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ボウン

恩なつめ農園 01Booth No.

俗離山麓の清らかな水、澄んだ空気、十分な日
照量、昼夜の大きな温度差など、恵まれた自然
環境の中でなつめを栽培しています。
弊社のなつめはビニールハウス施設でのエコ栽
培により病虫害が生じにくく、安心してお召し
上がりいただけます。

報恩なつめ農園は

担当者名 キム ホンボク

所在地
927, Biryongdonggwan-ro, Sokri-
san-myeon, Boeun-gun, Chungcheong-
buk-do, Republic Of Korea 

E-mail hongbok4548@hanmail.net

電話番号 +82-43-544-4548

ファックス +82-43-543-8787

http://www.boeun-jujube.co.kr

MEMO

ドライなつめ
東医宝鑑で詳しく効能が説明され、昔から薬としても使われて
きたなつめを乾燥させました。

なつめチップス
乾燥させたなつめから種を除き、薄くスライスした後さらに
乾燥させました。甘く、サクサクとした食感の無添加天然
なつめスナックは、お子様のおやつにもおすすめです。

報恩なつめエキス
種入りの報恩なつめを丸ごとすりつぶし、報恩の
澄んだ水と一緒に煮詰めたなつめエキスです。

※東医宝鑑：朝鮮時代の第一の医書として評価が高く、中国・日本を含めてアジアに広く
 流布した漢方医書でありユネスコが主催する世界記録遺産にも登録された古書。

※ソルギ餅：主にうるち米の粉を主原料に蒸して作られる餅で、
 韓国の定番餅の一つです。

（株） ライスクレイ 02Booth No.

米を使用した新概念素材「ライスドゥ」の製造・
販売及び教育コンテンツ開発に特化された企業
であり、特許 / 認証 / 国家 R&D 事業を通じて
優秀な技術力を保有しています。

事業内容
教育コンテンツ開発及び教育サービスの提供、
食品、玩具など教育関連製品の開発・生産

株式会社ライスクレイは

担当者名 ミン ジェウォン

所在地
409-ho, 25, Geonwon-daero 34beon-
gil, Guri-si, Gyeonggi-do, Republic Of 
Korea 

E-mail mall@riceclay.com

電話番号 +82-31-562-1286

ファックス +82-31-558-1286

http://www.riceclay.com

MEMO

ライスドゥ
うるち米と天然材料を使用して作ったねんどのように形を
作って食べることができる餅生地

そのまま米粉
水、砂糖、塩などの添加物がすでに配合されているため、
そのまま蒸すだけで簡単に  ソルギ餅ができる便利商品。

※

※
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（株） ダンミフード 03Booth No.

ダンミフードは、韓国で唯一のカラーチーズブ
ランドで、老若男女問わず食べやすく健康的な
料理を作るために努力しています。
私たちは、チャレンジ精神、人類社会貢献、顧客
価値最優先という経営理念のもと、徹底した衛
生管理と厳選した材料によって、より新鮮で
安全な製品を提供しています。

美味しい夢を伝えるダンミフード

担当者名 ジョン サンフン

所在地 251, Maeho-ro, Hojeo-myeon, Wonju-si, 
Gangwon-do, Republic Of Korea

E-mail danmeefood@naver.com

電話番号 +82-33-748-7373

ファックス +82-33-748-7374

http://www.danmeefood.kr

MEMO

レインボーキューブミックス
韓国初のフローズンキューブチーズに、クリームチーズを
59% 以上含有しており、フルーツ濃縮液を添加することでチー
ズの風味が苦手な方にも食べやすいチーズです。凍らせて食べ
るとまるでアイス、常温ではスプレッド状のチーズなので、ク
ラッカーやパンに塗ってお召し上がりいただけます。

カルシウムすくすくレインボーキューブミックス
レインボーキューブミックスで、さらにカルシウムを添加した
高カルシウム製品です。（カルシウム含有量約 391mg）

（株） ヨンプン 04Booth No.

（株）ヨンプンは消費者の好みに合う製品を提供
するため、難しくてもこだわりの新鮮な材料を活
かし、真心を込めてコク深い味わいを守る企業
です。より多くの製品を売ることよりも体に良
い製品を作り提供するというお客様への約束に
こだわっています。人生には生きがいと楽しさ
を感じられる様々な幸せがありますが、「食生活
はそのすべての基礎である」という考えのもと、
ヨンプン社員は 20年間汗を流して参りました。

お客様の健康を第一に考えます

担当者名 クォン セロム

所在地 64, Seongseogongdanbuk-ro, Dalseo-
gu, Daegu, 42712, Republic Of Korea

E-mail trade@ypfoods.co.kr

電話番号 +82-53-593-4788

ファックス +82-53-593-4789

http://www.ypfoods.co.kr

MEMO

チヂミ 3種（海鮮チヂミ、キムチチヂミ、野菜チヂミ）
フライパン又は電子レンジで温めるだけで簡単に食べられる加工
食品です。新鮮な野菜を主原料に作り、簡単に調理して韓国本場の
味を楽しめる製品です。居酒屋や焼肉店にピッタリです。

トッポギ（ヨッポギ）
電子レンジで温めて手軽に食べられるカップタイプで、モチモチした
餅と 5種類の個性あるソースがよく調和した常温流通製品です。

ホットク
澱粉と小麦粉を練った生地にはちみつ、砂糖、ピーナッツを入れて焼い
た甘いおやつで、電子レンジで温めて簡単に楽しめる製品です。
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トマトアトリエ 07Booth No.

京畿道光州でトマト農場を運営し、直接栽培し
たトマトを加工したトマトコチュジャン、トマ
ト醤油、トマト酢など、トマトを活用した様々
な発酵食品を作っています。

会社情報

担当者名 キム インソン

所在地 1F-A102,330-2 Junggang-ro,Gwangju-si,
Gyeong gi-do, Republic Of Korea

E-mail director@tomatoatelier.com

電話番号 +82-31-8028-0915

http://tomatoatelier.com

MEMO

トマトコチュジャン
3年発酵させたトマトエキスを使ったトマトコチュジャン。
料理に辛さを足したい時に甘酸っぱさとトマトの酸味が調和
したコチュジャンをどうぞ。

トマト醤油
トマト、野菜、海鮮乾物などの風味が調和した
低塩醤油です。甘みと旨みがあり、ビビン料理、
スープ料理など多様な使い方ができ、韓国の深
い味わいを伝えます。

トマト酢
トマト果肉、原糖、プロバイオティクス、米酵母で発酵させ、
深い風味があります。

農業会社法人太
テ ベ ク

白農業 （株） 06Booth No.

