に全力を尽くしていきます。
私たちは、今日よりも良い未来を実現するために、常に競合他社とは異なる何かを創造し続けます。

Sweet Monster Ice cone snack
アイスクリームコーンの形状によるとても
面⽩くてユニークなウエハーススナックで
す。エアレーションの製造方法により、内
側は柔らかく、外側はサクサクしています。

Sweet Monster choco stick shooting 
star popping candy

コーティングされたチョコレートとポップキャン
ディーのパーツが付いた⻑いスティック。コー
ティングされたチョコレートのパーツが口から飛
び出すのを感じることができるので、子供たちに
とても楽しさと興奮を与えることができます。

SKIPPY peanut butter grain cookies 
sand

⿊ゴマ、ピーナッツ、小⻨ふすま、⿊豆、オー
ト⻨などの特定の成分リストがたくさんあるの
で、このアイテムはスキッピィピーナッツバ
ターを使ったとても健康的な穀物クッキーです。

ス
ナ
ッ
ク
類

Booth No,
B-12③

農業会社法人㈱清浄人参
CheongJeongInsam Co., Ltd. http://www.cleaninsam.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

カン ドンウ（Kang Dongwoo）
58, Wajeong-gil, Geumsan-eup, Geumsan-gun, 
Chungcheongnam-do, Korea
7527103@naver.com
+82-10-8850-5836
+82-41-753-5836

清浄人参は、 環境にやさしい高麗人参に対する五感満足経営を営
むため、邁進しています。 2006年世界高麗人参エキスポの公式商
品化業者(高麗人参、紅参、お菓子)に選定されました。FDA食品検
査済みの業者です。 2008年には新知識農業人章(2008-253号)を受
賞しました。

紅参エキススティック
100% 国産紅参のみを厳選。

衛生的で持ち歩きに便利な形です。

紅参エキストラヘルスパワー
スティック

ドライ蜂蜜紅参

⾼
麗
人
参

Booth No,
B-06①



モンゴ食品㈱
MONGGO FOODS INC.

Booth No,
B-07①http://www.monggofood.co.kr/default/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

チョン ジュリョン（Jung Juryoung）
18, Paryong-ro 371beon-gil, Uichang-gu, Changwon-si, 
Gyeongsangnam-do, 51395 Korea
trade@monggofood.co.kr
+82-55-296-2210
+82-55-292-2202

1905年創業以来114年間、醤類製品だけを製造してきたモンゴ食品
は、醤類固有の独特な味と⾹りを再現させるため、原料から製品出
荷まで厳格な品質管理システムを施行しており、全世界、誰もが安
心して食べられる食品文化を守ろうと絶え間ない研究開発をしてお
ります。

もんご醤油ソンピョゴールド500ml
はちみつを天然甘味料として加え、マイル
ドで軽い味わいに。
食品本来の風味や⾹りと自然に溶け合うの
で、どんな食品にもよく合います。

もんご醤油マイルド10ml
他の醤油より塩分が少なく、テイクアウト
レストランにおすすめです。

もんご醤油ジン13L
一番売れている醤油です。レストランにお
すすめです。

醤
類

北下特品事業団㈱
Bukha Teugpum Saeobdan http://www.bukha.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ジョン ビョンジュン（Jung Byungjun）
1108, Damjang-ro, Bukha-myeon, Jangseong-gun, 
Jeollanam-do bukha teugpum saeobdan, Korea
giai2160@gmail.com
+82-61-392-6331
+82-50-4329-1998

北下特品事業団は、⻑城群（ジャンソングン）北下面（ブッカミョン）薬水
⾥（ヤッスリ）の住⺠10世帯が集まり、農村の所得増大の一環として、伝統
食品や特産品を生産、販売するために、1990年度に住⺠たちの手で立ち上げ
られた会社です。⻑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、キムチ、味噌類、塩辛類、伝統食品など、製品構成を多様化し、
伝統の味を維持しながら、変化する現代人の食生活に合わせて伝統食品と地
域特産品を維持開発し、専門的に扱う会社として成⻑し続けています。

味噌 梅のコチュジャン漬け ホヤの塩辛

醤
類 Booth No,

B-07②

韓国の伝統味噌類、漬物、塩辛類を専門的に生産しており、製品に対する個別特許を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(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。



ハムヤン山養参
HAMYANG WILD GINSENG Co.,Ltd

Booth No,
B-02②http://www.hywgs.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

パク ミエ（Park Miae）
44, Dangbonmaam-gil, Anui-myeon, Hamyang-gun, 
Gyeongsangnam-do, Korea
hywgs2020@naver.com
+82- 55-964-0583
+82- 55-963-9742

山養参は原料価格に比べ、加工した際、価格競争力の面において大
きな問題がありました。弊社はそれを解決し、山養参を様々な製品
で制作しており、アメリカ、ベトナム、マレイシア、中国などへ販
路を拡大してきました。このような成果と経験に基づき、山養参加
工製品の持続的に市場開拓を行うとともに、消費者のニーズに応え
るなど、より発展を向けて努力いたします。

山参エキスゼリー
滋養強壮、免疫増進、疲労回復、二日酔い改善、解毒機能を持
つ高機能性山参含有商品です。夏の季節には冷蔵庫に冷やして
から召し上がると、夏バテに役立つ効果を期待できます。

林
産
物

山参エキススティック
100%韓国産原料、別途添加物を含まない100%高濃度純液です。
純液原料をそのまま配合しており、粘性が高く、多くの固形分
を含有しています。

㈱ウァークリンク
WORKLINK CO., LTD.

Booth No,
B-06②http://worklinkbiz.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ゴンウ（Kim Geonwoo）
36, Dunsanjung-ro 14beon-gil, Seo-gu, Daejeon, Korea 407

kanu@worklinkbiz.com
+82-70-4898-2134
ー

韓国唯一の食品飲料専門、海外マーケティングおよび貿易専門業者
です。 韓国の競争力あるローカル企業を発掘し、海外への輸出を
助けることで、グローバルブランドと製品を作るために最善を尽く
しています。

ソ
｜
ス
類

キムチシーズニング
〇 キムチスパイス–韓国製、グルテンフリー、非遺伝子組み換え、ビーガンパーブ、プレバイ

オティクスとプロバイオティクスが豊富
〇 すべての料理に最適〜バーベキューラブ、グリル、ピザ、ヌードル、 ラーメン 、スープ、卵、

チップス、フライドポテト、カレー、カリフラワー、サラダ、ステーキ、シーフードなど
〇 韓国のキムチフレーバーを追加 –あらゆる料理に –中華料理、韓国料理、タイ料理、地中海

料理、インド料理、ベトナム料理、アメリカ料理、メキシコ料理、ギリシャ料理、ケイジャン
〇 安全性と品質–国際品質基準に従って施設認定のHACCP（危害分析重要管理点）で安全に製造

されています
〇 熟成発酵させ、本物のキムチの味を実現しています。



サンマル営農組合法人
SANMAROO Co., Ltd.

Booth No,
B-06③http://www.sanmaroofood.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ジュヒョン（Lee Joohyeon）
259-7, Jeongeupbuk-ro, Buk-myeon, Jeongeup-si, 
Jeollabuk-do, Korea
naya@nate.com
+82-63-536-1041
+82-63-536-1042

1) 化学添加物や合成防腐剤、染料は使用していません。
2) 多くの材料が使われているため、果物と野菜の本来の味と⾹りが感じ

られます。
3）弊社の生産ラインは衛生的に管理され、ソース・カレーはHACCP認

証をうけています。
4）放射性試験に合格した成分を使用します。

プルコギソース

ソ
｜
ス
類

㈱ヘヨルム
HAEYEAREUM CO.,LTD http://www.haeyeareum.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ハン キュモ（Scale Han）
1520, Seonammun-ro, Docho-myeon, Sinan-gun, 
Jeollanam-do, Korea
haeyeareum@naver.com
+82-2-3663-1599
+82-2-3663-8599

太陽と海の実という意味の「ヘヨルム」は、環境にやさしい安全な
自然の実を分かち合い、健康を考えるブランドです。

5年熟成プレミアム天日塩 'ロ(Lo)

ソ
｜
ス
類

安全で、きれいで、健康、低塩、塩辛くなくておいしい塩。
きれいな塩 [ロ(Lo) ]は塩(鹵)と塩畑(滷)という意味の漢字語でヘヨルムだけのプレミアム名品天日塩ブランドです。

トリュフ塩 'ロ(Lo)' スティック型
ポーチ15個入りボックス

5年熟成プレミアム天日塩 'ロ(Lo)' ス
ティック型ポーチ15個入りボックス(⿊

にんにく, 覆盆子, 蜜柑)

Booth No,
A-20



㈱天恵ジャパン
Tenkei Japan Co., Ltd.

Booth No,
A-18https://www.tenkeijapan.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

加藤和広
東京都中央区佃2-11-13栗原ビル２階

kato@tenkeijapan.com
03-3534-7797
03-3534-7798

天恵ジャパンのシンボルはきれいな自然の味、趣、誠意を表現し
天、地、海は自然そのままの味と新鮮さを表しました。
食と幸福が一緒になる天恵、お客様の喜びがわが社の喜びです。
天恵はその喜びを社会に還元するために日々努力いたします。

海の宝石 海藻ビーズ5色ミックス 海の宝石 海藻麺5色ミックス 海の宝石 海藻麺みどり
料理の価値をさらに引き立てる、海から生まれた新食材です！
低カロリーで食物繊維が豊富なため、メニューにこだわりのある女性客の獲得に役立ちます。水で洗ってすぐにお使い頂けるので、お客
様に迅速にお料理を提供できます。お料理のほか、スイーツ・清涼飲料・ドレッシング・和菓子などのオリジナルな商品開発にもお役立
て頂けます。チャンジャはスケトウダラを使用し2週間以上低温熟成し、コリコリ食感のピリリッと甘辛い風味が絶品です。

水
産
物

㈱世雄水産
Sewoong Fisheries Co., Ltd.

Booth No,
B-03①http://www.koreacrab.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ジョンウ（Lee Jeongwoo）
84, Gangyeong-ro, Ganggu-myeon, Yeongdeok-gun, 
Gyeongsangbuk-do , Korea
jwlee@koreacrab.com
+82-54-732-8378
+82-54-732-8134

世雄水産は、 自社保有の船団で漁獲し、30年以上のノウハウが蓄
積された自社生産施設で迅速に加工して、味と⾹りがそのまま生き
ている紅ズワイガニ製品を供給しております。 お客様の食卓まで、
新鮮さをそのままお届けできるように努力しています。

水
産
物

冷凍紅ズワイガニ

韓国産 紅ズワイガニ 100%



漁業会社法人済州水協流通
JEJU SUHYUP TRADING CO.LTD.

Booth No,
B-03②http://www.suhyuptrading.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

コ カンウク（Koh Kangwook）
117, Donggwang-ro, Jeju-si, Jeju-do 4F, Korea

jejutrading@naver.com
+82-64-727-6464
+82-64-751-6466

当社は世界最大のヒラメ養殖地である済州で生産された活ヒラメと
新鮮ヒラメ、冷凍ヒラメフィレを日本、アメリカをはじめ世界10カ
国に輸出しています。済州ヒラメは豊かなの自然環境で育ち、優れ
た味と安全性を誇ります。また、絶え間ない品質改善を通じて、
2005年から現在まで大韓⺠国産業通商資源部から世界一流商品に選
ばれるなど韓国の代表的な水産物として位置づけられています

冷凍フィレヒラメ
衛生的なHACCP加工システムを通し生産した済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
した製品ですので、開封後手軽に様々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
うことができ、⻑期保管も可能です。

済州ヒラメ
済州（チェジュ）のきれいな地下海水で育った済州ヒラメは、輸出の
際、徹底的な安全性検査を実施しております。済州ヒラメは⽩⾝の魚
の中でも脂肪が少なく、低カロリー高たんぱく食品であり、多量のコ
ラーゲンが含まれているため、皮膚細胞を保護し、女性たちのダイ
エットや肌の美容に効果的です。

水
産
物

ヌリ営漁組合法人
Nuri fishery union corporation

Booth No,
B-03③http://www.nuricorp.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ギョンヨン（Lee gyeongyong）
38, Nonggongdanji 4-gil, Wando-eup, Wando-gun, 
Jeollanam-do, Korea
lgy@nuricorp.com
+82- 61-553-8147
+82- 61-553-8149

あわびの産地ワンドを基盤に、あわびの卸・小売、輸出を専門的に行っ
ております。透明経営の実践と顧客満足のため生産者と消費者、輸出国
を対象に多くのコミュニケーションを行い、品質よくヘルシーなあわび
を流通する堅実な企業です。2019年にはヌリ営漁組合法人の加工生産工
場も完工されました。ヌリ営漁組合法人は活あわび生産、流通だけにと
どまらず、未来成⻑動力である加工食品事業を強化し、あわび生産、流
通、加工専門企業として成⻑していきます。

アボカドオイルアワビコンフィ/Avocado oil abalone confit
アボカドオイルを使用した高品質のアワビ料理、アボカドオイルを使用した超食品のウェルビーイングフード、⻭ごたえのあるア
ワビとオリーブ。
商品はワインやスナックにぴったりの一品です。 パスタ，サラダ，ブルシェッタなど調理に使用できるHMR製品

水
産
物



㈱JKフード
JK FOOD CO., LTD

Booth No,
B-04②http://www.jkfood.co.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ジョンウン（Kim Jungeun）
17, Sinnae-ro 695beon-gil, Geumwang-eup, Eumseong-gun, 
Chungcheongbuk-do, Korea
jek@jkfoodkorea.com
+82-2-3012-8447
+82-2-3012-8440

㈱ジェーケーフードは、48年の経歴を持つ海苔専門家が高品質の海苔原
料を自ら検収、買い付けし、高品質の海苔製品を生産するメーカーでご
ざいます。新製品開発に対する絶え間ない努力と技術力、優れた味が認
められ、2017年「ほうれん草かぼちゃ石海苔炒め」製品で韓国食品研究
院食品技術銅賞、2018年「マスタキム海苔スナック」製品で韓国食品研
究院金賞を受賞しました。HACCP認証、FSSC22000、有機加工食品認証、
USDA-NOP認証、HALAL認証などを収得済みです。

味付け海苔 海苔スナック
· Gluten Free技術でもち⽶、⽶、でん粉
を主原料として製造

· 老若男女誰でも楽しめるスナックです。

ふりかけ海苔
低温で熟成させる工程を経て、よりカ
リッとさせています。

高品質の海苔を厳格な品質管理と生産
管理を通じて焼き上げています。

水
産
物

⻄海⾙柱営漁組合法人
Seohae Kijogae Fisheries Union Corporation

Booth No,
B-04③http://www.westseafood.net/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ホン クァンピョ（Hong Kwang-pio）
572, Hahak-ro, Cheonbuk-myeon, Boryeong-si, 
Chungcheongnam-do , Korea
westseafood@naver.com
+82-41-641-6446
+82-41-641-6447

