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商談ブース配置図
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水産加工食品

健康食品・高麗人参

生鮮食品・キムチ

飲料・酒類

ブースNo.12、47は、出展社の都合により不参加となりました。ご了承ください。

受付インフォメーション

入口

新商品
発表会場 出展社別

商談ブース

展示場マップ

セミナー会場
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すりおろし青ミカン茶 (Jeju Green Mandarin Tea & Ade)
韓国の清浄地域である済州島で栽培された青ミカンエキス
製品です。

ハイビスカス＆ピーチブレンド茶
(Hibiscus Peach Blending Tea & Ade)
ルビー色のハイビスカスを煮出した果実茶
です。桃、ザクロの甘さをブレンドした製品で、
女性や子供に大人気です！

飲
料
・
酒
類

CHOGA CO.,LTD 01Booth No.

「果汁の濃度で世界一濃いリキュールに挑戦中。
無着色料、無酸味料」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, 24055, 
Rep. of KOREA

E-mail leech@choga.co.jp

電話番号 82-33-458-7679

ファックス 82-33-458-7678

LIQUEUR DE BANANA 80%
バナナ果汁 80％（世界一）無着色、無酸味料

LIQUEUR DE MANGO 50%
マンゴー果汁 50％（世界一）無着色、無酸味料

LIQUEUR DE MANGO 80%
マンゴー果汁 80％（世界一）無着色、無酸味料

http://www.choga.co.jp

(株)ダジョン 02Booth No.

弊社はフルーツ液状茶、粉末茶など様々な茶類
の製造及び輸出販売をする専門企業です。

会社情報

担当者名 イ　ヒョンジン

所在地
28,  97- g i l ,  Yeong i l - r o ,  Yeo -
ngjung-myeon, Pocheon-si, Gyeo-
nggi-do, Korea

E-mail trade@damizle.com

電話番号 82-2-6395-6659

ファックス 82-2-6395-6661

http://www.damizle.com

すりおろし青ミカン茶 ハイビスカス＆ピーチブレンド茶

MEMO

MEMO
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青みかん茶 (Green Mandarin Tea)
済州島で栽培した青みかん茶と済州蜂蜜で作られた
深い香りが特徴の健康に優しい名茶です。

ハンラボン蜂蜜茶 (Hallabong  Honey Tea)
済州島で栽培した柑橘類ハンラボンと済州蜂蜜を多く含み、
ハンラボンのさわやかな味と香りをそのまま感じられます。

レッドキウイジャム ( Red Kiwi Jam)
済州島で栽培したレッドキウイと済州蜂蜜が
多く含まれています。

飲
料
・
酒
類

ドブロ(株) 03Booth No.

清浄済州で育った果物や野菜を使用して、良い
食べ物のため、様々な製品を開発、生産してお
ります。社会サービスとして雇用創出と障害者
の自立を図り、地域社会とともに発展する企業
として進化しています。

会社情報

担当者名 パク　ホンスク

所在地 Jeju-do, Jeju-si, Daranggot 6-gil 6, 
Seven bldg., Room 502

E-mail ihshop@naver.com

電話番号 82-70-4200-9911

ファックス 82-64-744-9912

http://www.jejudamum.com

レッドキウイジャム

ハンラボン蜂蜜茶
青みかん茶

(株)ファインFT 04Booth No.

食品加工及び賃加工業者として、食品の抽出、濃
縮、噴霧乾燥加工方式により製品を粉末化してい
ます。また、製造工程ロスを最小化して収率を向
上させたり、最先端技術を用い、熱によって失わ
れてしまう風味を生かしたりするなど、自社製品
の開発と賃加工事業を行っております。

会社情報

担当者名 キム　ダレ

所在地 3524, Charyeong-ro, Jeongan-my-
eon, Gongju, Chungcheongnam-do

E-mail leech@choga.co.jp

電話番号 82-70-7705-1214

ファックス 82-41-852-1060

http://www.fineft.co.kr

蜂蜜ゆず茶
既存の柚子エキス製品に比べ、柚子の含有量が 2倍以上。
砂糖の量を減らし、アカシア蜂蜜を添加、着色料・防腐剤不使用。
いつでもどこでも手軽に飲めるよう粉末スティック包装。

アロニア濃縮顆粒
スムースな排便活動、食後血糖値の上昇抑制、血中中性脂肪改善。
レモン濃縮液を添加し、渋味を低減させました。
顆粒タイプなので、水に溶けやすく、口どけの良い商品です。

紅参濃縮粉末、ケンポナシ果実濃縮粉末、紅茶濃縮粉末等、
韓方食品及び健康機能性食品も取扱っております。

MEMO

MEMO

アロニア濃縮顆粒

蜂蜜ゆず茶
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済州スパークリング 済州サイダー

済州スパークリング プレーン / ハンラボン / グレープフルーツ
清浄済州の溶岩海水を使用した豊かなミネラル炭酸水！
天然フレーバーを使用して体に優しい飲料です。
韓国済州島が認証する水なので安心して楽しめます。

済州サイダー バナナ / メロン
済州溶岩海水を使用した天然トロピカルフルーツ
フレーバーの済州サイダーが誕生しました！
フルーティな味わいでパッケージもかわいい
済州サイダーをお楽しみください。

飲
料
・
酒
類

(株)J-Creation Co.,Ltd 05Booth No.