2015年 7月に設立された農業会社法人太白農
業株式会社は、農業経営を通して生産性を向上、
太白の優れた農特産物を発掘し、農家の付加価
値を高めるため尽力に努めています。太白の
ローカルフード販売市場拡大と安定した流通網
構築を目指して努力する弊社は、江原道太白を
代表する農業会社です。

会社情報

担当者名 ナム ソンシク

所在地 56, Sangjangnam-gil, Taebaek-si, 
Gangwon-do, Republic Of Korea

E-mail kan23500@naver.com

電話番号 +82-33-553-0045

ファックス +82-50-4188-1117

http://www.taebaekmall.com

MEMO

冷圧搾生えごま油、松の実
低温圧搾ごま油と冷圧搾生えごま油は良質の丸ごまだけを厳選
して作る商品で、フランス、ニューヨークの高級ホテルまた百貨
店に輸出しているヘルシー食材です。本品は美食家の本場フラン
スに輸出する商品と同じものとなります。

ソルヒャンチェ
江原道太白の自然豊かな高原地帯の土と風が育てたナムルです。

低温圧搾ごま油、えごま油
ごま油はフランスに輸出しているものと同一です。低温圧搾えごま油は、えごまを高温で炒めないことで発がん
性物質ベンゾピレンを抑え、味と香りが豊かに広がる天然植物性オメガ 3 の宝庫です。

※

※太白：韓国北東部の清浄地域、江原道を流れる洛東江の水源地。

※

※ビビン料理：丼や専用容器にご飯または麺とナムルや肉、卵等の
 　具を入れ、よくかき混ぜて食べる韓国料理
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農業会社法人バロダム 08Booth No.

韓国産の材料のみを厳選して自然の健康さと新
鮮さをそのまま入れました。
バロダムの油は加圧式の搾油ではなくスク
リュー式で、ゴマの栄養素の破壊を最小化して
低温で搾油するコールドプレスシステムです。

バロダムは

担当者名 イ ジョンイル

所在地 115 Sesil-ro, Haeundae-gu, Busan, 
Republic Of Korea 

E-mail barodam01@gmail.com

電話番号 +82-51-517-2744

ファックス +82-51-702-2744

http://www.barodam.com

MEMO

バロダム生えごま油
エゴマを炒めずに低温で搾油した、色が明るくオメガ 3 が豊富。

バロダムごま油
ゴマを低温で炒めて冷圧搾したバロダムごま油

バロダムえごま油
エゴマを低温で軽く炒めて冷圧搾した香ばしい
風味のバロダムえごま油

(株) 天然食品 09Booth No.

（株）天然食品は1976年の創業以来、優れた品
質の酢のために40年間研究開発したノウハウ
によって成長した企業です。
優良品質の酢を作るため、消費者の健康を第一
に考える製品だけを生産しています。

会社情報

担当者名 イム ジェソン

所在地
112-7, Guditi-gil, Sinnyeong-myeon, 
Yeongcheon-si, Gyeongsangbuk-do, 
Republic of Korea

E-mail cyfood@naver.com

電話番号 +82-54-338-1145

ファックス +82-54-338-1148

http://www.cyvinegar.com

MEMO

玄米酢
35年の歴史がある韓国の玄米酢。（原料）玄米 8%、酒精

ワイン酢
伝統的な方法で 3年間熟成させた香味豊かな酢。

（原料）ブドウ 90%、ブドウ濃縮果汁 10%

大麦酢
伝統的な方法で熟成させた香味豊かな酢。

（原料）大麦 21.34%、玄米 6.7%



06

調
味
料

（株） トゥルナス 11Booth No.

すべての食品を可能な限り自然そのままの状態
で消費者に提供し、お客様の健康増進に寄与す
ることを企業のモットーとして最善を尽くしま
す。 急速凍結真空乾燥は、-40度で急速冷凍
し、真空状態で氷の粒を抽出する乾燥技法で、
味、栄養、香りを最大限に生かす乾燥技法の中
でもっとも優れた技術です。

会社情報

担当者名 カン ミンギュ

所在地 32, Chungjusandan 6-ro, Chungju-si, 
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

E-mail jamie@trunas.co.kr

電話番号 +82-43-845-0153

ファックス +82-43-854-9190

http://trunas.co.kr

MEMO

ジャヨンハンアル
新鮮な 16種類の農水産物を一粒に込めました。加熱せずに冷
凍乾燥させる方法で水分だけを除き、風味と栄養はそのままで
身体に良い天然調味料です。スープ、鍋、チゲ、煮込み料理など、
水と一緒に火にかけるだけですっきりとした海鮮スープが出来
上がります。 

コメガ 10Booth No.

弊社は 3代に渡り生油を絞ってきた家族経営の
農食品輸出企業です。弊社は、生えごま油の国
内初生産（2001年）、製造特許登録をし、代表
は、農村振興庁現場名誉研究官として活動しな
がらえごま広報に注力しています。弊社運営の
えごま畑には海外からも視察や観光に訪れる方
が多く、地域の海外観光客の誘致にも力を入れ
ています。

会社情報

担当者名 ジョン ドンソン

所在地
10-22, Ijinmal-gil, Saenggeuk-my-
eon, Eumseong-gun, Chungcheong-
buk-do, Republic of Korea 

E-mail komegads@gmail.com

電話番号 +82-43-882-6336

ファックス +82-43-882-9339

http://www.komega3.com

MEMO

えごま油の使い方
1日にスプーン 1杯をそのまま摂取したり、
サラダ、パスタ、和え物、スープ等の料理の仕上げにかけて
使用してください。

植物性オメガ 3 を 60% 以上含むえごま油です。
本品は、搾油に特化したエゴマ種子を利用し、酸化防止剤や
添加物不使用、人体に有害な物質を含まないえごま油です。
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（株） WOOMTREE 12Booth No.

当社は 1978年に設立された食品専門製造企業
で、最高の原料を使用して最高品質の製品を生
産しています。プレミックス類、味噌類、ソー
ス類、香辛料などがあり、50余店の韓国代理店
及びスーパーマーケット、農協流通などに当社
NB 及び流通企業 PB 商品を供給しています。
韓国での代表的な供給品目は、酢コチュジャン、
わさび、醤油などです。また世界 47 ヶ国に輸
出をしており、海外市場での代表品目には天ぷ
ら粉、わさび、パン粉、ソース類などがあります。

会社情報

担当者名 チョ ジェミン

所在地
163-4,Donae-Dong,Deokyang-Ku,Koy-
ang-Si,Kyungki-Do, Korea 1206, 
Republic Of Korea

E-mail woomtree1978@naver.com

電話番号 +82-31-972-5137

ファックス +82-31-972-0904

http://partner.woomtree.co.kr

MEMO

ヘプサルコチュジャン
韓国産の新米と天日干し唐辛子を使用し、GMO 無添加、伝統
方式で長期熟成させて作ったプレミアムコチュジャンです。

肉類に生わさび
他のソースや味付けがいらない肉料理専用のわさび製品です。
牛肉、豚肉、羊肉、鶏肉、鴨肉などに添えてお召し上がりください。

チヂミ粉
チヂミ料理に適した中力粉に調味料を配合し、手軽に各種チヂミ
料理をお楽しみいただけます。

調
味
料

（株） ウォンイル食品 13Booth No.

担当者名 クォン ミンウ

所在地
Wonil Bldg. 4F, Nambusunhwanro 
378 gil 28, Gangnam gu, Seoul, 
Republic of Korea

E-mail mwkwon@wonilfood.com

電話番号 +82-2-577-0274

ファックス +82-2-577-0277

http://www.wonilfood.com

MEMO

ウォンイル食品は、1988年の創立以来、誠実
で正直な企業活動によりラーメン、原料、素材、
ソース類及び複合調味食品、粉末、シーズニン
グ、飲料を納品してきた外食専門企業で、絶え
間ない味と品質の開発を通じて新たな食文化創
造に注力しています。

Designing your tasty life! 