2009年に設立された貝柱専門食品加工業者です。韓国食品研究院
の貝柱加工処理技術研究に参加し、加工施設から販売·流通までの
すべての過程を諮問されており、新鮮でおいしい製品はもちろん、
農林畜産食品部からHACCP認証を受けた衛生的な管理と生産施設
により、安全な先進型グルメ文化をリードしています。

冷凍ホタテスライス 3mm 冷凍ホタテスライス 6mm 冷凍ホタテむき⾝ 300g
ペンシェルホタテといえば、私たちが一番です。

⻄海貝柱営漁組合法人は、より新鮮で安全なペンシェルホタテの食べ方に悩み始めました。
韓国で最も多くペンシェルを生産している忠清南道保寧市（チュンチョンナムド·ボリョンシ）。

当社は2009年に設立され、2012年に水産加工専門工場を建設しました。 私たちの目標は安全で新鮮な製品を迅速にお客様に提供することです。

水
産
物



㈱ダダム
DADAM co.,Ltd

Booth No,
A-05http://www.dadam-food.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム シンロク（Kim shinrok）
186, 1gongdan-ro 10-gil, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do 
gongdandong, Korea
srokki89@naver.com
+82-53-526-0811
+82-53-586-0812

15年間クッパフランチャイズを運営している会社です。 工場からサゴル
（脚の骨）と水だけで取った出汁を全加盟店に供給しています。現在は30
箇所の加盟店を運営しており、インターネットでも「スンスサゴル（純粋
なサゴル）」という商品名で人気を得ています。2019年12月、工場の増築
を行い、より衛生的かつ安定的にスープを生産できるようになりました。
「 機能性サゴルスープ製造システム」で特許も取得しました。

コムタン
日本の鍋・スープ料理の出汁として使えるサゴルスープ。
ラーメン、すき焼きのだしを取るために、たくさんの時間を使っていませんか?
スンスサゴルコムタンは豚足や豚・牛のサゴルのみを使用しスープを取ってお
り、深い味と⽩い⾊がその特徴です。 また、全く味付けをしないため、各種料
理の出汁ベースとして使いやすく、一度に大量のスープを煮込んでいるため、
平準化された味が楽しめます。

鶏コムタン

畜
産

㈱ボリジャパン
ボリジャパン

Booth No,
A-17

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

金 成在
大阪府大阪市平野区⻑吉川辺3-15-4

ksj0503jp@yahoo.co.jp
06-6709-6907
06-6709-6908

畜
産

ハリム 冷凍参鶏湯
若鶏にもち⽶、高麗人参、栗、ナツメ、ニンニク、
タマネギ、生姜などを入れて⻑時間加熱調理後、急
速冷凍した製品であり、防腐剤と人工⾊素を使用し
ていない健康食品です。
特殊製造工法により、⻭ごたえのある肉と淡泊で風
味のよいスープのお味をお楽しみ頂けます。

夏林参鶏湯
夏林参鶏湯（ハリムサムゲタン）は鶏ササミ肉と⽶、紅参
（ホンサム）、ニンニク、などを入れて煮込んだ栄養満点
スタミナスープです。
①骨なしの柔らかい鶏むね肉（ササミ肉）を使用
②まろやかに仕上げた特製鶏スープ
③電子レンジ簡単調理製品
※初期導入販売（テスト販売を含む）時は販促支援を致し
ます。（詳細は協議必要）

ハリム レトルト参鶏湯
若鶏にもち⽶、高麗人参、栗、ナツメ、ニンニク、
タマネギ、生姜などを入れて調理後、レトルトパウ
チ方式で包装した殺菌製品であり、防腐剤と人工⾊
素を使用していない健康食品です。
味と栄養を保ちつつ⻑時間の常温保存ができるので、
暖めるだけで簡単にお味をお楽しみいただけます。

○会社沿革
・平成08年03月12日：(株)ボリジャパン設立
・平成11年09月20日：夏林参鶏湯輸入・販売開始
・平成21年07月01日：平野物流センタ−OPEN
・平成21年08月10日：韓国産天日塩輸入・販売開始
・平成22年03月30日：お酒販売子会社 株式会社H＆B設立
○主要商品

ハリム参鶏湯類、韓国加工食品、韓国酒類（生マッコリ、焼酎など）



㈳韓国農食品未来研究院
Agrofood future Marketing Institute

Booth No,
B-04①http://www.ami.or.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ムン ヘソン（Moon Haesung）
41, Gangnam-daero 10-gil, Seocho-gu, Seoul Geumgwan
Building 41, Korea
moonhs727@naver.com
+82-2-573-7201
+82-2-573-7202

韓国農食品未来研究院は、農水産食品の流通、輸出および生産に関
する現場活動中心の研究、諮問活動およびコンサルティング、情報
交流などを通じて農水産食品産業の先進化および発展に寄与する目
的で設立許可された韓国農水産食品部所管の社団法人です。

畜
産

参鶏湯
鶏、高麗人参、もち⽶、栗、ニンニク、ナツメなど国内産原料のみを使用し、
肉質とスープの味に優れた山東食品の代表製品です.。

農協経済持株
NongHyup Agri-Business Group http://www.nhabgroup.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ホソン（Kim Hoseong）
87, Tongil-ro, Seodaemun-gu, Seoul South gate, 8th floor, 
Korea
hosungk@nonghyup.com
+82-2-2079-8296
+82-2-2079-8270

農協経済持株は、農産物の生産、流通、加工、販売に必要な15の子
会社を運営し、農産物の付加価値向上と営農コスト削減により農家
所得増大を図り、消費者には安全な農産物を合理的な価格で提供し
ています。 韓国で育った高品質な農産物をご提供できるよう、絶
えず努力しています。

野
菜Booth No,

A-02

パプリカキウイ



ウォルハン農協
wolhangnonghyup

Booth No,
A-03http://www.whnacf.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ユ サンチョン（Yoo Sangcheon）
392, Jusan-ro, Wolhang-myeon, Seongju-gun, 
Gyeongsangbuk-do, Korea
saint9961@gmail.com
+82-54-932-9191
+82-54-931-7890

年間8,000トンの流通量をカバーしており、20年以上の農産物流
通の経歴を保有しています。産地組織の規模化を通じ、均一化され
たチャメ供給が可能です。韓国内GAPおよび低炭素認証を通じた親
環にやさしいチャメを生産・流通しております。

チャメ
チャメは呼吸器疾患予防およびダイエットに効果があり、葉酸が豊富に含まれているため、妊婦の方
におすすめです。ビタミンCが多く紫外線遮断作用、水分含量90％以上で利尿作用に役に立ちます。

野
菜

㈱NH貿易
NH TRADING CO LTD

Booth No,
A-01https://nhtra.co.kr

企業情報
担当者名

所在地
E-mail

TEL
FAX

生鮮食品： ジャン・ジェヒョク(Jang Jaehyuk)
加工食品：キム・ミナ(Kim Mina) 
7, Olympic-ro 48-gil, Gangdong-gu, Seoul , Korea
vegetable@nhtra.co.kr  /  oversea@nhtra.co.kr
+82-2-2225-2300
+82-70-4170-4592

NH農協貿易は1990年の創立以来、韓国産農食品の輸出を先導する
専門貿易商社として絶えず海外市場の開拓を通じて農業発展のため
に努力しています。 地球村の新しいトレンドを反映し、お客様に
満足していただける農食品総合商社へと成⻑していきます。

トマト
新鮮加工用のトマトです。形を維持する品
種でありハンバーガーやサラダなどの料理
に最適です。

トッポギ
K-Foodの代表であるトッポギを、お湯を注ぎ、
レンジで3分調理するだけで簡単に楽しめま
す。「オリジナル」、「スパイシーカルボ
ナーラ」、「ジャジャン麺風」の3つの味を
用意しています。

参鶏湯（サムゲタン）
韓国スタミナ食の定番であるサムゲタン（鶏肉
スープ）を家庭でお手軽に楽しめるレトルト商
品です。鶏肉を一羽使用し、もち⽶・高麗人
参・なつめなどの副原料といっしょに煮込んだ
一品です。

そ
の
他



㈱ハッピー食品
HAPPY SHOKUHIN CO., LTD

Booth No,
A-04http://www.kankoku.co.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

姜 敬和
本社：東京都新宿区大久保1-16-15 豊生堂ﾋﾞﾙ303

kang513@kankoku.co.jp
048-424-7001
048-423-3981

弊社は、日本で創業以来32年を迎えています。日韓の友好と文化交流をビジョンとして、
お客様が必要とする様々な情報を提供してまいりました。食品製造、流通、外食事業、貿
易コンサルティング事業をとおして日韓の文化交流の懸け橋を担っています。
弊社⼾田工場では、主力製品の参鶏湯、チーズタッカルビ、ニャンニョムチキンソース、
キムチチゲ等様々な韓国食品を製造しています。新大久保韓国食材専門店「ソウル市場」
では自社で開発したブランド品をはじめ、50種類以上の韓国惣菜、韓国輸入食材等、約2
千アイテムを扱っております。これからも韓国食文化を幅広く紹介して参りましたと思い
ます。

オットギ クィーンザクロ茶 粉末スティック
280g (14gx20p)

美容健康お茶、簡単便利なスティックタイプ

オリオンコプックチップコーンスープ味
80g
4枚が重なって、カメの甲羅の形を表現、
サクサクとした甘いコーンスープ味のスナック

オリオンチョコパイきな粉餅味
336g (28gｘ12入)

ロングセラーチョコパイ情シリーズの新商品

そ
の
他

コメガ
komega

Booth No,
A-07http://www.komega3.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

チョン ドンソン（Chung Dongsun）
10-22, Ijinmal-gil, Saenggeuk-myeon, Eumseong-gun, 
Chungcheongbuk-do, Korea
komegads@gmail.com
+82-43-882-6336
+82-43-882-9339

コメガは3代にかけて生油を搾油してきた家族企業で、2代目のジョン・フンベク代表をは
じめに「えごま」という作物と「生えごま油」という品目のみで輸出という成果を達成し、
現在まで続けられてきました。韓国のえごまを韓国人を超え、世界人の健康を守るために
食卓の上に載せるというモットー、こだわりを持ち、家業を続けています。また韓国最初
で生えごまブランドを生産（2001）、製造特許を登録しております。ジョン・フンベク代
表は農村振興庁現場名誉研究官（分野：えごま）として活動、えごまの畑と体験教育場
（えごま教室）を運営しており、1.2.3次産業をすべてあわせる6次産業も先導しえごま広
報に努めております。

生えごま油
エゴマの原料を焙煎せずにそのまま搾乳する方法で生産したプレミアムオイル
です。洗浄、乾燥、加工、精製などすべての工程の一つ一つ細かな手間をかけ
てきた「3日かかって作るエゴマ油」というタイトルで広報を実施しています。
2020年に韓国の農業分野の大統領賞受賞HALALの認証、FDAの検査などを保有し
ており、優れた品質を誇っています。

そ
の
他



㈱チョンヤン食品
Chung Yang Food http://cyfood.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ソ ホソク（Seo Hoseok ）
94-5, Yangseong-ro, Yangseong-myeon, Anseong-si, 
Gyeonggi-do, Korea
hoseok1214@naver.com
+82- 31-671-1444
+82- 31-671-1448

チョンヤン食品はごま油、えごま油、炒りごまなどを生産する油脂
類、粉体類専門メーカーです。弊社は良い原料だけを厳選し、
HACCPシステムに基づき、厳格な品質管理のもとで衛生的かつ安全
な製品を生産しております。

韓国産ごま油 180ml
伝統方式で圧着し、⾹ばしさが一層豊富。
農協を通じた100%原料収買、3次フィルタ
リングを通じた清澄な油、自社運営の研究
所における品質管理実施。

韓国産えごま油 180ml
オメガ3含量豊富/農協を通じた100%原料収
買、3次フィルタリングを通じた清澄な油、
自社運営の研究所における品質管理実施。

韓国産生えごま油 180ml
自然そのままの栄養分摂取が可能/農協を
通じた100%原料収買、3次フィルタリング
を通じた清澄な油、自社運営の研究所にお
ける品質管理実施。

Booth No,
A-08

そ
の
他

オンガネジャパン㈱
ONGANE JAPAN CO.,LTD. https://ongane.co.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

藤田 悠輔
山口県下関市⻑府港町10-63

fujita@ongane.co.jp
083-246-3005
083-246-3006

そ
の
他

サリ麺
話題の韓国鍋用素材『サリ麺』です。（スープは入っ
ておりません）お鍋に入れて美味しい、煮込み用ラー
メン。キムチ鍋、もつ鍋、よせ鍋、ちゃんこ鍋、すき
焼きなどあるゆる鍋のシメとして一度お試し下さい。

ジンラーメン（中辛）

私たちの街…下関。古くから貿易や水産業の拠点として栄えたこの街は、現在も韓国
から毎日、定期船が往来しています。その船に乗って韓国のアヅマ（おばちゃん）た
ちが行商に来ます。このアヅマたちに韓国食品を分けてもらい、行商から商売を始め
ました。
あれから15年、今も韓国食品を売り続けています。弊社は食品だけでなく韓国の元気
を日本に、そしてオンガネの元気を世界にお届けしたい。そう願ってこれからも社業
に邁進してまいります。次の10年は価値ある足跡を残して行くつもりです。

ジンラーメン（辛口）

世界で愛されるジンラーメンが待望の日本上陸！
キムチやネギ、卵などを加えると更に美味しくお召し上がりいただけます。

Booth No,
A-09



㈱M&N Corporation
M&N Corporation

Booth No,
A-13http://mncorp.co.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

元 錫喜

mncorpinfo@gmail.com
048-421-7777
048-422-5220

韓国フリーズドライ
韓国定番スープを手軽に味わえます。

ダルゴナトッピング
SNSで話題の商品です。
牛乳、コーヒなどに溶かしながら召し
上がって下さい。

チーズホットドッグ
チーズたっぷりのホットドッグです。

株式会社M&N Corporationは、食品食材輸入流通及び加工食品の製
造販売を主要業務として、顧客の皆様に安心と安全を提供しており
ます。誠実さと信頼を基盤に、常に努力を惜しまず邁進しておりま
す。今後とも変わらぬご愛顧のほど、何卒宜しくお願い申し上げま
す。

埼玉県⼾田市笹目7-13-3

そ
の
他

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

古川 健一
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2  LAタワー22階

furukawa_kenichi@asahico.co.jp
048-711-4462
048-711-4503

㈱アサヒコ
Asahico.,CoLtd

チーズハットグ
流行の韓国チーズハットグが電子レンジで温め
るだけで、自宅で楽しめます。外はサクサク中
はもっちり生地の中に、のび〜るモッツアレラ
チーズと、ソーセージ入り。

チーズボール
外はサクサク中はもっちり生地の中に、のび〜
るモッツアレラチーズ入り。甘じょっぱい味が
クセになる！電子レンジで温めるだけなので、
お酒のおつまみ、お子様のおやつにも最適！

アサヒコは、人と地球にやさしい食品で人気の韓国pulmuoneグループの
一員です。Pulmuone社の商品を日本へ直輸入・販売しています。チーズ
ハットグ、チーズボール等、流行のKFOODから、チヂミ、チャプチェ等、
伝統の韓国料理まで、幅広く販売しています。

Booth No,
A-15http://www.asahico.co.jp/

チヂミ
厚みがあって噛食べ応えがある韓国チヂミ。
⻘唐辛子のピリッとした辛さが美味しさを引き
立てます。電子レンジ対応トレー付き。
イカニラチヂミと、キムチチヂミの2種類。

そ
の
他



㈱ライフスタイルジャパン
LIFE STYLE JAPAN CO.,LTD. http://www.japansupport,co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

金 龍範

ybkim165@naver.com
03-5817-4064／Mobile 080-4371-3939
03-5817-4022

Booth No,
A-16

1. 韓国で初の液状チーズソースを適用し
たラーメンとして濃いチーズをラーメ
ンで楽しむことができる商品として、

チーズ本来の味と⾹りが生きている商
品です。

2. チェダーチーズとクリームを入れている
ので、⾹ばしいチーズの味と風味がよく
発現されているリアルチーズラーメンな
らではのノウハウが生きている濃い目の
チーズソースが入っています。

1. 極上の品質(最上級の原材料使用）
2. 韓国市場で2位のラーメン会社である

OTTOGI社だけのもちもちして腰がある
麺と深く⾹ばしいスープの味を出せるの
が特徴です。

３. カップ麺もマイルドと辛口味があり、
辛口味は、ほど良い辛さでさっぱりします。

４. 柔らかくて⾹ばしいし、やみつきの食
感で、おやつや食事の代用食としても

大人気がある商品です。

1. 極上の品質(最上級の原材料使用）
2. 袋とカップがあり、麺は、韓国料理の決

め手であるごま油⾹るコク旨春雨炒めで、
ご飯にのっけても食べます。

3. .麺がとてももちもちして腰があり美味
しく食べられます。

4. 韓国ならではの本場の味のチャプチェで
すので、老若男女に人気が高い商品です。

5. ⾹ばしい食感で、おやつや食事の代用食、
ダイエット食品としても大人気があります。

韓国の食文化を日本全域へ正しく伝えたい会社として、外国からの食品
及び健康食品などを輸入して卸しています。主に韓国食品の中でも最も
美味しくて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 
JIN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）等へ納品及び販売しております。

東京都台東区東上野1-14-11 安井ビル3階

そ
の
他

農業会社法人㈱ジャヨント
Agricultural Company CORP Jayeonteo http://www.gentlematto.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

パク インホ（Park Inho）
400, Seonghyeon-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 
Korea 
jyt2017@naver.com
+82-31-966-0782
+82-31-966-0783

「カラーなつめ型ミニトマト」を韓国最初で開発、商品化するのに
成功。これに基づき、現在の農業会社法人(株)ジャヨントを設立し、
韓国国内農産物流通と輸出に注力してきました。韓国内における農
食品産業の跳躍と成⻑のために農村融複合産業（6次産業)という新
しいパラダイムを構築し、未来の農食品産業へのビジョンを提示し
ます。

虹のミニトマト
韓国人が作った一風変わった味のカ
ラートマト

スリモア
ドライフルーツチップとして消費し、
紅茶を入れる、サラダトッピング、料
理に使用できます

フードラブティー
新しいドライ方法で、果物を乾燥させ
て作りました。本来の果物の栄養価
100%を含んでおり、果物を食べるのと
同じ栄養価です。

Booth No,
B-05①

そ
の
他



ドンファフード
DONGHWA FOOD

Booth No,
B-05②http://donghwafood.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ボムス（Kim Beomsoo）
16-11, Nonggongdanji 2-gil, Sokcho-si, Gangwon-do, Korea

ljy6622@naver.com
+82-33-635-6610
+82-33-635-5563

いいだこ炒め
辛すぎず、皆さんに好んで食していた
だける味です。
-18度以下の冷凍保管、フライパンで4
分間加熱後お召し上がりください

いかの塩辛
-18度以下の冷凍保管、加熱せずにお召
し上がりください

スケトウダラの刺⾝
-18度以下の冷凍保管、加熱せずにお召
し上がりください

ドンファフードは、韓国の健康な食卓を全世界に伝えるために、
利潤追求よりもお客様の健康と喜び、そして幸せを追求し、それ
によるやりがいをお客様にもっと良い料理、より良い味をお届け
するために努力しています。アメリカ、日本、中国の輸出市場を
足場に、広範囲な市場開拓のために多様な製品、新しいメニュー
の開発などに努力しています。

そ
の
他

㈱SUN'S SUN
SUN'S SUN CO.,LTD

Booth No,
B-05③

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ヨンジ（Lee Youngji）
86-32, Cheongbaengni-ro 393beon-gil, Baeksa-myeon, 
Icheon-si, Gyeonggi-do, Korea
nanyjda@naver.com
+82-70-7572-7223
+82-31-631-7226

SUN'S SUN CO.,LTD.は８年という短い間に、台湾、⾹港などへ安定的
な市場を確保することができました。「ソウリョン」「ハオキュハ
オピ」など自社ブランド開発、製品広報など積極的なマーケティン
グとともに、顧客のニーズや嗜好を製品にフィードバックさせ、活
用しております。東京博覧会を通して、日本市場開拓に最善を尽く
します。

ブルダック味海苔
韓国伝統味付け海苔と新しいトレンドを調
和させた新製品
4g*12p*20/CTN

ゆず茶
高品質のゆずを原料とし、ゆず本来の味が
楽しめる製品
1kg*12/CTN

そ
の
他



セヨン食品
SEYEON FOODS

Booth No,
B-10①http://seyon.eag.co.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム テホン（Kim Taehun）
14, Techno jungang-daero 2-gil, Yuga-eup, Dalseong-gun, 
Daegu 2F, Korea
seyeon333@naver.com
+82-53-812-8003
+82-53-812-2223

現在250ヶ所以上のフランチャイズ加盟店と一般飲食店に食材を供
給している店用食材及び一般即席•加工食品専門製造企業です。 衛
生、味、栄養安全性の両方を望む厳しい国内消費者のニーズに応え
る食品製造のため、研究開発、製造工程の革新、特許取得など、継
続的な品質向上の努力をしており、⽶国、中国への輸出を通じて、
海外の消費者にも韓国の味を伝えております。

鱈わかめスープ
韓国では, ⺟親が子供を産んだ後の⺟親の迅速
な回復するためにわかめスープに牛肉や魚、ま
た小さいお餅を入れて一緒に食べます。日本で
は, ⽩いごまと卵とネギなどを一緒に入れて食
べると一層おいしく食べることができます。

トッポギ
辛トッポッキは100％⽶で作っており、⻑い
時間の研究開発を通じて、特許を受けた製品
であり、味は特別なソースとかまぼこが調和
した幻想な味を演出し、もう一度食べたくな
るでしょう。

冷凍チャプチェ
実は手間がかかる料理であるチャプチェ。し
かし、当社のチャプチェは、ほうれん草、に
んじん、マッシュルーム、玉ねぎなどを様々
な野菜を使用して、豊かな食感と新鮮でおい
しく、手軽に作れます。

そ
の
他

㈱オクラインターナショナル
OKRA INTERNATIONAL

Booth No,
B-10②http://www.okraint.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ミンジン（Kim Minjin）
171, Magokjungang-ro, Gangseo-gu, Seoul  1308, Korea

mjkim@korinus.com
+82-2-2658-2662
+82-2-2658-2663

2014年に設立された(株)オークラインターナショナルは、競争力の
ある製品をソーシング、開発、全世界各国への輸出を目標に成⻑し
ています。 インドネシア現地パートナー社との協業を皮切りに、
持続的に海外流通網を広げ、独自の商品であるトッポッキの開発に
成功し、インドネシアでの発売に成功しました。 急変していくグ
ローバル企業との無限競争の中でも、初心を守りながら努力します。

そ
の
他

オリジナルトッポギ
韓国人がよく食べるトッポギ
を家でも手軽に楽しめるおい
しく辛いトッポギです。

スパイシーチーズトッポギ
マイルドなチーズの幻想的な
バランスのトッポギです！

マイルドトッポギ
皆が好きなまろやかな味の
トッポギです！

トッポギソース
様々な材料と合う万能なトッ
ポギソースです。



㈱BKバイオ
BK bio Co., Ltd.

Booth No,
B-01①http://www.bkbio.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

クォン ソンホ（Steve Kwon）
2706-38, Iljudong-ro, Gujwa-eup, Jeju-si, Jeju-do , Korea

stevekwon@bkbio.com
+82-64-753-8600
+82-64-782-6188

BKバイオは、2000年に設立され、機能性食品などに使用されるバ
イオ素材を専門的に研究開発し、生産する専門企業です。 エコ製
品開発にさらに拍車をかけるために、最先端の研究装備と生産設備
を備えた済州島工場を2015年に竣工させ、グリーン認証のエコ技
術を導入して持続可能な経営を実現するために努力しています。

カカオフレンズスムージー
ライセンスキャラクターボトルジュース。かわい
いボトルキャップカバーはリサイクル可能です。
4つの素晴らしいテイスティングフレーバー：
アップル、マンゴー、キウイ、ピーチ

ハンラボン＆みかんジュース
済州の自然で作りました。
HACCP認証
0％の水、ハンラボン、タンジェリン、ブドウ
のみを使用しています。

飲
料

㈱チョン食品
Dr. Chung's Food Co., Ltd.

Booth No,
B-01②www.vegemil.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

チェ キュジン（ Choikyu Jin）
124, Sandan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 
Chungcheongbuk-do, Korea
qpqhsi@vegemil.co.kr
+82-2-3484-9369
+82-43-268-2342

1973年から始まり、40年間豆乳産業を牽引してきたトップ企業
チョン食品です。 FSSC22000(食品安全システム)、HACCP(食品安
全管理認証基準)認証、IFANCA HALAL、 FDA APPROVEDを獲得
し、食品衛生と安全性が認められ、より良い製品生産とサービス提
供を通じて、世界の人々の健康増進を目標に日々活動しています。

飲
料

⿊⾖⾼カルシウム⾖乳
国産⿊豆の豊かな味と⾹り！
カルシウムが入り、栄養豊富なプレミ
アム豆乳

⿊⾖、アーモンド、クルミ
⾼カルシウム⾖乳

4種のナッツの⾹ばしい味と国産⿊豆の豊
かな栄養を詰め込んだ飲み応えのある食
事代わりの豆乳

甘いベジミルB
ベジミールの定番商品、甘いピーナッツの
⾹りと大豆本来の淡泊な味のハーモニー!
大豆特有の⾹りが苦手な方でも摂取しやす
い製品



アロエファーム営農組合法人
Aloe Farm Agriculture Association http://www.aloefarm.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ハ ジウン（Ha Jieun）
282, Eumnae-ro, Geoje-myeon, Geoje-si, Gyeongsangnam-
do , Korea
aloefarm@naver.com
+82-55-633-5575
+82-55-633-5777

アロエファーム営農組合法人は、1990年アロエ農場としてスター
トし、2次加工として内需および輸出を行うため2006年12月に法人
を設立しました。 現在、フランス、ロシア、⾹港に輸出していま
す。本社が位置する巨済で、多くの海風と太陽の光を受けながら
育った、健康なアロエを使用した製品を販売しております。 安全
で健康な食品を作ろうというスローガンで努力する会社です。

アロエ＆ザクロ蜂蜜茶 アロエ蜂蜜茶 オーガニックアロエゲル

飲
料Booth No,

B-01③

㈱イルファ
Ilhwa co.,ltd.

Booth No,
B-02③www.ilhwa.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ギョンウォン（Lee Kyungweon）
21, Sangil-ro 6-gil, Gangdong-gu, Seoul 5F, Korea

hekiru@ilhwa.co.kr ／ hekiru@ilhwa.net 
+82-31-550-0317
+82-31-550-0118

一和は、高麗人参、飲料、医薬品を通じた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活用して、世界30か国以上に輸出されるさまざまな高
麗人参製品と飲料を製造しています。当社の主要ブランドであるGINST15は、特許取得済
みのプロセスを使用して、通常の高麗人参の4倍の速度で15倍の吸収力を持つ生物学的に
利用可能な高麗人参濃縮液を製造しています。 チョジュン炭酸水などの飲料は、トップ3
大鉱泉とされている炭酸水を使用しています。 一和ブランドの製品だけでなく、プライ
ベートブランドまたはカスタム配合製品ののサービスも提供しています。

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。

メッコール （炭酸飲料）
大⻨原料使用／カフェインゼロ／⾊素ゼロ
1982年に発売された韓国初の⻨炭酸飲料。 発売後30年間で50億
缶以上販売されました。

飲
料



韓国の基礎科学研究院でキキョウ成分プラチコジンDの「コロナウイルス抑制効果」論文を発表
した。 キキョウは東洋医学で数百年間呼吸器の健康と免疫力増強に活用してきた検証された薬
剤である。

ハントラジ営農組合法人
handoraji farming association corporation

Booth No,
A-06https://www.handoraji.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

リ ボンソン（Lee Bongseon）
33, Gamasi 1-gil, Sapgyo-eup, Yesan-gun, 
Chungcheongnam-do 285, ga-ri , Korea
lee.bongseon@handoraji.com
+82-41-337-0775 ／0476-96-2296(日本）
+82-41-337-0775

コロナウイルスの予防と治療に有効な成分(PlatycodinD)が豊富なキ
キョウ.。薬用キキョウは呼吸器の健康と免疫力増強に優れた効能
があり、コロナ時代に最高のスーパーフードです。