キムチレボリューション
韓国伝統食品であるキムチを簡単に作れる
キムチミックスと、キムチを活用したソース 2種です。

ハーティースプーン マヨネーズ
高温高圧技術で素材の風味を生かしたマヨネーズです。

The OIL（3g）
素材の風味をそのまま抽出したオイルです。酸化防止のため
3g ずつ個包装しています。

即席スープ 6種
良質な材料と 30年のノウハウで作った
レトルトスープシリーズです。
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営農組合法人 農夫の夢 15Booth No.

厳格な管理による新鮮な糖調唐辛子の生産・流
通とともに、衛生的な設備を活用した加工製品
の生産及び流通を行っています。
糖調唐辛子はマイルドな辛さで食べやすく、血
糖管理またダイエットに優れた効果があるとし
て 2018年10月に日本消費者庁より機能性表
示食品認証を受けました。

会社情報

担当者名 ハン ビョンジョ

所在地
1197-9, Sanoe-ro, Gui-myeon, 
Wanju-gun, Jeollabuk-do, Republic 
Of Korea

E-mail nongbu2017@naver.com

電話番号 +82-63-291-5858

ファックス +82-63-221-0858

https://toucho-jp.com

MEMO

糖調唐辛子
辛さが控えめで食べやすく、血糖値の安定や肥満予防に効果的
です。2018年 10月日本消費者庁に血糖値の上昇を抑える機
能を認められ、機能性表示食品認証を受けました。

（機能性表示食品出願番号：D-123）

糖調唐辛子茶
糖調唐辛子から作ったお茶で、手軽に飲むことができ、日常的
に水の代わりとしてお召し上がりいただけます。

糖調唐辛子液状茶
糖調唐辛子から抽出したエキスです。血糖管理
やダイエットに優れた効果があります。

農業会社法人サニーヴィレ （株） 14Booth No.

農業会社法人サニーヴィレ株式会社は

担当者名 ソン ヨンチョル

所在地
232, Ime-gil, Yangchon-myeon, Non-
san-si, Chungcheongnam-do, Republic 
Of Korea

E-mail syc.6789@daum.net

電話番号 +82-41-741-3377

ファックス +82-41-741-3032

http://sunnyville.kr

MEMO

冷凍イチゴ
本商品は、肥沃な土壌と澄んだ水、豊かな日照条件で育った、
味、香り、糖度などが大変優れた冷凍イチゴです。

1996年 1月 25日に設立されたヤンチョン営
農組合法人の名称及び組織を株式会社に変更し
た企業で、イチゴ、ブドウ等の農産物また栗を
はじめとする林産物を 100% 韓国産にこだわ
り、加工、貯蔵及び流通の促進に尽力していま
す。お客様の期待と声援に応えるべく高品質製
品の生産・開発及び最高のサービス提供のため
に絶え間なく努力し、お客様と共に幸せな未来
を創造して参ります。

粒選り栗
大きな温度差により絶品のおいしさで、硬度が高く、
長期間の保存に適しています。
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グッドモーニングコリア （株） 16Booth No.

グッドモーニングコリアは 2009年に創業し、
直営のブルーベリー農場からスタートしまし
た。弊社は現在、日本向けにキウイ、キャベツ、
白菜、カボチャなどを輸出しています。
また、ベトナム支社を通してハニーバターアー
モンド、サムゲタンなど、スナック類の輸出の
ほか、その他の国にもきのこなどを輸出してい
ます。

会社情報

担当者名 シン ヒョンジュ

所在地 604, Cheonho-daero, Gwangjin-gu, 
Seoul 302F, Republic Of Korea

E-mail shinhj_0803@naver.com

電話番号 +82-2-525-5366

ファックス +82-2-525-5377

https://www.gmkfresh.com

MEMO

キウイ・キャベツ・白菜・カボチャ・カット野菜
日本向けにはキウイ、キャベツ（短期・年中契約可）、白菜（短期・
年中契約可）、カボチャ（短期・年中契約可）などを輸出してい
ます。

(株) 漢
ハン

盛
ソン

食品 17Booth No.

国認定の名匠・名人が身体の事だけを考え安 
心・安全な韓国産材料 100% を使用し、無添 
加で作り出したキムチです。無添加であること
からキムチ本来の自然発酵乳酸菌が豊富で酸味
が出ても美味しくお召し上がりいただけます。

漢盛キムチは ?

担当者名 ユン グァンべ

所在地
9-10, Ojeong-ro 134Beon-gil, 
Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, 
Republic Of Korea

E-mail kbyoon2@hanmail.net

電話番号 +82-32-684-5500

ファックス +82-32-684-5234

http://www.hskimchi.co.kr

MEMO

多様で幅広い漢盛キムチシリーズ
伝統方式で作る自家製塩辛ともち米糊を使用した白キムチ、ポ
ギキムチ、チョンガクキムチ、マッキムチ、カッキムチや、発酵
が進むほど味わい深い酸味と旨味が増す伝統キムチとロール
ポッサムキムチ、エゴマの葉キャベツキムチ、ワカメキムチの
ほか、世界中あらゆる人々の健康を考えたウェルビーイング特
許キムチなど、目で楽しみ舌で味わえる多様なキムチ商品を取
り揃えています。
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農業会社法人イジョン （株） 18Booth No.

弊社は 26年の歴史があり、材料から出荷まで
安心・信頼してお召し上がりいただけるよう認証
を取得しています。また常に衛生的で清潔な製造
環境を徹底維持し、厳選された材料を用いておい
しさと栄養を最優先した製品だけを生産すること
で、韓国トンチミの名匠として認められました。

会社情報

担当者名 ジョン ヨンウ

所在地
1st floor. 374-1, Bupyeongbuk-ro, 
Bupyeong-gu, Incheon, Republic Of 
Korea 

E-mail yeonwooj21@lj-kfood.com

電話番号 +82-32-523-0023

ファックス +82-32-505-0302

http://www.lj-kfood.com

MEMO

レンコントンチミ（450g）
弊社は、健康管理や若さ維持に役立つトンチミを生産しており
ます。トンチミに使用する大根はビタミンを豊富に含んでいる
ため、お酒を飲んだ翌日におすすめです。
身体に良い蓮の葉とレンコンを使用し、さっぱりとしながら深
い味わい！栄養豊富で風味も絶品です。

ヨルム水キムチ（450g）
厳選した韓国産ヨルム（若大根）と新鮮な材料
で作る本品は、甘酸っぱくさっぱりとしたおい
しさが絶品です。

※

※トンチミ：メインは大根よりも漬け汁です。さっぱりとした味わいで、
 特に冷麺スープのもととして欠かせないものです。
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義
ウィソン

城農産営農組合法人 20Booth No.