桔梗粉末濃縮スティック 桔梗プレミアムエキス

健
康
食
品

韓国の基礎科学研究院でキキョウ成分プラチコジンDの「コロナウイルス抑制効果」論文を発表しました。
キキョウは東洋医学で数百年間呼吸器の健康と免疫力増強に活用され、検証された薬剤です。

http://www.kyungnamjapan.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

洪 智惠
東京都台東区浅草橋1-13-6 浅草橋STビル5階

info@lemona.jp
03-5829-5875
03-5829-5874

私たち京南製薬は、人類の健康に役立つ医薬品の研究開発、生産、販売、
事後サービスに至るまで、顧客優先の方針を打ち出した結果、創業以来
63年間にわたって韓国のビタミン市場を先導してきています。
これから京南製薬は、人気商品の持続的な育成と未来の健康食品研究開
発、積極的な施設投資、専門人材の育成補強などを通じて未来の成⻑動
力を確保し、積極的な経営で競争力を高めていきます。

健
康
食
品

京南製薬ジャパン㈱
Kyung Nam Pharm JAPAN Co.,Ltd

結(ギョル)コラーゲン
吸収が早い低分子フィッシュコラーゲンを使用
しており、さらにコラーゲン合成を手伝うビタ
ミンCが含まれております。飲みやすいブルー
ベリーの味で、スティック型ですので持ち運び
やすく水なしでも飲めるのでいつでもどこでも
手軽にコラーゲンを摂取することができます。

Booth No,
A-21

レモナドリンク100ml
1本(100ml)から摂取できるビタミンCは
500mg。ビタミンC以外にもB2、B6をす
べて摂取することができます！
保存料不使用。

レモナ散
1983年から韓国で⻑らく愛されてきた商品です。ビ
タミンCが500mg含まれており、ビタミンB2、B6も
配合されているので疲労感を感じる方や妊娠中の方
などビタミンの摂取が必要な方に適した散製です。
2020年韓国今年のブランド大賞。「今年のビタミン
剤」で2006年〜2020年20年連続受賞 (韓国消費者
フォーラム主催)



Booth No,
B-09①http://sorobio.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

チョ スリン（Cho Surin）
109, Ballyong-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 311, 
Korea
sorobio@naver.com
+82-70-7732-5569
+82-63-213-1196

ソロバイオは2016年に天然粉末素材の加工を目的に設立されまし
た。原料の味と栄養が変わるのを防ぎ、原料の栄養の体内吸収率を
高める技術を保有し、国内最高品質の大豆微分を安定的に供給して
います。

⾖乳＆グラノーラ ミックス（粉）
カップに水と豆乳を入れてよくかき混ぜて
ください。
グラノーラを入れてお楽しみください。

健
康
食
品

⾖乳＆グラノーラ
大豆、⿊豆、⽞⽶、大⻨など様々な粒にグ
ラノーラを加え、栄養素の損失を最小限に
抑えたナノテクノロジー加工法（気流粉砕
法）で微粉砕した粉末茶です。

㈱ソロバイオ
Sorobio co.,ltd

農業会社法人㈱デザイン農夫
DESIGNNONGBOO CO LTD

Booth No,
B-09②

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ヒョンジュン（Kim hyunjung）
1-130, Dogang-gil, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 
Korea
jack532@naver.com
+82- 63-542-5328
+82- 63-542-5322

韓国産農産物を小型包装、加工化し、韓国優秀企業・消費者と直接取引
を行うことで、農業付加価値・国内産農産物消費を主導する企業です。
主な取扱品目は穀物小分け包装、雑穀ギフトセット、穀物を活用したミ
スカル、協約農場製品、企業のオーダーメイド商品などがあります。
様々な商品を生産、加工、流通、販売にいたるまでワンストップ体制で
手かけており、全羅北道「スター小商工人」として選定された企業です。

その他 ⿊⾖炒り粉
⿊⾖粉

小⾖炒り粉

健
康
食
品

⿊⾖茶
⿊豆を100％焙煎したヘルシーティー。

小⾖茶
韓国産の小豆100％で作ったお茶
食物繊維が豊富な小豆を、簡単に摂取ヘルシー
な穀物茶。小豆に含まれているサポニンが水分
代謝およびむくみに役立ちます。

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



乳酸菌発酵カキエキス(⾝⻑成⻑、骨の健康)

㈱海洋生物工程
Marinebioprocess Co., Ltd.

Booth No,
B-09③http://www.mbpc.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イム ヨンソク（Lim Youngseok）
7, Hoenggye-gil, Ilgwang-myeon, Gijang-gun, Busan #B-
104, Marine Bio-industry Development Center , Korea
young_seok82@naver.com
+82-2-722-5453
+82-2-722-0020

㈱海洋生物工程は、海洋生物原料を活用した新素材開発のリーディ
ングカンパニーであり、BIO-Conbersion発行技術を通じ天然新素
材常用化の道を開拓してきました。自社開発の乳酸菌
(Lactobacillus Brevis BJ20)で自然発酵させた昆布抽出物(FST)は、
韓国食薬庁個別認証2件収得済み、その他牡蠣抽出物、⽶の胚芽の
抽出物などがございます。

健
康
食
品

タウリンを多量に含んでいるカキのグルタミン
酸から生物転換工程、GABAを生産する発酵工
程を通じて機能性GABAを含む乳酸菌発酵抽出
物を開発しました。
この抽出物は、子供の⾝⻑と骨の成⻑に役立ち
ます。 2019年7月から釜山大学韓方病院におい
て、 5~9歳の児童100人を対象に⾝⻑成⻑に関
する臨床試験を24週間実施した結果、有意義
な結果が得られ、骨の健康臨床実験を目前に控
えており、⾝⻑成⻑機能性原料として食品医薬
品安全処に個別認定申請を準備しています。

動物実験・臨床実験完了
日本・米国・欧州特許3件、韓国特許3件

SCI級論文9件改題

Lacto ライスGABA
世界的、医薬生理学的に効能を発揮し
ているGABA素材を自社の特許発酵工
法により自然発酵による高濃度GABA
へ転換させました。⽶の胚芽の天然発
酵素材でどの食品にも適用できる自然
発酵高濃度GABA素材です。

乳酸菌発酵カキエキス(⾝⻑成⻑、骨の健康)

バイオコリア㈱
BIOKOREA CO, LTD

Booth No,
B-10③http://www.healthkhan.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ミンギョン（Lee Minkyung）
202, Taewon Bldg, 8, Baekjegobun-ro 39-gil, Songpa-gu, 
Seoul , Korea
parrot76@empas.com
+82-2-538-8825
+82-2-467-8825

天然物由来の肝臓に効くエキス
健康機能食品 (韓国の食品医薬品安全処 健康機能性原料の認定番号 No.2011-22号)

- 肝臓（肝）機能の改善と記憶力の改善に役立ちます。
15g/1スティック(包) 、10スティック/1インボックス、3インボックス（30包）/1箱

健
康
食
品

バイオコリア㈱は、人類の健康のためにたゆまぬ研究開発、徹底し
た原料の栽培•生産•購入•保管をしています。優れた製造設備
（GMP、HACCP、アメリカFDA工場登録設備、ISO9001の認証）
を保有している㈱ヒュオンスナチュラルと専門家が科学的根拠と配
合で徹底したQA、QCに優れた製品を生産•流通•販売•供給していま
す。



韓国

朝日食品㈱
ASAHI FOOD Co.,LTD.

Booth No,
A-10http://www.asahifood.net

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

程 禎珌（チョン ヨンピル）
東京都荒川区⻄日暮⾥6-65-1

trans@asahifood.net
03-6822-3147
03-6893-3184

茶
類

* 韓国食品の輸入卸（加工食品、農水産物）

* 日本食品の海外輸出（アメリカ、カナダ、中国、韓国）

* 国内農産物の販売（⻑野県産⽩菜、サニーレタス）

＊三養食品㈱ 特約店＊コッセム食品㈱ 総代理店

㈱コッセム食品
KKOH SHAEM FOOD CO,LTD

Booth No,
A-11http://www.ksfs.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ソンジン（Kim Sungjin）
82, Jugyeopsan-ro 35beon-gil, Soheul-eup, Pocheon-si, 
Gyeonggi-do, Korea
ksj@ksfs.co.kr
+82-31-541-9921
+82-31-541-9933

1965年の創立以来、蜂蜜・液状茶・粉末茶・浸出茶の先端設備を
備えた韓国唯一の食品製造専門企業です。
自然と人間を第一にする価値創造の経営方針として韓国はもちろん
海外約30カ国に輸出するグローバル企業に成⻑しております。
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。

蜂蜜パッションフルーツ茶 蜂蜜ゆず生姜茶
ゆずの甘酸っぱさとジンジャーの辛く
てほろ苦い味がよく調和し、果物の味
が活きている液状茶です。

茶
類

くるみ＆アーモンド＆ハト⻨茶
ナッツや穀物がたっぷり入った⾹ばし
い粉末茶です。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。



㈱茶情（ダジョン）
DA JUNG CO., LTD. https://www.damizle.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ヒョンア（Lee hyeona）
28, Yeongil-ro 97beon-gil, Yeongjung-myeon, Pocheon-si, 
Gyeonggi-do, Korea
trade1@damizle.com
+82-31-542-6656
+82-31-543-1375

韓国のEmart、Traders、COSTCO、Cafe Beneなどの地元の小売業者に
製品を供給し、良い食品と韓国の伝統文化を輸出するリーダーとし
て30か国以上（日本、台湾、⽶国、カナダ、ベトナム、⾹港、中国
など）に輸出しています。
食品の安全性のため、衛生的で安全な食品を製造するために海外で
当局が認めているFSSC22000証明書とHACCP証明書を取得しました。

果肉入り濃縮エキス
スティック1本で簡単に飲み物が作れます。
果肉をすりつぶしてあるので、果物の独特
の味を味わうことができます。
2つの果物がちょうどいい割合で混ぜられ
ているので、水を注ぐだけで簡単にカフェ
飲料が作れます。

蜂蜜生姜濃縮エキス
生姜は免疫に良いことが知られているため、
コロナウイルス以降、生姜茶の国内外の購
入者需要が大幅に増加しています。
生姜の果肉が入っているので、オリジナル
の生姜の味を楽しめます。

フルミックスシェイクシリーズ
食事の代わりに水を注いで食べることがで
きます。

茶
類 Booth No,

A-12

㈱TEAZEN農業会社法人
TEAZEN INC.

Booth No,
A-19http://www.teazen.co.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ホンジェ（Kim Hongjae）
80-23, Daeun-gil, Gyegok-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-
do, Korea
trade3@teazen.co.kr
+82-61-534-6887
+82-61-534-6400

TEAZENは、「茶禪」からインスピレーションを受けて作られたブ
ランドで、現代人にお茶を通じて心と体に深い安らぎを伝えるとい
う意味が込められています。40年経験の健康食品専門家と共に、企
業付設R&Dセンターの体系的な研究を基に、おいしくて簡単な機能
性茶製品を開発し、新しい健康ライフスタイルを提供します。

エナジーティー
いつでもどこでも冷水で燃やすことができるパウダース
ティックタイプ。最高の味と最適なカフェインを備えた低
カロリーのエネルギードリンク（カロリーはありません！
グラスあたり15kcal / 250ml）。ガラナ70mg、タウリン
1,000mg、L-カルニチン由来の天然カフェイン>トリプル
ブーストエナジーアップ。

コンブチャ
有機酸が多く含まれているため、朝の
空腹時に飲むのではなく、食後に飲む
ことをお勧めします。
毎朝疲れているときに飲むことをお勧
めします。

茶
類

グレープフルーツティー
主要原料には1,000mg のグレープフルーツ抽出
物が含まれています。緑茶エキスパウダーとL-
カルニチンを加えて軽くもう一度！カジュアル
に楽しめる低カロリー飲料。包装:個別のス
ティック包装で、衛生的で携帯しやすいです。



農業会社法人㈱チョロクウォン
Cholocwon Co.,Ltd.

Booth No,
B-02①http://www.cholocwon.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ミョン スンギュ（Myeong Seunggyu）
45-15, Pyeongsa 1-gil, Jillyang-eup, Gyeongsan-si, 
Gyeongsangbuk-do, Korea
para9804@naver.com
+82- 53-852-3000
+82- 53-852-0600

チョロクウォンは顧客の皆様の健康を最優先に考え、信頼できる茶類文化定着へ基本理念を置き常に
努力しています。品質向上とより衛生的な製品生産のためにすべての過程の自動化推進とともに原料
入庫から完成品出庫まで徹底した品質管理に最善を尽くしています。また、より優れた原料を通じた
良い製品生産のために⻑期間努力し、環境にやさしい製品の開発に成功し、顧客の皆様により良い製
品、信頼できる製品を届けるために最善を尽くしています。2016年には韓国最大ゆず産地の全羅南道
高興（コフン）に第2工場を竣工し、ゆずの収穫から完成品流通までSCM(Supply Chain Management) を
完璧に構築、顧客の皆様がより合理的な価格でより良い製品をお買い求めいただけるようにしました。
これからも一層努力し続けるチョロクウォンになります。顧客の皆様の更なる関心と声援お願いいた
します。

蜂蜜ゆず茶
1. 厳しい基準の下で、100%環境に優しい、または最高品質

の原料
2. 柑橘類収穫によるSCM（サプライチェーンマネジメント）

茶
類

ロッテ酒類ジャパン㈱
LOTTE LIQUOR JAPAN CO.,LTD.

Booth No,
A-22https://company.lottechilsung.co.kr/kor/main/index.do

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

伏見 愛菜
東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル2309

a.fushimi@lotteliquor.com
03-5484-1234
03-5484-1845

酒
類

ソウルマッコリ
ソウルマッコリは主原料であるお⽶の旨みが豊かな
味わいを作り上げ、乳酸由来のやさしい甘みと、微
炭酸のすっきりとした口当たりが特徴です。食事と
の相性も良く、マッコリを初めて飲む方にも親しみ
やすい味わいです。

チョウムチョロム
2006年2月に「鏡月」の製造元である斗山社が韓国で
発売した焼酎。韓国語で「はじめてのように」を意
味する感性的なネーミングと、やわらかな口当たり
で、特に若者からの支持を集め、韓国国内で販売100
日にして6300万本を売り上げた商品です。

HOT6
韓国のエナジードリンク市場ナンバー１ブランドの
ＨＯＴ６です。ガラナエキスやアルギニン、ビタミ
ンＢ２などを配合しており、やさしい味わいの仕立
てになっているので、老若男女誰でもおいしく飲用
できます。

ー 韓国ロッテ七星飲料㈱酒類BGの日本法人
ー 1980年設立
ー 主な業務は韓国で製造されたお酒『鏡月、ふんわり鏡月、

ソウルマッコリ』を日本に輸入し販売
ー 2013年から飲料製品取り扱い開始



㈱瑞韓
ZUIKAN CO.,LTD https://www.kfoods.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

宮本 明弘
埼玉県川口市南鳩ヶ谷1丁目26-8

director@zuikan.co.jp
048-280-1381
048-280-1386

酒・食品の輸入専門商社として日本と韓国の食文化を両国の方々に幅広
く紹介し、貢献できるよう常に努力しております。
商品の企画、開発、輸入、輸出、販売、すべてにおいてお客様のニーズ
に応えられるように取り組んでおります。
単なる商社としてではなく、日韓両国における独自の存在価値を築いて
いけるよう、今後も日々邁進する所存です。

酒
類

ソウル月梅（ウォルメ）米マッコリ
最新の設備で完全低温熟成、滅菌処理をした韓国ソウル首
都圏シェア90％、全国シェア60％を誇る㈱⻑寿マッコリ
の製品です。小⻨を使用せず、100％⽶を使用、しかも、
日本の⽶に品質の近い韓国産⽶を使用し、微炭酸を加える
事で、圧倒的な爽やかさと透明感に仕上がりました。まさ
に韓国で飲んだあの味をお楽しみ頂けます。

抱川（ポチョン）マッコリ（米、梨）
韓国のマッコリの名産地、抱川で造られました。旬
麗な山の澄んだ水で製造された甘味と清涼感が抜群
のマッコリです。韓国で人気フレーバーの梨を加え
た２種類をご用意しております。

Booth No,
A-23

⻑紅参（チャンホンサム）マッコリ
高麗人参の高級品『紅参エキス』が入ったマッコリです。
紅参には疲労回復、免疫力増進、血流改善他、多くの効
能があると言われ、特に低血圧症の改善、抗がん効果は
科学的に立証されております。日本初上陸の新商品で、
流行に敏感な韓国ファンと紅参ファンから圧倒的な支持
を頂いております。

㈱BSJ
BSJ CO.,LTD

Booth No,
A-24https://www.bekseju.co.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

朴 世棚
東京都中央区日本橋箱崎町20-1 箱崎NSOビル７F

sbpark@bekseju.co.jp
03-6231-1570
03-6231-1575

㈱BSJは韓国を代表する酒類メーカー「麹醇堂（クッスンダン）」
の日本法人として2007年に設立され、主にマッコリや百歳酒等、酒
類の輸入販売を展開しています。

酒
類

1000億プリバイオマッコリ
・1000億個の乳酸菌をマッコリ1本で！
乳酸発酵を重ね、1本当たり1000億個の乳酸菌
を培養に成功！世界初!!
・プリバイオティクスで体内のお掃除
フラクトオリゴ糖などのプリバイオティクスは、
腸内の善玉菌（乳酸菌など）の栄養源となり、
腸内フローラを改善し、健康の増進維持に役立
つことが期待されています。

米マッコリバナナ
甘〜いバナナ！マッコリ初！バナナ味☆
常温・⻑期保存可能（製造日から2年）
炭酸添加！★生マッコリのような清涼感！
ビールのように飲みやすい！お酒が苦手な方に
もおススメ
低アルコールAlc.4％

米マッコリモモ
天然の桃果汁入りでビタミンC豊富☆お肌ピチ
ピーチ！
常温・⻑期保存可能（製造日から2年）
炭酸添加！！しゅわしゅわ〜で清涼感あふれる！
発酵酒特有の後味をカット！マッコリが苦手な方
もOK！
低アルコールAlc.3％



ウリスル・ジャパン㈱
WOORISOOL JAPAN CO.,LTD

Booth No,
A-25http://maggulli.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

神野 理恵
東京都江⼾川区南小岩6-28-14 杉本ビル4F

eigyojimu@maggulli.jp
03-3672-8101
03-3672-8102

天然と匠人の精神から作られ、科学的に飛躍したウリスル。
法今規則を尊守し、高い倫理観を保って地域社会に貢献できる企業
活躍を行います。感謝の気持ちを持ち、物心両面の幸福を追及しま
す。世界中の人々の味覚になじむように多様な製品を研究していま
す。

酒
類

やわらかみかん
甕仕込みにより、りんごから醸し出された原酒を
蒸留し、みかん果汁を加えました。りんごの⾹り
にみかんの甘みと酸味が加わり、絶妙なハーモ
ニーを生み出します。

ジョウンデーマンゴー
ジョウンデーは智異山清浄地域内の海抜７００ｍの
高地にあり、地下３１４ｍから湧き出る天然岩盤水
を１００％使用して作り出した弱アルカリ性焼酎で
す。

ジョウンデーライチ
ジョウンデーは智異山清浄地域内の海抜７００ｍ
の高地にあり、地下３１４ｍから湧き出る天然岩
盤水を１００％使用して作り出した弱アルカリ性
焼酎です。

麹醇堂
KOOKSOONDANG

Booth No,
A-26http://www.bekseju.co.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

麹醇堂は酒を醸す際、「人を優先に考える」という精神に基づき、
韓国を代表する名酒を作るために努力しております。

酒
類

生マッコリ
・日本国内生マッコリ 販売No,1！！

植物繊維豊富！糖質ゼロ！
腸内環境が良い生きた乳酸菌が80億コ！
微炭酸でフレッシュな味わい！

・発酵制御技術
密閉キャップで外部空気を遮断し、徹底
した冷蔵管理で 鮮度が⻑く保ちます。

1000億プリバイオマッコリ
・1000億個の乳酸菌をマッコリ1本で！

乳酸発酵を重ね1本あたり1000億個の乳酸菌
の培養に成功！世界初！！

・プリバイオティクスで体内のお掃除
フラクトオリゴ糖などのプリバイオティクス
は、腸内の善玉菌（乳酸菌など）の栄養源と
なり、腸内フローラを改善し、健康の増進維
持に役立つことが期待されています。

百歳酒
・厳選したお⽶と体に良いとされるハーブ

（高麗人参、天草他10種）を仕込み、醸
しだした体にやさしいお酒です。ハーブの
持つ上品な⾹りと口に含んだ時の柔らかい
甘さ、旨味、キレのよい後味が特徴です。

・飲み方
食前酒、食中酒（冷酒がおすすめですが、
熱かんも韓方の⾹りがし、魅力的です）

朴 世棚（Park Sebung）
NSO Blg 7F, 20-1 Nihonbashihakozakicho, Chuo-ku, 
Tokyo-to 103-0015 Japan
sbpark@bekseju.co.jp
03-6231-1570
03-6231-1575



ウリスル㈱
WOORISOOL CO.,LTD

Booth No,
A-27http://www.woorisool.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム スンヒョン（Kim Soonhyun）
29, Daeboganseon-ro, Jojong-myeon, Gapyeong-gun, 
Gyeonggi-do 29 , Korea
ksh716716@gmail.com
+82-31-585-8525
+82-31-585-8529

京畿道加平（キョンギド カピョン）に位置した伝統酒製造企業で、
2013年業界最初HACCP認証を獲得。一日最大生産量10万リットル、
現在、日本、中国、オーストラリア、アメリカ、カナダ、ベトナム、
カンボジアなど20カ国以上へ輸出中。衛生、品質、最先端設備の3
拍子をすべて備えた(株)ウリスルは韓国国内だけでなく世界有名酒
類品評会でもその真価が認められています。

SPARKLING RICE MAKGEOLLI
韓国の伝統的な⽶のお酒です。

酒
類

Booth No,
A-28

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

有賀 浩紀
東京都足立区鹿浜6-11-13

aruga@e-don.co.jp
03-5837-2208
03-5837-2308

酒
類 ㈱E-DON

E-DON https://www.e-don.co.jp/

株式会社E-DONは、主に韓国酒類の輸入卸販売を行っております。
2010年にブランドマークを「E-DON」にリニューアルしました。アルファ
ベットのOの中心に浮かび上がる甕（かめ）のシルエットは、二東マッコリ
が伝統の味を守り、丁寧に醸造されていることの証です。これからも、株式
会社E-DONは、日本の皆様が韓国伝統の味を楽しみながら韓国の文化を⾝近
に感じ、日本と韓国がより親密なお付き合いができるよう尽力いたします。

E-DON生マッコリ 750ｍｌ
生マッコリは天然の微炭酸で爽やかな清涼
感が特徴です。

二東生マッコリ 1000ｍｌ
加熱処理を行わず飲む瞬間まで発酵が続い
ています。E-DON生マッコリは、甘さと
酸味のバランスが良く、天然の微炭酸で程
良い清涼感が感じられます。

二東マッコリ 1000ｍｌ
韓国を代表するブランドE-DONマッコリ
です。ほどよい甘さと、濃厚なコクが特徴
です。



㈱トレチャン
Trechan Co., Ltd http://www.trechan.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ヒョンフン（Kim Hyeonghun）
82, Pyeongdongsandan 7beon-ro, Gwangsan-gu, Gwangju, 
Korea
export@trechan.co.kr
+82-62-655-4900
-

韓国伝統プレミアムキムチを追求する（株）トレチャンです。輸出
に特化した製品と包装材で新鮮な韓国伝統キムチを輸出しています。

からし菜キムチ
天日塩で味付けしたからし菜や粉唐辛子、
えびの塩辛、いわしの塩辛、自家製麹塩を
使い、発酵すればするほど旨みがでます。

白菜キムチ
トレチャンならではの特別な原材料および
包装材で輸出の際、製品の変型、過度な熟
成の発生を防いだ発酵キムチです。

ミニ大根キムチ
大きさが程よく堅いミニ大根は葉が柔らかく
辛さが少ないです。えびの塩辛、いわしの塩
辛、太刀魚の塩辛、自家製の麹塩を使用して
おり、全羅道式のうまみがあります。

キ
ム
チBooth No,

B-08①

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

クォン ヒョンジュ（Kwon Hyunju）
27, Seomyeonmunhwa-ro, Busanjin-gu, Busan Suite 828, 
Korea
hyunju3556@nate.com ／ wd_ming@naver.com
+82-51-851-8389
+82-51-808-8389

当社は、関連団体の会員、関連分野の商工会議所、産業組織団体、
地方自治体などの様々な取引先がいらっしゃいます。ブースを訪問
くださった方には、お土産、日本語カタログも準備しております。
また、会場ではプロモーションビデオクリップを再生しながら理解
を深める予定です。 試飲会など様々なイベントでお待ちしていま
す。

キ
ム
チ

韓盛園㈱
HANSUNGWON CO,.LTD

落花生の芽キムチ
塩の量を減らした低塩ピーナッツスプラウ
トキムチは、柔らかな食感ながらもパリパ
リとした食感を維持し、新鮮な味を存分に
楽しむことができます。 サポニンの含有
量は紅参の6倍であるため、がんや老化の
予防や免疫力の向上にも役立ちます。

落花生の芽漬物
従来の漬物とは違い、わが社は塩の量を減
らし、砂糖の代わりにスモモを使用するこ
とで、塩辛すぎたり甘すぎたりせず、シャ
キシャキとした味わいを保っています。そ
して冷蔵保管後に食べたい時に食べられる
よう、⻑い賞味期限の商品です。

落花生の芽ピクルス
砂糖を一切含んでおらず，ピーナッツの新芽
特有の⻭ごたえがあるので健康に良いです。
インスタント食品や肉料理との相性も抜群！
良質のピーナッツの芽だけを選別して塩洗い
し、韓国の調味料を使用して熟成させるので、
味と⾹りを楽しむことができます。

Booth No,
B-08②http://hsy5678.co.kr/



ヘテパシフィック㈱
HAITAI PACIFIC CORP.

Booth No,
A-14https://haitai.co.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

小川 真吾
東京都港区海岸3-2-12 安田芝浦第2ビル4階

ogawa@haitai.co.jp
03-5730-1242
03-5730-1240

ヘテグループは１９４５年創業以来今日までヘテ製菓を⺟体とし、 韓国
の総合食品メーカーとして食品産業界をリードして参りました。「 ヘ
テ」とは韓国で広く親しまれている伝説上の動物の名前です。 正義や吉
（良い事）を象徴し、また善悪を判断する動物として、 現在でも宮殿の
正門や土地の境界線等に設置されています。
日本において食品等の輸出入専門会社として 日本と韓国の文化・経済に
一役を担って参ります。

辛ダンドントッポッキスナック
チーズトッポギ味

チーズのコクとピリッと辛いコチュジャン
の組み合わせがやみつき！人気のトッポッ
キスナックから新味登場。

ヨッポギ 明太マヨ風味
電子レンジで簡単調理。ご家庭で本場韓国
の味が楽しめる即席カップトッポギです。
ピリッと辛い明太子にまろやかなマヨネー

ズ風味のお味です。

ス
ナ
ッ
ク
類

辛ダンドン ラッポッキ スパイシー
カルボナーラ

電子レンジで簡単調理。ラーメン＋トッポ
ギ（韓国餅）の美味しいコラボ商品です。
味は、少し辛味の利いたカルボナーラ味を
ご用意しました。

Booth No,
B-11①http://www.thetime.or.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

チョ キョンジェ（Lea Cho）
48, Namdongseo-ro 113beon-gil, Namdong-gu, Incheon 81 
Block, 13 Rot. , Korea
kcho431@gmail.com
+82-32-821-8779
+82-32-821-8770

私たちは、シリアルバーとプロテインバーの研究開発を専門とする食品加工および製造会
社です。
当社の製品は、韓国の⽶、スーパーフード、シリアル、ドライフルーツをベースにしてい
ます。 また、非GMO、グルテンフリー、重金属フリーです。原則として、野菜を原料と
し、低糖、低炭水化物の製品でお客様の健康と需要に焦点を当てた製品を開発および製造
しています。過去10年間、日本、フィリピン、カナダなどに輸出してきました。
私たちの使命は、「シンプルだがシンプルではない製品」を作り、健康的であるだけでな
く、おいしい製品をより多くの人々に紹介することです。

コラーゲンバー
コラーゲンとシリアルバーの組み合わせ!
アントシアニンを多く含むビタミンCとク
ランベリーを含む重金属フリーのフィッ
シュコラーゲン、アセロラを使用。

ス
ナ
ッ
ク
類

3Bネットワークス
3B NETWORKS CO.,LTD

プロテインUNOバー
朝食の代わりに、子供、学生、老人のため
のヘルシーな軽食… 等
運動前後の軽食

パワープラスバー
食物繊維 アップ! 砂糖と塩をダウン! マン
ダリンを加え、最高品質のアーモンド、
オートミール、豊富なビタミンと食物繊維
を使っています。



ZIOコーポレーション
ZIO CORPORATION http://www.ziocorporation.com/

担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ムン インラ（Moon Ingra）
17, Daehak 4-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 
#205-40, Ace Tower 1 cha , Korea
zio@ziocorporation.com
+82-70-7612-3885
+82-303-3445-3885

ス
ナ
ッ
ク
類

企業情報

Booth No,
B-11②

クランチライスロール（米菓子）
・⽩⽶／⽞⽶ 2種類
・グルテンフリー
・低ナトリウム
・トランス脂肪フリー
・人工着⾊料なし、人工フレーバーなし

21粒クリスピーロール
・オリジナルクリームチーズ、バナナ、

紫いも 3種類
・GMOなし
・低ナトリウム
・トランス脂肪フリー

海藻スナック
・海塩、コギグイ、わさび 3種類
・好きな食べ物で海苔スナックを包んで

みてください
・100%ナチュラル、USDAオーガニック
・グルテンフリー、GMOなし

飲食料輸出入企業で、国際輸入業者、流通業者、卸売業者に高品質
の製品を供給しています。顧客と流通パートナーと⻑期的な関係を
構築するために正直さと誠実さで努力しています。

マンモス製菓㈱
Mammos Confectionery Co.,Ltd http://www.mammos.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ユ スンワン（Yoo Seungwan）
8, Dunchon-daero 526beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do , Korea
mammos325@gmail.com
+82-31-741-2000
+82-31-748-1788

⽶、小⻨、⽞⽶などの穀物を原料にした菓子を生産·輸出している
⽶菓専門企業です。食べ物の中で、お菓子は老若男女誰でも好んで
食べる代表食品で、⾹ばしくて甘く、柔らかい原材料の特性をその
まま感じられる商品です。 世界中に穀物菓子を分け、地球のみん
なが楽しく幸せな味を感じていただけるよう、親しい友人になりた
いと思っています。

玄米＆こんにゃくクランチ 米＆⾖腐スナック

ス
ナ
ッ
ク
類

米菓子

Booth No,
B-11③



㈱アラム
ARAM CO.,LTD.