韓国慶尚北道義城郡飛鳳村に位置する義城農産
は、義城地域の農産物だけを原材料として使用
し、HACCPの厳しい品質管理基準を適用した
優秀な製品を提供しています。1998年の起業
以来、初心を忘れずに長年のノウハウや優れた
品質でお客様の信頼に応え続けます。

会社情報

担当者名 イ ハンナ

所在地
376, Bibong-gil, Uiseong-eup, 
Uiseong-gun, Gyeongsangbuk-do, 
Republic of Korea

E-mail esmn2006@naver.com

電話番号 +82-54-832-2829

ファックス +82-54-832-7020

http://esmn.co.kr

MEMO

焼きニンニク丸
ニンニク 80%、黒豆 20% を低温で 3日間焼き、栄養成分と
おいしさを生かしました。

黒ニンニク津液
義城黒ニンニクを惜しみなく使った濃厚な
味わいのエキスです。

濃厚一口ニンニク
濃縮した黒ニンニクをひとくちで飲みやすいようスティック
パックに詰めました。

（株） へプラント 21Booth No.

清らかで新鮮な発芽高麗人参が活力を与える日
常を計画また実現しています。
純粋で健康な毎日を共にできる場所をつくりた
いと考えています。

会社情報

担当者名 パク ギョンイム

所在地
375-2, Seokcheon-ri, Baegam-my-
eon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeong-
gi-do, Republic of Korea 

E-mail ppoloryjp@gmail.com

電話番号 +82-31-335-2210

ファックス +82-31-935-0265

http://www.haess.co.kr

MEMO

発芽高麗人参
短い茎が特徴で、微生物と有機農ミネラルに
よって栽培する高麗人参の新芽（3年物）です。
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（株） ウポライステック 23Booth No.

弊社は玄米食品加工生産業者です。HACCP認
証施設で衛生的に生産しており、主要製品は、
患者向け食品、発芽玄米菓子、発芽玄米シリア
ル、炒り黒豆、低糖質スナック（クッキー）など
です。

会社情報

担当者名 チェ ドンホン

所在地
588, Upo 1-daero, Yueo-myeon, 
Changnyeong-gun, Gyeong-
sangnam-do, Republic of Korea

E-mail cdh7000@naver.com

電話番号 +82-55-532-7068

ファックス +82-55-532-1206

http://www.uporice.com

MEMO

ビューティー玄米シリアル
オニオンエキスを利用した発芽玄米シリアルで、オイル、砂糖、
塩などの添加物は使用していません。

ハニーひとくちカンジョン（米菓子）
ビューティー玄米シリアルを使用して作った米菓子です。

ビューティー黒豆
炒り黒豆の香ばしさとリンゴの甘酸っぱさのバラ
ンスが良い逸品です。スナック菓子よりヘルシー
でやわらかな豆を手軽にお楽しみいただけます。

ナッシュ99（患者向け食品）
純粋な農産物を利用し、糖尿病患者の健康増進を助ける患者
向け食品です。

綿
グムサン

山高麗人参共同組合 22Booth No.

韓国忠清南道綿山群で高麗人参に関わる農家、
製造、卸小売業に携わる企業で組織され、高麗
人参栽培、加工、流通までワンストップシステ
ムを構築し、消費者評価団との品評会を通して
韓国最高の高麗人参製品を作っています。
また綿山国際高麗人参薬草研究所との技術提携
及び研究開発を通して品質の安全性を確保し、
経済力のある製品を開発することで国内外の
様々な認証を獲得、また政府機関から各種表彰
状を授与されました。

綿山高麗人参共同組合は

担当者名 ジョン ウォンシク

所在地
1F 103-4, Geumsancheon 1-gil, 
Geumsan-eup, Geumsan-gun, Chungc-
heongnam-do, Republic of Korea

E-mail gincoop@naver.com

電話番号 +82-70-5033-2362

ファックス +82-50-5300-2363

http://www.gincoop.com/jpn/

MEMO

金紅綿山紅参精スティック
6年根紅参を原料とする紅参精スティックで、現代人の健康
補助食品として手軽にお召し上がりいただけます。

金紅6年根濃縮液
紅参の良い成分を濃縮した製品で、少量でもジンセノサイド
成分を十分に摂取できます。

エネルギーホンサムゴンマイルド
お子様向けの健康補助食品です。無添加で子供たちが好んで
食べられるようレシピを開発しました。
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（株） デザイン農夫 24Booth No.

韓国産農産物の小包装、加工化を通じて国内有
数企業及び消費者と直接取引することにより、
農業の付加価値を高め、韓国産農産物消費の先
頭に立つ企業です。主な項目は、穀物小包装、
雑穀ギフトセット、穀物を活用したミスト粉、
協約農場製品、企業オーダーメイド商品などで、
さまざまな製品を、生産、流通、販売に至るまで
ワン  ストップで進行、全羅北道のスター小商工
人に選定された企業です。

会社情報

担当者名 キム ヒョンジュン

所在地
1-130, Dogang-gil, Deokjin-gu, 
Jeonju-si, Jeollabuk-do, Republic of 
Korea

E-mail nongboo66@gmail.com

電話番号 +82-63-542-5328

ファックス +82-63-542-5322

http://www.designnongboo.com

MEMO

黒豆ミスッカル
麦（韓国産）35%、玄米もち米（韓国産）20%、玄米（韓国産）
20%、黒豆（韓国産）10%、黒米（韓国産）7%、大豆、
キビ、黒胡麻（添加物不使用）
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MR.JEON'S BREWERY 25Booth No.

Mr.JEON's brewery は、京畿道抱川で米と麹
を使って韓国伝統酒を醸す醸造所です。
人工甘味料を加えず手作りで濁酒、薬味酒、蒸
留酒等を生産しており、ここで生産した山井湖
水洞庭春マッコリは 2018年大韓民国ウリスル
品評会で大賞を受賞、梨花蓮酒は優秀賞を受賞
しました。また、3種類の蒸留酒をブルガリア
に輸出しています。

会社情報

担当者名 ジョン ギボ

所在地
28, Sanjeonghosu-ro 322beon-
gil, Yeongbuk-myeon, Pocheon-si, 
Gyeonggi-do, Republic Of Korea

E-mail happykb@empal.com

電話番号 +82-31-532-9708

ファックス +82-31-534-9708

https://www.sooldoga.com

MEMO

Mr Jeon’s （40度 / 61度）
"Mr Jeon’s" は、米と麹を醸した韓国伝統酒を二度蒸留し、
40度は夜関門（メドハギ）、61度は紫草を浸出させた
蒸留酒です。

山井湖水洞庭春マッコリ
酒好きなら一生に一度は味わうべき朝鮮三大銘酒。飲んだ瞬間
に深い甘みが全身に広がり、最高級貴腐ワインのシャトーディ
ケムにも例えられるお酒です。
2018年大韓民国ウリスル品評会濁酒大賞受賞。

CAFFE BENE CO.,LTD 26Booth No.

弊社は 2008年に韓国で1号店をオープン後、複
合カルチャースペースというユニークなカフェ文
化を創り、韓国カフェフランチャイズ業界最大規
模の焙煎工場を運営しています。各種食品安全性
認証を多数取得して信頼できる製品を提案致しま
す。

パウチコーヒー
ほのかに甘いコーヒーをいつでもどこでも
楽しめるパウチタイプの液状コーヒーです。

会社情報

担当者名 チェ ソンミ

所在地
Sol Building 8F, 25, Sangwon 1-gil, 
Seongdong-gu, Seoul, Republic Of 
Korea

E-mail sun.choi@caffebene.co.kr

電話番号 +82-2-3438-6826

ファックス +82-2-3438-6847

http://www.caffebene.co.kr

MEMO

コーヒー
弊社のノウハウを持つ施設とコーヒー鑑定士がブレンディン
グ、焙煎、QC までの全過程を管理し、風味を生かしています。

モカゴールド
アラビカ豆を使用し、味と香りをさらに引き出しました。

ゆず茶
豊かな風味の韓国産ゆず入りで、さわやかな香りと甘いゆず茶
をいつでもどこでもお楽しみいただける製品です。
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（株） 茶情（ダジョン） 27Booth No.

1980年に設立されたダジョンはお客様に対す
る愛情をもとに優秀な品質の食品を製造、流通、
輸出する企業であります。
ダジョンの製品は大手食材店をはじめ、米国、
カナダ、中国、日本、台湾、香港など約 30ヵ国
に輸出され、海外からもご好評をいただいてい
ます。

黒砂糖生姜茶
黒砂糖を使用した生姜茶で、一般的な生姜茶と
比べ風味が深いのが特徴です。

会社情報

担当者名 シン スヨン

所在地
28, Yeongil-ro 97, Beon-gil, Yeo-
ngjung-myeon, Pocheon-si, Gyeonggi-do, 
Republic Of Korea

E-mail trade@damizle.com

電話番号 +82-2-6395-6657

ファックス +82-2-6395-6661

http://www.damizle.com

MEMO

クリスピーロール
7種類の無農薬穀物を使用したお子様向け穀物菓子です。

柚子茶
韓国産ゆずを使用し、他社製品よりゆず含有量が多いのが特徴。

カラマンシー
100％無添加のカラマンシー原液で、衛生的に保管することが
できます。20g入りはより簡単にお召し上がりいただけます。

（株） バイオレスベ 28Booth No.

弊社は健康食品専門企業で、様々な製品を製造、
販売しており、その中で特に発芽ピーナッツを
原料とした様々な製品を製造販売しています。
発芽ピーナッツはピーナッツ種子を施設内暗室
で水栽培により発芽させて収穫した新概念野菜
です。

会社情報

担当者名 アン ソンチャン

所在地
173, Maekguk-gil, Sinbuk-eup, Chun-
cheon-si, Gangwon-do, Republic Of 
Korea

E-mail asc@bioresver.com

電話番号 +82-33-252-1112

ファックス +82-33-241-2279

http://bioresver.com

MEMO

発芽ピーナッツとは？
ピーナッツには元々微量のレスベラトロール（Resveratrol）
成分が含まれていますが、それは発芽成長過程で大幅に増加し
ます。その他にも 16種のアミノ酸と 9種の脂肪酸、イソフラ
ボン等を多く含んでいます。

レスベラトロール
レスベラトロールは植物の抗酸化物質であるポ
リフェノール系代表物質として、葡萄、ピーナッ
ツ、桑の実等に含まれています。

発芽ピーナッツ茶
発芽させたピーナッツを蒸して乾燥し、焙煎加工した浸出茶製
品です。ピーナッツに含まれる微量のレスベラトロール（強力
な抗酸化作用を持つ次世代延命物質）が大幅に増加し、さらに
多量のポリフェノールと各種アミノ酸を配合した健康茶です。
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セジュンフード 29Booth No.

韓国伝統の飲み物シッケを京畿道産米と韓国産
麦芽を使用して 20年以上製造しております。
原材料から厳選して作るシッケは昔ながらの味
わいです。伝統方式で製造する実力が認められ、
韓国伝統名人協会からシッケ名人として認証を
受けました。

会社情報

担当者名 ジョン ウンジュ

所在地
63,Gamaeul-gil,Gonjiam-eup,
 Gwangju-si,Gyeoggi-do, 
Republic of Korea

E-mail webmaster@sejunfood.co.kr

電話番号 +82-31-761-4564

ファックス +82-31-761-4566

http://www.sejunfood.co.kr

MEMO

有機農米粒のない澄んだシッケ (125㎖)
米粒が入っていないので、すっきりと
飲みやすいシッケです。携帯しやすく、
お子様のおやつにおすすめします。

12穀生姜シッケ (1.2ℓ) 12穀カボチャシッケ (1.2ℓ)
シッケに生姜とカボチャを加え、健康を考えた製品。

高麗人参シッケセット（1.2ℓ×2本入り）
健康を考え、シッケと高麗人参をマッチ
させました。

（株） ブニエルワールド 30Booth No.

2002年に R&D 企業として出発し、初めてワ
サビアから抽出した抗菌性物質の特許を取得、
様々な製品を生産する国内唯一の会社です。韓
国の清浄地域で栽培されたワサビを主原料とし
て使用しています。
環境は化学物質で徐々に汚染され、生態系が崩
れ、人々の健康が脅かされています。弊社はお
客様に良質の製品及びワサビについての様々な
情報を提供し、当社製品を信頼していただける
よう最善を尽くします。

株式会社ブニエルワールドは

担当者名 キム クォンシク

所在地
249-1, Jangseong-dong, 
Taebaek-si, Gangwon-do, 
Republic Of Korea

E-mail wasabia2@naver.com

電話番号 +82-33-553-6878

ファックス +82-31-903-6879

http://www.wasabia.co.kr

MEMO

ワサビアとは
ワサビアは有害な細菌に対する
強力な殺菌力と殺虫能力を持ち、
食用として FDA に認められた利点が多くあり、密閉容器をは
じめとする生活用品、化粧品、食品などすべての製品に適用で
きます。
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製品容量：1L
賞味期限：24ヶ月 （冷凍品 / 解凍後、冷蔵にて使用）

エコロード （株） 31Booth No.

エコ有機農加工製品をはじめとする高品質製品
の韓国オンライン・オフライン流通及び海外輸
出事業を行なっております。私たちは高品質で
多様なエコ食品を生産また流通させておりま
す。私たちは、グローバルソーシングを通して
品質が高く競争力のある製品の輸出入貿易を展
開する企業です。

会社情報

担当者名 ヤン ヒジョン

所在地
2 F, 731, Gyeongchung-daero, Gon-
jiam-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do, 
Republic Of Korea

E-mail ecoro11@naver.com

電話番号 +82-31-764-8934

ファックス +82-2-6008-4564

MEMO

ボムサン牧場有機農ソフトクリーム
自然豊かな韓国の江原道にあるボムサン牧場の有機農ソフトク
リームミックスは、国際有機農認証（IFOAM）及びハラールフー
ド認証を受けています。本品は乳化剤等の化学添加物不使用で
すので、より安全で信頼できる製品です。粉乳の代わりに濃縮
牛乳を使用し、すっきりと雑味のないおいしさです。
現在、韓国の病院、カフェ、路面店等への販売のほか、香港へ輸
出しています。 「Bumsan organic milk bar」として、米国ロ
サンゼルスにも進出致しました。

(株) OKF 32Booth No.