Booth No,
B-12①http://www.aramfood.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム キリ（Kim Kiri）
21, Daejeon-ro 1364beon-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Korea

aram365@naver.com
+82-42-624-1181
+82-42-624-1183

1999年に設立したアラムは、家族が安心して食べられる料理を作
るという信念で食品を製造しています。 2019年初の輸出実績達成
を皮切りにアメリカ、カナダ、オーストラリア、中国、ベトナム、
マレーシア、日本など様々な国に輸出しています。

シッケ
6時間以上、⻨芽を糖化して作ったシッケ
で、 子どもたちの栄養満点の手軽なおや
つとしておすすめの食べ物です。

トッポギ
定番の甘辛味、オリジナルピリ辛トッポッキ

ス
ナ
ッ
ク
類

紅参シッケ
サムシキオ紅参シッケはサポニン含有量が
豊富で免疫力の増進と気力回復に役立つ
「高麗人参」を入れて作った韓国の伝統飲
料です。

ハンド食品㈱
Handofood Co.,Ltd.

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ハ チャンソン（Ha Changseong）
543-9, Sail-ro, Cheongtong-myeon, Yeongcheon-si, 
Gyeongsangbuk-do , Korea
handofood@naver.com
+82-54-337-3314
+82-54-337-3316

慶尚北道永川（ヨンチョン）に位置しているハンド食品は、ヌルンジ（おこげ）
の製造販売業界におけるリーディングカンパニーでございます。韓国でもっとも
大きいヌルンジメーカーであるハンド食品は新しい生産施設と蓄積されたノーハ
ウーをもとに、多様な種類のおこげ商品を開発しています。ISO、HACCP、⽶
FDA,MUI HALALなど多数の認証と10種類以上の特許および商標権を保有しており、
韓国産農産物を加工し、伝統の味を継承するとともに、地域農産物消費を促進し、
安全な食品生産に取り組んでいる最高の食品専門企業です。

ス
ナ
ッ
ク
類

おこげ（ヌルンジ）
ヌルンジはお⽶を蒸す過程で作られるため、栄
養素が豊富です。当社の製品は100%韓国産の
お⽶を使っており、グルテン、砂糖、脂肪がな
く、ダイエット食品、子供のおやつ、健康食品
としておすすめします。

⻨おこげ（ヌルンジ）
健康を考え、βグルカンの多い⻨を添加し
て作った製品で、韓国だけではなく、海外
でも好評を受けています。

玄米おこげ（ヌルンジ）
⽞⽶は全粒穀物であり、マグネシウム、リ
ン、セレン、チアミン、ナイアシン、ビタ
ミンB6、マンガンの優れた供給源であり、
繊維が豊富です。

Booth No,
B-12②http://www.handofood.com



㈱ラオンコーポレーション
RAON CORPORATION CO.,LTD. http://www.raon2017.co.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ピーターソン（Peter Seong）
16-4, Dongbaekjungang-ro 16beon-gil, Giheung-gu, 
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
raoncorp20181011@gmail.com
+82-50-6718-0092 / +82-10-8696-0094
+82-50-4477-0094

2000年以来、私たちは「より刺激的でユニークな料理、より満足で幸せな生活」の旗印の下にありま
す。私たちは「行動、達成、謙遜、より良い生活のための寄付」を着実に実行しており、より良い生
活とより良い何かを達成するために、絶え間ない準備、迅速で体系的なマニュアルを実践しています。
私たちは基本的に「絶望的な」考え方を持っており、常にすべての能力を他とは異なる独自の異なる
精神に注ぎ込んでいます。2017年より「海外からの対象者に適した菓子加工食品の輸出・開発専門商
社」を設立し、ポロロ、スウィートモンスター、スプーンズなどの有名キャラクター、グローバルブ
ランド（スキッピィピーナッツバター）のユニークなアイテムを26カ国以上の海外市場に輸出してい
ます。今後も海外のお客様にご満足いただけるよう、製品開発と品質向上に全力を尽くしていきます。
私たちは、今日よりも良い未来を実現するために、常に競合他社とは異なる何かを創造し続けます。

Sweet Monster Ice cone snack
アイスクリームコーンの形状によるとても
面⽩くてユニークなウエハーススナックで
す。エアレーションの製造方法により、内
側は柔らかく、外側はサクサクしています。

Sweet Monster choco stick shooting 
star popping candy

コーティングされたチョコレートとポップキャン
ディーのパーツが付いた⻑いスティック。コー
ティングされたチョコレートのパーツが口から飛
び出すのを感じることができるので、子供たちに
とても楽しさと興奮を与えることができます。

SKIPPY peanut butter grain cookies 
sand

⿊ゴマ、ピーナッツ、小⻨ふすま、⿊豆、オー
ト⻨などの特定の成分リストがたくさんあるの
で、このアイテムはスキッピィピーナッツバ
ターを使ったとても健康的な穀物クッキーです。

ス
ナ
ッ
ク
類

Booth No,
B-12③

農業会社法人㈱清浄人参
CheongJeongInsam Co., Ltd. http://www.cleaninsam.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

カン ドンウ（Kang Dongwoo）
58, Wajeong-gil, Geumsan-eup, Geumsan-gun, 
Chungcheongnam-do, Korea
7527103@naver.com
+82-10-8850-5836
+82-41-753-5836

清浄人参は、 環境にやさしい高麗人参に対する五感満足経営を営
むため、邁進しています。 2006年世界高麗人参エキスポの公式商
品化業者(高麗人参、紅参、お菓子)に選定されました。FDA食品検
査済みの業者です。 2008年には新知識農業人章(2008-253号)を受
賞しました。

紅参エキススティック
100% 国産紅参のみを厳選。

衛生的で持ち歩きに便利な形です。

紅参エキストラヘルスパワー
スティック

ドライ蜂蜜紅参

⾼
麗
人
参

Booth No,
B-06①



モンゴ食品㈱
MONGGO FOODS INC.

Booth No,
B-07①http://www.monggofood.co.kr/default/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

チョン ジュリョン（Jung Juryoung）
18, Paryong-ro 371beon-gil, Uichang-gu, Changwon-si, 
Gyeongsangnam-do, 51395 Korea
trade@monggofood.co.kr
+82-55-296-2210
+82-55-292-2202

1905年創業以来114年間、醤類製品だけを製造してきたモンゴ食品
は、醤類固有の独特な味と⾹りを再現させるため、原料から製品出
荷まで厳格な品質管理システムを施行しており、全世界、誰もが安
心して食べられる食品文化を守ろうと絶え間ない研究開発をしてお
ります。

もんご醤油ソンピョゴールド500ml
はちみつを天然甘味料として加え、マイル
ドで軽い味わいに。
食品本来の風味や⾹りと自然に溶け合うの
で、どんな食品にもよく合います。

もんご醤油マイルド10ml
他の醤油より塩分が少なく、テイクアウト
レストランにおすすめです。

もんご醤油ジン13L
一番売れている醤油です。レストランにお
すすめです。

醤
類

北下特品事業団㈱
Bukha Teugpum Saeobdan http://www.bukha.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ジョン ビョンジュン（Jung Byungjun）
1108, Damjang-ro, Bukha-myeon, Jangseong-gun, 
Jeollanam-do bukha teugpum saeobdan, Korea
giai2160@gmail.com
+82-61-392-6331
+82-50-4329-1998

北下特品事業団は、⻑城群（ジャンソングン）北下面（ブッカミョン）薬水
⾥（ヤッスリ）の住⺠10世帯が集まり、農村の所得増大の一環として、伝統
食品や特産品を生産、販売するために、1990年度に住⺠たちの手で立ち上げ
られた会社です。⻑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、キムチ、味噌類、塩辛類、伝統食品など、製品構成を多様化し、
伝統の味を維持しながら、変化する現代人の食生活に合わせて伝統食品と地
域特産品を維持開発し、専門的に扱う会社として成⻑し続けています。

味噌 梅のコチュジャン漬け ホヤの塩辛

醤
類 Booth No,

B-07②

韓国の伝統味噌類、漬物、塩辛類を専門的に生産しており、製品に対する個別特許を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(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。



ハムヤン山養参
HAMYANG WILD GINSENG Co.,Ltd

Booth No,
B-02②http://www.hywgs.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

パク ミエ（Park Miae）
44, Dangbonmaam-gil, Anui-myeon, Hamyang-gun, 
Gyeongsangnam-do, Korea
hywgs2020@naver.com
+82- 55-964-0583
+82- 55-963-9742

山養参は原料価格に比べ、加工した際、価格競争力の面において大
きな問題がありました。弊社はそれを解決し、山養参を様々な製品
で制作しており、アメリカ、ベトナム、マレイシア、中国などへ販
路を拡大してきました。このような成果と経験に基づき、山養参加
工製品の持続的に市場開拓を行うとともに、消費者のニーズに応え
るなど、より発展を向けて努力いたします。

山参エキスゼリー
滋養強壮、免疫増進、疲労回復、二日酔い改善、解毒機能を持
つ高機能性山参含有商品です。夏の季節には冷蔵庫に冷やして
から召し上がると、夏バテに役立つ効果を期待できます。

林
産
物

山参エキススティック
100%韓国産原料、別途添加物を含まない100%高濃度純液です。
純液原料をそのまま配合しており、粘性が高く、多くの固形分
を含有しています。

㈱ウァークリンク
WORKLINK CO., LTD.

Booth No,
B-06②http://worklinkbiz.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ゴンウ（Kim Geonwoo）
36, Dunsanjung-ro 14beon-gil, Seo-gu, Daejeon, Korea 407

kanu@worklinkbiz.com
+82-70-4898-2134
ー

韓国唯一の食品飲料専門、海外マーケティングおよび貿易専門業者
です。 韓国の競争力あるローカル企業を発掘し、海外への輸出を
助けることで、グローバルブランドと製品を作るために最善を尽く
しています。

ソ
｜
ス
類

キムチシーズニング
〇 キムチスパイス–韓国製、グルテンフリー、非遺伝子組み換え、ビーガンパーブ、プレバイ

オティクスとプロバイオティクスが豊富
〇 すべての料理に最適〜バーベキューラブ、グリル、ピザ、ヌードル、 ラーメン 、スープ、卵、

チップス、フライドポテト、カレー、カリフラワー、サラダ、ステーキ、シーフードなど
〇 韓国のキムチフレーバーを追加 –あらゆる料理に –中華料理、韓国料理、タイ料理、地中海

料理、インド料理、ベトナム料理、アメリカ料理、メキシコ料理、ギリシャ料理、ケイジャン
〇 安全性と品質–国際品質基準に従って施設認定のHACCP（危害分析重要管理点）で安全に製造

されています
〇 熟成発酵させ、本物のキムチの味を実現しています。



サンマル営農組合法人
SANMAROO Co., Ltd.

Booth No,
B-06③http://www.sanmaroofood.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ジュヒョン（Lee Joohyeon）
259-7, Jeongeupbuk-ro, Buk-myeon, Jeongeup-si, 
Jeollabuk-do, Korea
naya@nate.com
+82-63-536-1041
+82-63-536-1042

1) 化学添加物や合成防腐剤、染料は使用していません。
2) 多くの材料が使われているため、果物と野菜の本来の味と⾹りが感じ

られます。
3）弊社の生産ラインは衛生的に管理され、ソース・カレーはHACCP認

証をうけています。
4）放射性試験に合格した成分を使用します。

プルコギソース

ソ
｜
ス
類

㈱ヘヨルム
HAEYEAREUM CO.,LTD http://www.haeyeareum.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ハン キュモ（Scale Han）
1520, Seonammun-ro, Docho-myeon, Sinan-gun, 
Jeollanam-do, Korea
haeyeareum@naver.com
+82-2-3663-1599
+82-2-3663-8599

太陽と海の実という意味の「ヘヨルム」は、環境にやさしい安全な
自然の実を分かち合い、健康を考えるブランドです。

5年熟成プレミアム天日塩 'ロ(Lo)

ソ
｜
ス
類

安全で、きれいで、健康、低塩、塩辛くなくておいしい塩。
きれいな塩 [ロ(Lo) ]は塩(鹵)と塩畑(滷)という意味の漢字語でヘヨルムだけのプレミアム名品天日塩ブランドです。

トリュフ塩 'ロ(Lo)' スティック型
ポーチ15個入りボックス

5年熟成プレミアム天日塩 'ロ(Lo)' ス
ティック型ポーチ15個入りボックス(⿊

にんにく, 覆盆子, 蜜柑)

Booth No,
A-20



㈱天恵ジャパン
Tenkei Japan Co., Ltd.

Booth No,
A-18https://www.tenkeijapan.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

加藤和広
東京都中央区佃2-11-13栗原ビル２階

kato@tenkeijapan.com
03-3534-7797
03-3534-7798

天恵ジャパンのシンボルはきれいな自然の味、趣、誠意を表現し
天、地、海は自然そのままの味と新鮮さを表しました。
食と幸福が一緒になる天恵、お客様の喜びがわが社の喜びです。
天恵はその喜びを社会に還元するために日々努力いたします。

海の宝石 海藻ビーズ5色ミックス 海の宝石 海藻麺5色ミックス 海の宝石 海藻麺みどり
料理の価値をさらに引き立てる、海から生まれた新食材です！
低カロリーで食物繊維が豊富なため、メニューにこだわりのある女性客の獲得に役立ちます。水で洗ってすぐにお使い頂けるので、お客
様に迅速にお料理を提供できます。お料理のほか、スイーツ・清涼飲料・ドレッシング・和菓子などのオリジナルな商品開発にもお役立
て頂けます。チャンジャはスケトウダラを使用し2週間以上低温熟成し、コリコリ食感のピリリッと甘辛い風味が絶品です。

水
産
物

㈱世雄水産
Sewoong Fisheries Co., Ltd.