OKF は世界 160 カ国に約 750種類の製品を
供給しているグローバル飲料ブランドです。世
界最大規模の飲料製造設備（12 ライン）と
R&D（開発研究所）を保有しており、世界的
な大型流通企業に自社ブランド飲料を含む各種
PB 製品を生産、供給しています。

会社情報

担当者名 イ ジョンヒ

所在地
OKF Bldg., 54, Hakdong-ro 21-gil, 
Gangnam-Gu, Seoul, Republic Of 
Korea

E-mail export3@okf.kr 

電話番号 +82-2-491-1877

ファックス +82-2-491-1811

http://www.okf.kr

MEMO

アロエベラキング
世界 160 カ国で販売されており、アロエ飲料の分野において
グローバルマーケットシェア率 70% 以上を占めているアロエ
飲料です。モンドセレクション金賞、ITQI など様々な賞を受賞
したプレミアム健康飲料です。

スイカ with アロエ
スイカの味を最大限再現した飲料として、アメリカやヨーロッ
パ各地において好評をいただいております。天然アロエジェル
が入っており噛みごたえと清涼感があります。

スムージーシリーズ
ミックスフルーツ入りのヨーグルト飲料です。
最高においしく、世界各地で販売されている
ベストセラー商品です。
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廣
グァンドン

東製薬 （株） 33Booth No.

食品と医薬品を取り扱っており、製薬会社とし
ては第３位に位置しております。飲料メーカー
としてもコカ・コーラやロッテと並ぶ飲料メー
カーとして流通しております。製薬会社の強み
を生かしながら、体に良い健康機能性飲料の生
産、開発に取り組んでおります。 

会社情報

担当者名 シム ギュヒョン

所在地
Kasan B/D. 1577-4, Seocho-Dong, 
Seocho-Gu, Seoul, Republic Of 
Korea 

E-mail hufsjp@empal.com

電話番号 +82- ２-6006-7105

ファックス +82-2-6006-7268

http://www.ekdp.com

MEMO

ビタミン C 500mg（100㎖・1瓶基準）
レモン 7個分、りんご 35個分、オレンジ9個分に相当 - ノンカ
フェイン、着色料・防腐剤不使用、ヒアルロン酸配合［肌美容］、
ビタミン B2配合

とうもろこしひげ茶（340㎖）
韓国茶飲料の代表ブランドで、市場シェア第 1位の人気商品で
す。誰もが好きなほんのりとした甘さと香ばしさ、すっきりし
た味と健やかな 0Kcal で負担のないヘルシー飲料です。

済州みかんジュース（1ℓ）
韓国済州島産の蜜柑で作り上げたみかんジュースです。

ケンポナシ茶（340㎖）
肝臓に良いと言われるケンポナシを日常生活に
おいて水の代わりに手軽に楽しめるドリンクです。

HK F&B 34Booth No.

弊社は韓国のホテル、レストラン、カフェ市場
において先導的なドリンク及びデザート供給社
です。超高圧殺菌（HPP）と凍結濃縮（FC）
技術を活用して最上級の製品を生産しており、
数々のグローバルブランドが弊社製品を使用し
ています。

会社情報

担当者名 チェ ヒョチャン

所在地
116-23, Hitechsandan-ro, sam-
seong-myeon, Eumseong-gun, 
Chungbuk, Republic Of Korea

E-mail chang@hyungkuk.com

電話番号 +82-43-882-5666

ファックス +82-70-8661-7582

http://www.hyungkuk.com

MEMO

冷蔵濃縮果物飲料ベース（1kg）
ゆず、 五味子、グレープフルーツ、レモン、ブルーレモン、ライム

常温粉末飲料ベース（1kg）
よもぎ、チョコ、緑茶
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農業会社法人ダビチ農産 （株） 35Booth No.

弊社は韓国産王棗（果肉が白いナツメ）を生産、
流通、加工する農業会社法人です。王棗は山林
省に登録された糖度が高い品種で、フレッシュ
やドライフルーツとしてだけでなく、スナック
やドリンクにも加工して販売しています。弊社
の全製品は無添加、国産果実を加工しているの
でご安心ください。

会社情報

担当者名 カン チャンウ

所在地
52-28, Tapgiam-gil, Ochang-eup, 
Cheongwon-gu, Cheongju-si,
Republic Of Korea

E-mail dalgooya@naver.com

電話番号 +82-70-5088-1300

ファックス +82-50-4393-8837

https://davichifarm.com

MEMO

果肉が白いナツメ（王棗）
一般的なナツメと比べて 4倍程大きい上に糖度が高く、
歯ざわりの良い高糖度ナツメです。

トンバサクナツメ（まるごと乾燥ナツメ）
種を抜いた後低温で長時間乾燥させたドライフルーツで、
サクサクとした食感と甘みが魅力です。

プルーン & リンゴジュース
韓国産プルーンをリンゴと一緒にすりおろして搾汁したジュー
スです。食物繊維が豊富で便秘や腸の健康に良いドリンクです。

山参ナツメエキス
ナツメと山参培養根の他に一切の添加物を
使わない自然そのままの健康エキスです。

（株） 一和（イルファ） 36Booth No.

株式会社一和は 1971年 12月に設立され、飲
料製品、高麗人参製品、製薬品の販売を主要事
業に、世界の消費者の健康を願う心を込めた製
品を生産しております。

椒井炭酸水
チョジョン（椒井）鉱泉水は、アメリカのシャ
スター鉱泉、イギリスのナポリナス鉱泉ととも
に世界 3大鉱泉として認められています。

会社情報

担当者名 リー キョンワォン

所在地 96 Beolmal-Ro, Guri-Si, 
Gyeonggi-Do, Republic Of Korea

E-mail hekiru@ilhwa.co.kr

電話番号 +82-31-550-0317

ファックス +82-31-550-0118

https://ilhwa.co.kr

MEMO

メッコール
韓国麦炭酸飲料、韓国産有機栽培大麦使用、3無（NO カラメル
色素、NO カフェイン、NO リン酸）製品。
本品は、韓国チョジョン里鉱泉水を使用しています。



20

飲
料
・
酒
類

CHOGA CO., LTD 37Booth No.

果汁の濃度で世界一濃いリキュールに挑戦中。
「無着色、人口甘味料不使用、酸味料不使用」の
高果汁リキュールをより安い価格で提供し、高
級バーでしか味わえない素材を手ごろな価格で
楽しめるように日頃努力し続けております。

会社情報

担当者名 イ チャンホ

所在地
33-12, Oegol-gil, Gimhwa-eup, Che-
orwon-gun, Gangwon-do, Republic 
Of Korea

E-mail lee@choga.co.jp

電話番号 +82-33-458-7676

ファックス +82-2-458-7678

https://www.choga.co.jp

MEMO

LIQUEUR DE MANGO 80%
マンゴー果汁 80％、無着色、人口甘味料不使用、酸味料不使用

大人の雪氷 77%
無着色、甘味料不使用、酸味料不使用の高果汁リキュールです。

LIQUEUR DE BANANA 80%
バナナ果汁 80％、無着色、人口甘味料不使用、酸味料不使用

LIQUEUR DE MANGO 50%
マンゴー果汁 50％、無着色、人口甘味料不使用、
酸味料不使用

サムジン （株） 38Booth No.

1953年から 3代に渡るおでん製造事業により
飛躍的成長を実現し、本格的に海外進出を開始
しました。全9ヶ所の海外店舗を順調に運営し
ています。また店舗運営を通じた輸出に限らず、
ベトナム、台湾、中国、米国など様々な流通チャ
ネルを通して輸出に拍車をかけています。

サムジンオムクは

担当者名 キム ミンへ

所在地 51, Dadae-ro 1066beon-gil, Sa-
ha-gu, Busan, Republic Of Korea

E-mail mhkim@samjinfood.com

電話番号 +82-51-412-5468

ファックス +82-51-990-5468

http://www.samjinfood.com

MEMO

サムジンおでんバー（コーンチーズ味、スパイシー味、野菜味、イカ味）
甘いコーンと香ばしいチーズ、ピリ辛唐辛子、歯ざわりの良い
イカが入ったサムジンオムクのおでんバー！

カップおでん
一口サイズのもちもちおでんと具材入りスープのカップおでん
製品です。水を入れて電子レンジで温めるだけで完成！ 

一食おでん
一食分のおでんセット！おでんと添付のスープを鍋に入れて煮
込むだけで一人前のおでん鍋が完成！

四角おでん
スタンダードなおでん製品。韓国で広く
親しまれているおでんです。



21

水
産
加
工
食
品

（株） サオンウォン 39Booth No.

1995年の創業以来、韓食の代表的なスロー
フードと言える「チヂミ類」と現在のトレンド
にぴったりの「揚げ物類」「ホットク類」「チャ
プチェ類」を HMR 化しており、グローバルブ
ランドとして韓食の世界化の先頭に立つ冷凍食
品専門会社です。

会社情報

担当者名 キム テヨン

所在地
500 Samjeong-ri, Daeso-myeon,
Eumseong -kun, Chungbuk, 
Republic Of Korea

E-mail tykim@saongwon.com

電話番号 +82-70-4763-0731

ファックス +82-2-2611-0666

http://www.saongwon.com

MEMO

のり巻き天ぷら
ぷりぷりした春雨を韓国産干しのりで巻いて揚げた淡白で香ば
しいのり巻き天ぷら。特許の技術でサクサクした食感が感じら
れる衣の中にぷりぷりした春雨がたっぷり！

ホットク
簡単に電子レンジで 1分、いつでも、どこでも、年齢や性別を
問わず楽しめる甘いデザート、ホットク！

野菜チヂミ
新鮮な野菜がたっぷり入った淡白でヘルシーな
味わいのチヂミです。 

（株） チョンアグッドフード 40Booth No.

1995年の創立以後、塩辛類、惣菜類を韓国の大
型マートに納入、また海外 20余ヶ国に輸出し
ております。食品医薬品安全処による HACCP
認証、EU 輸出水産物生産、加工施設登録、米国
FDA 工場審査、日本厚生労働省の通関簡易審査、
企業付設研究所認証に続き、INNO-BIZ 認証を
受けた塩辛や惣菜の専門生産業者で、衛生的で
安全な製品を製造して国内の大企業に販売及び
海外へ輸出しております。

チョンアグッドフードは

担当者名 チョ ジョンフィ

所在地
38, IT valley-gil, Gonggeun-myeon, 
Hoengseong-gun, Gangwon-do, 
Republic Of Korea

E-mail cagfood@cagoodfood.com

電話番号 +82-33-344-0645

ファックス +82-33-344-0641

http://cagoodfood.com

MEMO

明太子
昔ながらの伝統技法で低塩熟成、発酵させたチョンアグッド
フードだけの明太子特有の味をお楽しみいただけます。

チャンジャ
タラの内臓を使用して低塩熟成法で製造する塩辛の一種で、
シコシコ、モチモチとした食感が逸品です。

イカの塩辛
低塩熟成法で製造するイカの塩辛は、豊富な栄養とさっぱりと
した淡白な味わいが逸品です。
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（株） 3Bネットワークス 41Booth No.

お米とスーパーフード、シリアル、ドライフルー
ツを主原料とする GMO フリー、グルテンフ
リー、重金属フリーのエコフレンドリーナッツ
バーならびにプロテインバーを専門的に研究、
開発する食品加工製造会社です。植物性原料使
用志向、低糖、低ナトリウム製品生産を原則と
し、海外にも輸出しています。

会社情報

担当者名 チョ ギョンジェ

所在地
(Gojan-dong, 81Block 13Lot) 48 Nam-
dong-Seoro 113beon-gil Namdong-gu, 
Incheon, Republic Of Korea

E-mail jennifer@3bglobal.com

電話番号 +82-70-8682-8778

ファックス +82-32-821-8770

http://www.thetime.or.kr

MEMO

スッキリ乳酸菌バー
ナノ乳酸菌を100億個以上含み、低塩、低糖、低カロリー食品と
して腸内健康に役立ちます。やわらかな食感で甘すぎず、
ヘルシースナックとしてどなたにもお楽しみいただけます。

しっとりコラーゲンバー
コラーゲンを1000mg以上含み、低塩、抵糖、低カロリー食品と
して肌美容にお勧めです。やわらかな食感で甘すぎず、ヘルシー
スナックとしてどなたにもお楽しみいただけます。

スーパーフード21 ベジプラス
21種類のスーパーフードが詰まった、手軽に栄
養補給できるヘルシーナッツバーです。

グローバリアス 42Booth No.

ソチョン海苔の養殖業ノウハウをもとに設立さ
れた、海苔スナックに特化した企業です。

「おやつで健康に」をモットーに、全製品 MSG
無添加を徹底して生産しており、「MSG 不使用
なのにおいしい」と、高級ホテルや免税店、大
手企業流通網、プレミアムスーパーなどへの販
路を確保し、納入しております。

グローバリアスは

担当者名 パク ジフン

所在地 93, Guil-ro 10-gil, Guro-gu, Seoul, 
Republic Of Korea 

E-mail Reny@gloveryus.com

電話番号 +82-70-7723-4545

ファックス +82-2-851-4543

http://gloveryus.com/

MEMO

ザ・バサック ココナッツ（無添加海苔スナック）
ココナッツのミネラルと食物繊維が豊富で甘い風味が特徴です。

ザ・バサック ハナビラタケと米ぬか（無添加海苔スナック）
抗がん効能や免疫力強化効能で知られるハナビラタケと、栄養
を多く含む米の胚芽を使用しています。

ザ・バサック チーズ（無添加海苔スナック）
チーズは全世界で多くの人が好む食材で、親し
みやすい味です。

ザ・バサック 穀物（無添加海苔スナック）
玄米、モロコシ、黒米、ハニーバターを加え、美味しく満腹感を
得られます。

ザ・バサック イワシ（無添加海苔スナック）
イワシはごまとよく合い、バランスの良い塩味に仕上げました。
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(株) ジョンシムフード 44Booth No.

韓国ですでに健康的な自然食品として親しまれ
ているジョンシムフードのセミドライ製品を日
本の皆様にも知っていただくために日々奮闘し
ております。いかに良い材料を、良い環境で美
味しく作るのか？いつも自然で健康に良い商品
を届けられるよう努力をし、その努力を大切に
する会社です。

会社情報

担当者名 チェ ソヨン

所在地
656-54, Cheongja-ro, Chillyang-my-
eon, Gangjin-gun, Jeollanam-do, 
Republic Of Korea

E-mail seoyoung_0225@daldam.com

電話番号 +82-61-432-9424

ファックス +82-61-434-3785

http://www.daldam.com

MEMO

セミドライスイートポテト
グルテンフリー、無添加、100% 天然さつま芋だけを
使用した健康的なおやつです。

瑞眞ACCESS CO., LTD. 45Booth No.