Booth No,
B-03①http://www.koreacrab.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ジョンウ（Lee Jeongwoo）
84, Gangyeong-ro, Ganggu-myeon, Yeongdeok-gun, 
Gyeongsangbuk-do , Korea
jwlee@koreacrab.com
+82-54-732-8378
+82-54-732-8134

世雄水産は、 自社保有の船団で漁獲し、30年以上のノウハウが蓄
積された自社生産施設で迅速に加工して、味と⾹りがそのまま生き
ている紅ズワイガニ製品を供給しております。 お客様の食卓まで、
新鮮さをそのままお届けできるように努力しています。

水
産
物

冷凍紅ズワイガニ

韓国産 紅ズワイガニ 100%



漁業会社法人済州水協流通
JEJU SUHYUP TRADING CO.LTD.

Booth No,
B-03②http://www.suhyuptrading.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

コ カンウク（Koh Kangwook）
117, Donggwang-ro, Jeju-si, Jeju-do 4F, Korea

jejutrading@naver.com
+82-64-727-6464
+82-64-751-6466

当社は世界最大のヒラメ養殖地である済州で生産された活ヒラメと
新鮮ヒラメ、冷凍ヒラメフィレを日本、アメリカをはじめ世界10カ
国に輸出しています。済州ヒラメは豊かなの自然環境で育ち、優れ
た味と安全性を誇ります。また、絶え間ない品質改善を通じて、
2005年から現在まで大韓⺠国産業通商資源部から世界一流商品に選
ばれるなど韓国の代表的な水産物として位置づけられています

冷凍フィレヒラメ
衛生的なHACCP加工システムを通し生産した済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
した製品ですので、開封後手軽に様々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
うことができ、⻑期保管も可能です。

済州ヒラメ
済州（チェジュ）のきれいな地下海水で育った済州ヒラメは、輸出の
際、徹底的な安全性検査を実施しております。済州ヒラメは⽩⾝の魚
の中でも脂肪が少なく、低カロリー高たんぱく食品であり、多量のコ
ラーゲンが含まれているため、皮膚細胞を保護し、女性たちのダイ
エットや肌の美容に効果的です。

水
産
物

ヌリ営漁組合法人
Nuri fishery union corporation

Booth No,
B-03③http://www.nuricorp.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ギョンヨン（Lee gyeongyong）
38, Nonggongdanji 4-gil, Wando-eup, Wando-gun, 
Jeollanam-do, Korea
lgy@nuricorp.com
+82- 61-553-8147
+82- 61-553-8149

あわびの産地ワンドを基盤に、あわびの卸・小売、輸出を専門的に行っ
ております。透明経営の実践と顧客満足のため生産者と消費者、輸出国
を対象に多くのコミュニケーションを行い、品質よくヘルシーなあわび
を流通する堅実な企業です。2019年にはヌリ営漁組合法人の加工生産工
場も完工されました。ヌリ営漁組合法人は活あわび生産、流通だけにと
どまらず、未来成⻑動力である加工食品事業を強化し、あわび生産、流
通、加工専門企業として成⻑していきます。

アボカドオイルアワビコンフィ/Avocado oil abalone confit
アボカドオイルを使用した高品質のアワビ料理、アボカドオイルを使用した超食品のウェルビーイングフード、⻭ごたえのあるア
ワビとオリーブ。
商品はワインやスナックにぴったりの一品です。 パスタ，サラダ，ブルシェッタなど調理に使用できるHMR製品

水
産
物



㈱JKフード
JK FOOD CO., LTD

Booth No,
B-04②http://www.jkfood.co.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ジョンウン（Kim Jungeun）
17, Sinnae-ro 695beon-gil, Geumwang-eup, Eumseong-gun, 
Chungcheongbuk-do, Korea
jek@jkfoodkorea.com
+82-2-3012-8447
+82-2-3012-8440

㈱ジェーケーフードは、48年の経歴を持つ海苔専門家が高品質の海苔原
料を自ら検収、買い付けし、高品質の海苔製品を生産するメーカーでご
ざいます。新製品開発に対する絶え間ない努力と技術力、優れた味が認
められ、2017年「ほうれん草かぼちゃ石海苔炒め」製品で韓国食品研究
院食品技術銅賞、2018年「マスタキム海苔スナック」製品で韓国食品研
究院金賞を受賞しました。HACCP認証、FSSC22000、有機加工食品認証、
USDA-NOP認証、HALAL認証などを収得済みです。

味付け海苔 海苔スナック
· Gluten Free技術でもち⽶、⽶、でん粉
を主原料として製造

· 老若男女誰でも楽しめるスナックです。

ふりかけ海苔
低温で熟成させる工程を経て、よりカ
リッとさせています。

高品質の海苔を厳格な品質管理と生産
管理を通じて焼き上げています。

水
産
物

⻄海⾙柱営漁組合法人
Seohae Kijogae Fisheries Union Corporation

Booth No,
B-04③http://www.westseafood.net/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ホン クァンピョ（Hong Kwang-pio）
572, Hahak-ro, Cheonbuk-myeon, Boryeong-si, 
Chungcheongnam-do , Korea
westseafood@naver.com
+82-41-641-6446
+82-41-641-6447

2009年に設立された貝柱専門食品加工業者です。韓国食品研究院
の貝柱加工処理技術研究に参加し、加工施設から販売·流通までの
すべての過程を諮問されており、新鮮でおいしい製品はもちろん、
農林畜産食品部からHACCP認証を受けた衛生的な管理と生産施設
により、安全な先進型グルメ文化をリードしています。

冷凍ホタテスライス 3mm 冷凍ホタテスライス 6mm 冷凍ホタテむき⾝ 300g
ペンシェルホタテといえば、私たちが一番です。

⻄海貝柱営漁組合法人は、より新鮮で安全なペンシェルホタテの食べ方に悩み始めました。
韓国で最も多くペンシェルを生産している忠清南道保寧市（チュンチョンナムド·ボリョンシ）。

当社は2009年に設立され、2012年に水産加工専門工場を建設しました。 私たちの目標は安全で新鮮な製品を迅速にお客様に提供することです。

水
産
物



㈱ダダム
DADAM co.,Ltd

Booth No,
A-05http://www.dadam-food.com/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム シンロク（Kim shinrok）
186, 1gongdan-ro 10-gil, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do 
gongdandong, Korea
srokki89@naver.com
+82-53-526-0811
+82-53-586-0812

15年間クッパフランチャイズを運営している会社です。 工場からサゴル
（脚の骨）と水だけで取った出汁を全加盟店に供給しています。現在は30
箇所の加盟店を運営しており、インターネットでも「スンスサゴル（純粋
なサゴル）」という商品名で人気を得ています。2019年12月、工場の増築
を行い、より衛生的かつ安定的にスープを生産できるようになりました。
「 機能性サゴルスープ製造システム」で特許も取得しました。

コムタン
日本の鍋・スープ料理の出汁として使えるサゴルスープ。
ラーメン、すき焼きのだしを取るために、たくさんの時間を使っていませんか?
スンスサゴルコムタンは豚足や豚・牛のサゴルのみを使用しスープを取ってお
り、深い味と⽩い⾊がその特徴です。 また、全く味付けをしないため、各種料
理の出汁ベースとして使いやすく、一度に大量のスープを煮込んでいるため、
平準化された味が楽しめます。

鶏コムタン

畜
産

㈱ボリジャパン
ボリジャパン

Booth No,
A-17

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

金 成在
大阪府大阪市平野区⻑吉川辺3-15-4

ksj0503jp@yahoo.co.jp
06-6709-6907
06-6709-6908

畜
産

ハリム 冷凍参鶏湯
若鶏にもち⽶、高麗人参、栗、ナツメ、ニンニク、
タマネギ、生姜などを入れて⻑時間加熱調理後、急
速冷凍した製品であり、防腐剤と人工⾊素を使用し
ていない健康食品です。
特殊製造工法により、⻭ごたえのある肉と淡泊で風
味のよいスープのお味をお楽しみ頂けます。

夏林参鶏湯
夏林参鶏湯（ハリムサムゲタン）は鶏ササミ肉と⽶、紅参
（ホンサム）、ニンニク、などを入れて煮込んだ栄養満点
スタミナスープです。
①骨なしの柔らかい鶏むね肉（ササミ肉）を使用
②まろやかに仕上げた特製鶏スープ
③電子レンジ簡単調理製品
※初期導入販売（テスト販売を含む）時は販促支援を致し
ます。（詳細は協議必要）

ハリム レトルト参鶏湯
若鶏にもち⽶、高麗人参、栗、ナツメ、ニンニク、
タマネギ、生姜などを入れて調理後、レトルトパウ
チ方式で包装した殺菌製品であり、防腐剤と人工⾊
素を使用していない健康食品です。
味と栄養を保ちつつ⻑時間の常温保存ができるので、
暖めるだけで簡単にお味をお楽しみいただけます。

○会社沿革
・平成08年03月12日：(株)ボリジャパン設立
・平成11年09月20日：夏林参鶏湯輸入・販売開始
・平成21年07月01日：平野物流センタ−OPEN
・平成21年08月10日：韓国産天日塩輸入・販売開始
・平成22年03月30日：お酒販売子会社 株式会社H＆B設立
○主要商品

ハリム参鶏湯類、韓国加工食品、韓国酒類（生マッコリ、焼酎など）



㈳韓国農食品未来研究院
Agrofood future Marketing Institute

Booth No,
B-04①http://www.ami.or.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ムン ヘソン（Moon Haesung）
41, Gangnam-daero 10-gil, Seocho-gu, Seoul Geumgwan
Building 41, Korea
moonhs727@naver.com
+82-2-573-7201
+82-2-573-7202

韓国農食品未来研究院は、農水産食品の流通、輸出および生産に関
する現場活動中心の研究、諮問活動およびコンサルティング、情報
交流などを通じて農水産食品産業の先進化および発展に寄与する目
的で設立許可された韓国農水産食品部所管の社団法人です。

畜
産

参鶏湯
鶏、高麗人参、もち⽶、栗、ニンニク、ナツメなど国内産原料のみを使用し、
肉質とスープの味に優れた山東食品の代表製品です.。

農協経済持株
NongHyup Agri-Business Group http://www.nhabgroup.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ホソン（Kim Hoseong）
87, Tongil-ro, Seodaemun-gu, Seoul South gate, 8th floor, 
Korea
hosungk@nonghyup.com
+82-2-2079-8296
+82-2-2079-8270

農協経済持株は、農産物の生産、流通、加工、販売に必要な15の子
会社を運営し、農産物の付加価値向上と営農コスト削減により農家
所得増大を図り、消費者には安全な農産物を合理的な価格で提供し
ています。 韓国で育った高品質な農産物をご提供できるよう、絶
えず努力しています。

野
菜Booth No,

A-02

パプリカキウイ



ウォルハン農協
wolhangnonghyup

Booth No,
A-03http://www.whnacf.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ユ サンチョン（Yoo Sangcheon）
392, Jusan-ro, Wolhang-myeon, Seongju-gun, 
Gyeongsangbuk-do, Korea
saint9961@gmail.com
+82-54-932-9191
+82-54-931-7890

年間8,000トンの流通量をカバーしており、20年以上の農産物流
通の経歴を保有しています。産地組織の規模化を通じ、均一化され
たチャメ供給が可能です。韓国内GAPおよび低炭素認証を通じた親
環にやさしいチャメを生産・流通しております。

チャメ
チャメは呼吸器疾患予防およびダイエットに効果があり、葉酸が豊富に含まれているため、妊婦の方
におすすめです。ビタミンCが多く紫外線遮断作用、水分含量90％以上で利尿作用に役に立ちます。

野
菜

㈱NH貿易
NH TRADING CO LTD

Booth No,
A-01https://nhtra.co.kr

企業情報
担当者名

所在地
E-mail

TEL
FAX

生鮮食品： ジャン・ジェヒョク(Jang Jaehyuk)
加工食品：キム・ミナ(Kim Mina) 
7, Olympic-ro 48-gil, Gangdong-gu, Seoul , Korea
vegetable@nhtra.co.kr  /  oversea@nhtra.co.kr
+82-2-2225-2300
+82-70-4170-4592

NH農協貿易は1990年の創立以来、韓国産農食品の輸出を先導する
専門貿易商社として絶えず海外市場の開拓を通じて農業発展のため
に努力しています。 地球村の新しいトレンドを反映し、お客様に
満足していただける農食品総合商社へと成⻑していきます。

トマト
新鮮加工用のトマトです。形を維持する品
種でありハンバーガーやサラダなどの料理
に最適です。

トッポギ
K-Foodの代表であるトッポギを、お湯を注ぎ、
レンジで3分調理するだけで簡単に楽しめま
す。「オリジナル」、「スパイシーカルボ
ナーラ」、「ジャジャン麺風」の3つの味を
用意しています。

参鶏湯（サムゲタン）
韓国スタミナ食の定番であるサムゲタン（鶏肉
スープ）を家庭でお手軽に楽しめるレトルト商
品です。鶏肉を一羽使用し、もち⽶・高麗人
参・なつめなどの副原料といっしょに煮込んだ
一品です。

そ
の
他



㈱ハッピー食品
HAPPY SHOKUHIN CO., LTD

Booth No,
A-04http://www.kankoku.co.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

姜 敬和
本社：東京都新宿区大久保1-16-15 豊生堂ﾋﾞﾙ303

kang513@kankoku.co.jp
048-424-7001
048-423-3981

弊社は、日本で創業以来32年を迎えています。日韓の友好と文化交流をビジョンとして、
お客様が必要とする様々な情報を提供してまいりました。食品製造、流通、外食事業、貿
易コンサルティング事業をとおして日韓の文化交流の懸け橋を担っています。
弊社⼾田工場では、主力製品の参鶏湯、チーズタッカルビ、ニャンニョムチキンソース、
キムチチゲ等様々な韓国食品を製造しています。新大久保韓国食材専門店「ソウル市場」
では自社で開発したブランド品をはじめ、50種類以上の韓国惣菜、韓国輸入食材等、約2
千アイテムを扱っております。これからも韓国食文化を幅広く紹介して参りましたと思い
ます。

オットギ クィーンザクロ茶 粉末スティック
280g (14gx20p)

美容健康お茶、簡単便利なスティックタイプ

オリオンコプックチップコーンスープ味
80g
4枚が重なって、カメの甲羅の形を表現、
サクサクとした甘いコーンスープ味のスナック

オリオンチョコパイきな粉餅味
336g (28gｘ12入)

ロングセラーチョコパイ情シリーズの新商品

そ
の
他

コメガ
komega

Booth No,
A-07http://www.komega3.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

チョン ドンソン（Chung Dongsun）
10-22, Ijinmal-gil, Saenggeuk-myeon, Eumseong-gun, 
Chungcheongbuk-do, Korea
komegads@gmail.com
+82-43-882-6336
+82-43-882-9339

コメガは3代にかけて生油を搾油してきた家族企業で、2代目のジョン・フンベク代表をは
じめに「えごま」という作物と「生えごま油」という品目のみで輸出という成果を達成し、
現在まで続けられてきました。韓国のえごまを韓国人を超え、世界人の健康を守るために
食卓の上に載せるというモットー、こだわりを持ち、家業を続けています。また韓国最初
で生えごまブランドを生産（2001）、製造特許を登録しております。ジョン・フンベク代
表は農村振興庁現場名誉研究官（分野：えごま）として活動、えごまの畑と体験教育場
（えごま教室）を運営しており、1.2.3次産業をすべてあわせる6次産業も先導しえごま広
報に努めております。

生えごま油
エゴマの原料を焙煎せずにそのまま搾乳する方法で生産したプレミアムオイル
です。洗浄、乾燥、加工、精製などすべての工程の一つ一つ細かな手間をかけ
てきた「3日かかって作るエゴマ油」というタイトルで広報を実施しています。
2020年に韓国の農業分野の大統領賞受賞HALALの認証、FDAの検査などを保有し
ており、優れた品質を誇っています。

そ
の
他



㈱チョンヤン食品
Chung Yang Food http://cyfood.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

ソ ホソク（Seo Hoseok ）
94-5, Yangseong-ro, Yangseong-myeon, Anseong-si, 
Gyeonggi-do, Korea
hoseok1214@naver.com
+82- 31-671-1444
+82- 31-671-1448

チョンヤン食品はごま油、えごま油、炒りごまなどを生産する油脂
類、粉体類専門メーカーです。弊社は良い原料だけを厳選し、
HACCPシステムに基づき、厳格な品質管理のもとで衛生的かつ安全
な製品を生産しております。

韓国産ごま油 180ml
伝統方式で圧着し、⾹ばしさが一層豊富。
農協を通じた100%原料収買、3次フィルタ
リングを通じた清澄な油、自社運営の研究
所における品質管理実施。

韓国産えごま油 180ml
オメガ3含量豊富/農協を通じた100%原料収
買、3次フィルタリングを通じた清澄な油、
自社運営の研究所における品質管理実施。

韓国産生えごま油 180ml
自然そのままの栄養分摂取が可能/農協を
通じた100%原料収買、3次フィルタリング
を通じた清澄な油、自社運営の研究所にお
ける品質管理実施。

Booth No,
A-08

そ
の
他

オンガネジャパン㈱
ONGANE JAPAN CO.,LTD. https://ongane.co.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

藤田 悠輔
山口県下関市⻑府港町10-63

fujita@ongane.co.jp
083-246-3005
083-246-3006

そ
の
他

サリ麺
話題の韓国鍋用素材『サリ麺』です。（スープは入っ
ておりません）お鍋に入れて美味しい、煮込み用ラー
メン。キムチ鍋、もつ鍋、よせ鍋、ちゃんこ鍋、すき
焼きなどあるゆる鍋のシメとして一度お試し下さい。

ジンラーメン（中辛）

私たちの街…下関。古くから貿易や水産業の拠点として栄えたこの街は、現在も韓国
から毎日、定期船が往来しています。その船に乗って韓国のアヅマ（おばちゃん）た
ちが行商に来ます。このアヅマたちに韓国食品を分けてもらい、行商から商売を始め
ました。
あれから15年、今も韓国食品を売り続けています。弊社は食品だけでなく韓国の元気
を日本に、そしてオンガネの元気を世界にお届けしたい。そう願ってこれからも社業
に邁進してまいります。次の10年は価値ある足跡を残して行くつもりです。

ジンラーメン（辛口）

世界で愛されるジンラーメンが待望の日本上陸！
キムチやネギ、卵などを加えると更に美味しくお召し上がりいただけます。

Booth No,
A-09



㈱M&N Corporation
M&N Corporation

Booth No,
A-13http://mncorp.co.jp/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

元 錫喜

mncorpinfo@gmail.com
048-421-7777
048-422-5220

韓国フリーズドライ
韓国定番スープを手軽に味わえます。

ダルゴナトッピング
SNSで話題の商品です。
牛乳、コーヒなどに溶かしながら召し
上がって下さい。

チーズホットドッグ
チーズたっぷりのホットドッグです。

株式会社M&N Corporationは、食品食材輸入流通及び加工食品の製
造販売を主要業務として、顧客の皆様に安心と安全を提供しており
ます。誠実さと信頼を基盤に、常に努力を惜しまず邁進しておりま
す。今後とも変わらぬご愛顧のほど、何卒宜しくお願い申し上げま
す。

埼玉県⼾田市笹目7-13-3

そ
の
他

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

古川 健一
埼玉県さいたま市中央区新都心11-2  LAタワー22階

furukawa_kenichi@asahico.co.jp
048-711-4462
048-711-4503

㈱アサヒコ
Asahico.,CoLtd

チーズハットグ
流行の韓国チーズハットグが電子レンジで温め
るだけで、自宅で楽しめます。外はサクサク中
はもっちり生地の中に、のび〜るモッツアレラ
チーズと、ソーセージ入り。

チーズボール
外はサクサク中はもっちり生地の中に、のび〜
るモッツアレラチーズ入り。甘じょっぱい味が
クセになる！電子レンジで温めるだけなので、
お酒のおつまみ、お子様のおやつにも最適！

アサヒコは、人と地球にやさしい食品で人気の韓国pulmuoneグループの
一員です。Pulmuone社の商品を日本へ直輸入・販売しています。チーズ
ハットグ、チーズボール等、流行のKFOODから、チヂミ、チャプチェ等、
伝統の韓国料理まで、幅広く販売しています。

Booth No,
A-15http://www.asahico.co.jp/

チヂミ
厚みがあって噛食べ応えがある韓国チヂミ。
⻘唐辛子のピリッとした辛さが美味しさを引き
立てます。電子レンジ対応トレー付き。
イカニラチヂミと、キムチチヂミの2種類。

そ
の
他



㈱ライフスタイルジャパン
LIFE STYLE JAPAN CO.,LTD. http://www.japansupport,co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

金 龍範

ybkim165@naver.com
03-5817-4064／Mobile 080-4371-3939
03-5817-4022

Booth No,
A-16

1. 韓国で初の液状チーズソースを適用し
たラーメンとして濃いチーズをラーメ
ンで楽しむことができる商品として、

チーズ本来の味と⾹りが生きている商
品です。

2. チェダーチーズとクリームを入れている
ので、⾹ばしいチーズの味と風味がよく
発現されているリアルチーズラーメンな
らではのノウハウが生きている濃い目の
チーズソースが入っています。

1. 極上の品質(最上級の原材料使用）
2. 韓国市場で2位のラーメン会社である

OTTOGI社だけのもちもちして腰がある
麺と深く⾹ばしいスープの味を出せるの
が特徴です。

３. カップ麺もマイルドと辛口味があり、
辛口味は、ほど良い辛さでさっぱりします。

４. 柔らかくて⾹ばしいし、やみつきの食
感で、おやつや食事の代用食としても

大人気がある商品です。

1. 極上の品質(最上級の原材料使用）
2. 袋とカップがあり、麺は、韓国料理の決

め手であるごま油⾹るコク旨春雨炒めで、
ご飯にのっけても食べます。

3. .麺がとてももちもちして腰があり美味
しく食べられます。

4. 韓国ならではの本場の味のチャプチェで
すので、老若男女に人気が高い商品です。

5. ⾹ばしい食感で、おやつや食事の代用食、
ダイエット食品としても大人気があります。

韓国の食文化を日本全域へ正しく伝えたい会社として、外国からの食品
及び健康食品などを輸入して卸しています。主に韓国食品の中でも最も
美味しくて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 
JIN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）等へ納品及び販売しております。

東京都台東区東上野1-14-11 安井ビル3階

そ
の
他

農業会社法人㈱ジャヨント
Agricultural Company CORP Jayeonteo http://www.gentlematto.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

パク インホ（Park Inho）
400, Seonghyeon-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, 
Korea 
jyt2017@naver.com
+82-31-966-0782
+82-31-966-0783

「カラーなつめ型ミニトマト」を韓国最初で開発、商品化するのに
成功。これに基づき、現在の農業会社法人(株)ジャヨントを設立し、
韓国国内農産物流通と輸出に注力してきました。韓国内における農
食品産業の跳躍と成⻑のために農村融複合産業（6次産業)という新
しいパラダイムを構築し、未来の農食品産業へのビジョンを提示し
ます。

虹のミニトマト
韓国人が作った一風変わった味のカ
ラートマト

スリモア
ドライフルーツチップとして消費し、
紅茶を入れる、サラダトッピング、料
理に使用できます

フードラブティー
新しいドライ方法で、果物を乾燥させ
て作りました。本来の果物の栄養価
100%を含んでおり、果物を食べるのと
同じ栄養価です。

Booth No,
B-05①

そ
の
他



ドンファフード
DONGHWA FOOD

Booth No,
B-05②http://donghwafood.co.kr

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ボムス（Kim Beomsoo）
16-11, Nonggongdanji 2-gil, Sokcho-si, Gangwon-do, Korea

ljy6622@naver.com
+82-33-635-6610
+82-33-635-5563

いいだこ炒め
辛すぎず、皆さんに好んで食していた
だける味です。
-18度以下の冷凍保管、フライパンで4
分間加熱後お召し上がりください

いかの塩辛
-18度以下の冷凍保管、加熱せずにお召
し上がりください

スケトウダラの刺⾝
-18度以下の冷凍保管、加熱せずにお召
し上がりください

ドンファフードは、韓国の健康な食卓を全世界に伝えるために、
利潤追求よりもお客様の健康と喜び、そして幸せを追求し、それ
によるやりがいをお客様にもっと良い料理、より良い味をお届け
するために努力しています。アメリカ、日本、中国の輸出市場を
足場に、広範囲な市場開拓のために多様な製品、新しいメニュー
の開発などに努力しています。

そ
の
他

㈱SUN'S SUN
SUN'S SUN CO.,LTD

Booth No,
B-05③

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

イ ヨンジ（Lee Youngji）
86-32, Cheongbaengni-ro 393beon-gil, Baeksa-myeon, 
Icheon-si, Gyeonggi-do, Korea
nanyjda@naver.com
+82-70-7572-7223
+82-31-631-7226

SUN'S SUN CO.,LTD.は８年という短い間に、台湾、⾹港などへ安定的
な市場を確保することができました。「ソウリョン」「ハオキュハ
オピ」など自社ブランド開発、製品広報など積極的なマーケティン
グとともに、顧客のニーズや嗜好を製品にフィードバックさせ、活
用しております。東京博覧会を通して、日本市場開拓に最善を尽く
します。

ブルダック味海苔
韓国伝統味付け海苔と新しいトレンドを調
和させた新製品
4g*12p*20/CTN

ゆず茶
高品質のゆずを原料とし、ゆず本来の味が
楽しめる製品
1kg*12/CTN

そ
の
他



セヨン食品
SEYEON FOODS

Booth No,
B-10①http://seyon.eag.co.kr/

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム テホン（Kim Taehun）
14, Techno jungang-daero 2-gil, Yuga-eup, Dalseong-gun, 
Daegu 2F, Korea
seyeon333@naver.com
+82-53-812-8003
+82-53-812-2223

現在250ヶ所以上のフランチャイズ加盟店と一般飲食店に食材を供
給している店用食材及び一般即席•加工食品専門製造企業です。 衛
生、味、栄養安全性の両方を望む厳しい国内消費者のニーズに応え
る食品製造のため、研究開発、製造工程の革新、特許取得など、継
続的な品質向上の努力をしており、⽶国、中国への輸出を通じて、
海外の消費者にも韓国の味を伝えております。

鱈わかめスープ
韓国では, ⺟親が子供を産んだ後の⺟親の迅速
な回復するためにわかめスープに牛肉や魚、ま
た小さいお餅を入れて一緒に食べます。日本で
は, ⽩いごまと卵とネギなどを一緒に入れて食
べると一層おいしく食べることができます。

トッポギ
辛トッポッキは100％⽶で作っており、⻑い
時間の研究開発を通じて、特許を受けた製品
であり、味は特別なソースとかまぼこが調和
した幻想な味を演出し、もう一度食べたくな
るでしょう。

冷凍チャプチェ
実は手間がかかる料理であるチャプチェ。し
かし、当社のチャプチェは、ほうれん草、に
んじん、マッシュルーム、玉ねぎなどを様々
な野菜を使用して、豊かな食感と新鮮でおい
しく、手軽に作れます。

そ
の
他

㈱オクラインターナショナル
OKRA INTERNATIONAL

Booth No,
B-10②http://www.okraint.com

企業情報
担当者名
所在地

E-mail
TEL
FAX

キム ミンジン（Kim Minjin）
171, Magokjungang-ro, Gangseo-gu, Seoul  1308, Korea

mjkim@korinus.com
+82-2-2658-2662
+82-2-2658-2663

2014年に設立された(株)オークラインターナショナルは、競争力の
ある製品をソーシング、開発、全世界各国への輸出を目標に成⻑し
ています。 インドネシア現地パートナー社との協業を皮切りに、
持続的に海外流通網を広げ、独自の商品であるトッポッキの開発に
成功し、インドネシアでの発売に成功しました。 急変していくグ
ローバル企業との無限競争の中でも、初心を守りながら努力します。

そ
の
他

オリジナルトッポギ
韓国人がよく食べるトッポギ
を家でも手軽に楽しめるおい
しく辛いトッポギです。

スパイシーチーズトッポギ
マイルドなチーズの幻想的な
バランスのトッポギです！

マイルドトッポギ
皆が好きなまろやかな味の
トッポギです！

トッポギソース
様々な材料と合う万能なトッ
ポギソースです。
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Memo



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
サイトのビジネスページへ

東京支社 ［名古屋より東の全地域］
kfood@atcenter.or.jp

大阪支社 ［名古屋以西の全地域］
kfood-osaka@atcenter.or.jp
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