2014年 5月に創業した農水産食品の輸出会社
で、韓国産キムチ、製菓類（スナック、チョコレー
ト等）、水産加工品（海苔スナック、調味海苔、
すしのり、きざみ海苔、ジャバン海苔、わかめ
サラダ等）等、国内の優れた農水産食品加工品
を日本、米国、カナダ、チリ、英国等に輸出して
おります。

瑞眞アクセスは

担当者名 ファン ジュンホ

所在地
A-2306, 97, Centum jungang-ro, 
Haeundae-gu, Busan, Republic Of 
Korea

E-mail sjaccess@naver.com

電話番号 +82-70-7844-6300

ファックス +82-70-7844-6305

http://www.sjaccess.co.kr

MEMO

SEAWEED RICE CRISP（海苔スナック）
ワサビ、ホットスパイシー、チーズ、ハニーバター全 4種

海苔の片面に食用糊を塗って乾燥させた後、油で揚げた
韓国伝統のスナックです。

チョコボール（ヨーグルト、イチゴヨーグルト、緑茶）
ヨーグルトや緑茶のパウダーが中心に入っており、材料
本来の味を十分に味わえるチョコボール製品です。
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農業会社法人（株） 自然香氣 47Booth No.

弊社は 2008年にソウルでオルバールーン流通
として開業後、2010年に（株）オルバールー
ンを設立して味付け海苔製造総合流通を展開、
2012年に農業会社法人（株）自然香氣設立
後は農特産物の生産加工流通事業を行って参り
ました。2012年、生協納品締結や日本大阪セ
ニ商社との契約を締結（味付け海苔ほか）し、
2014年には LFG と販売業務協約を締結致し
ました。

会社情報

担当者名 チョン スゥ フヮン

所在地
Agyang-dongro 248, Agyang-myeon, 
Hadong-gun, Gyeongsangnam-do, 
Republic Of Korea

E-mail ga959@hanmail.net

電話番号 +82-55-882-3019

ファックス +82-55-883-7718

http://www.foodhadong.com

MEMO

權
クォン

さんの手製海苔揚げ 伝統の味
河東で生産される原材料を使用し、手作り調味料を塗って自然乾燥
させた後、玄米油で丁寧に揚げて製造しています。

河東緑茶明太子海苔
緑茶と明太子シーズニングを添加したピリ辛味です。表面コー
ティング加工によりカリカリ感が強く、明太子味と調味料のあ
じわい深さが逸品です。

（株） トゥルーコーポレーション 46Booth No.

韓国の子供たちのためにユニークな食品を作る
トレーダーです。ポロロ、Spoonz、Sweet 
Monster など有名キャラクターの法的特許を
取得し、現在、東南アジア、中国、オーストラリ
ア、ヨーロッパなどに食品を輸出しています。

トゥルーコーポレーションは

担当者名 イ ソンジェ

所在地
208-ho, 16-4, Dongbaekjungang-ro 
16beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, 
Gyeonggi-do, Republic Of Korea 

E-mail true20180420@gmail.com

電話番号 +82-10-8696-0094

ファックス +82-50-4477-0094

MEMO

ポロロ ポテトチップスチョコレート（チョコレート、緑茶）
子供に喜ばれるコンパクトでかわいいピロー型パッケージの
極薄ビスケットサンドです。コーヒー、紅茶によく合う
ビスケット商品です。

※

※權さん：自社商品ブランド名
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（株） 八
パ ル ド

道 48Booth No.

1983年にラーメン、1995年に飲料事業を始
めた韓国の総合食品会社です。1987年からは
PALDO ブランドとして海外輸出を開始し、現
在は全世界 80余ヶ国にラーメン、飲料、伝統食
品を輸出しています。2018年度には、輸出額
6,600万ドルを達成しました。

会社情報

担当者名 チョ ヨンハ

所在地 6F, 577, Gangnam-daero, Seocho-gu, 
Seoul, Republic Of Korea

E-mail cyh9620@gmail.com

電話番号 +82-2-3449-6483

ファックス +82-2-3449-6659

http://www.paldofood.com

MEMO

トゥムセラーメン
世界で一番辛いラーメン（スコヴィル値 9,413）です。

チーズタッカルビ
韓国伝統チーズタッカルビラーメンです。

火ラーメン
火のように辛いけれど旨味が強い激辛ラーメン
です。

（株） ハンス・コリア 49Booth No.

2000年 2月の会社設立以来、米麺製品の開発、
生産及び販売をおこなう米加工専門食品会社で
す。 「自然食品志向、健康な生活文化、無公害
食品志向」という創業理念のもと、チーム意識
を持ち、創意的に、パーソナライズ化したサー
ビスを通じて新たな価値を創造しています。

（株）ハンス・コリアは

担当者名 ハン スンジョ

所在地
103-17, Chungnyeolsa-ro, Gang-
hwa-eup, Ganghwa-gun, Incheon, 
Republic Of Korea

E-mail hansbio@hanmail.net

電話番号 +82-32-933-9114

ファックス +82-32-934-8923

http://www.cooksee.co.kr

MEMO

CookSi 煮干しだし米麺
良質の韓国産煮干しとワカメ、海苔などの魚介具材を使用し、
雑味のないあっさりとした味が特徴です。

CookSi 辛口米麺
ワカメ、海苔、ネギ、タマネギ等のかやくに唐辛子と牛肉の風味
がマッチし、スッキリした辛さが逸品の辛口米麺です。

CookSi 海鮮米麺
チャンポン味と、イカ、ワカメ、海苔などのシーフードの風味、
あっさりとした辛さの海鮮風味米麺です。

CookSi キムチ米麺
韓国固有のさっぱりとした辛さのキムチ味を味
わうことができ、おふくろの味を思い出すキム
チ風味の米麺です。
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三養食品 （株） 50Booth No.

1963年に登場した韓国初のラーメンである
「三養ラーメン」は発売以来 50年以上愛され続
けている韓国インスタントラーメンの歴史でご
ざいます。そして、ブルダック炒め麵 ∙ 三養ラー
メンのチーズ味など新しい概念のラーメン開発
で韓国インスタントラーメンマーケットを導い
ております。

会社情報

担当者名 ジョン ソンヨブ

所在地 104, Opaesan-ro 3-gil, Seong-
buk-gu, Seoul, Republic Of Korea

E-mail john@samyangfoods.com

電話番号 +82-2-940-3086

ファックス +82-2-942-4351

https://www.samyangfoods.com

MEMO

三養ラーメン
韓国ラーメンの元祖！牛肉ベースの醤油味！

ブルダック炒め麵
ヒリヒリするほど辛くても忘れられない激旨辛味！

ブルダックトッポギ
ブルダック炒め麺の激旨辛味をトッポギで再現！
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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
※ビジネス ID 会員登録が必要



韓 国 農 林 畜 産 食 品 部