弊社は済州を代表する総合飲料企業として絶え
間ない研究と、リードする飲料文化で、「済州」
というブランドを世界に広めるグローバル済州
No.1企業でございます。

会社情報

担当者名 キム　リャンウン

所在地 2706-33, Iljudong-ro, Gujwa-eup, 
Jeju-si, Jeju-do, Korea

E-mail ryangeun@j-creation.co.kr

電話番号 82-2-3665-5611

ファックス 82-2-3665-5613

http://www.jejulava.co.kr

金剛B&F 06Booth No.

弊社はペットボトル飲料、缶飲料、グラス形、
NB 缶類そしてレトルトパウチパック等、5種
類の生産ラインを保有している飲料製造工場で
す。本施設でアロエジュース、果実ジュース、
コーヒー、紅茶など、様々な飲料を製造して
おります。

会社情報

担当者名 チョ　ナヒョン

所在地 #801 aT center 232 Yang-
jae-Dong,Seocho-Gu,Seoul,Korea

E-mail sales.siktrade@gmail.com

電話番号 82-70-7011-5707

ファックス 82-2-6300-8814

http://www.keumkangbnf.com

MEMO

MEMO

レトルトチアパック (RETORT CHEER PACK)
チアパックタイプで子供たちが飲みやすいドリンクです。

コーヒー
粉砕した豆を使用し、深い香りと味が特徴のコーヒーです。
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蜂蜜ゆず茶アロニアジュース

飲
料
・
酒
類

高麗自然食品（株） 07Booth No.

高麗自然食品㈱は、30年続く養蜂事業を中心
に、柚子茶、レモン茶などの液状茶を生産して
おります。
弊社は最新の製造設備を備え、中国、米国、日本、
台湾、フィリピン、カナダなど世界各国に輸出
しております。

会社情報

担当者名 ファン　ダニエル

所在地 34, Yeosil-gil, Deokjin-gu, Jeonju-si, 
Jeollabuk-do, Korea

E-mail danial7777@naver.com

電話番号 82-70-5089-2557

ファックス 82-63-212-3401

http://www.dooraeone.com

(株)マリンバイオプロセス 08Booth No.

海洋生物原料を活用した天然高機能商品の開
発。Bio-Conversion 発酵技術により、天然新
素材や健康食品などを開発しております。世界
最高の海藻発酵専門企業を目指して参ります。

会社情報

担当者名 チョン　ジュニョン

所在地

#203, Marine Bio-industry Devel-
opment Center, 7, hoenggye-gil, 
ilgwang-myeon,gijang-gun, Bu-
san,Korea

E-mail mbpckorea@hanmail.net

電話番号 82-51-722-5453

ファックス 82-51-722-0020

http://www.mbpc.kr

ディナソルト ( 低塩の健康塩 )
ディナソルトは、混合製剤を使用せず、精製塩と天然成分だ
けで作った天然の低塩健康塩です。天然成分を使用した各種
フレーバーは豊富な栄養素を含み、本品だけで美味しく調理
することができる顆粒製品です。

蜂蜜ゆず茶
自然豊かな韓国高興地方の海風を浴びて育った
柚子を使用し、柚子特有の風味が生きています。

Liver safe life
乳酸菌発酵昆布エキス使用、韓国、日本で特許登録。
飲み会で疲れた肝臓を保護。GABA 成分含有。
飲酒前後に 1本飲用されることをおすすめします。

アロニアジュース
ベリー類の中で抗酸化食品 1位のキングスベリー、不老草と
呼ばれるアロニアは、抗酸化物質やアントシアニンなどのヘル
シーな成分がたっぷりのフルーツです。

MEMO

MEMO
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飲
料
・
酒
類

緑茶園(株) 09Booth No.

1992年に設立された緑茶園は、韓国の茶市場
を先導している会社です。茶類製品の製造や販
売だけではなく、お茶に関する原料の全般的な
生産、供給、貿易も取り扱っています。韓国の
大手食品メーカーから五つ星のホテルに至るま
で、様々な食品原料を生産・供給しています。

会社情報

担当者名 ジョン　ソンへ

所在地 84, Seocho-dearo 4-gil, Seocho-gu, 
Seoul, Korea

E-mail jsh@nokchawon.co.kr

電話番号 82-2-597-3949

ファックス 82-2-521-4116

http://www.nokchawon.co.kr

OKF CORPORATION 10Booth No.

弊社は約 750種類の飲料を製造し、アメリカ、
ヨーロッパ、アジア、アフリカなど世界 160 ヶ
国に輸出しているグローバル飲料製造専門企業
です。 OKF は 500社のグローバルパートナー
を持つ大手流通チャネルを通じて飲料製品を流
通させております。

会社情報

担当者名 John Park

所在地
OKF B/D 54, HAKDONG-RO 21-
GIL, GANGNAM-GU, SEOUL, 
SOUTH KOREA

E-mail Johnpark@okf.kr

電話番号 82-2-491-1830

ファックス 82-2-491-1811

http://www.okf.kr

I’m 生生レモン
スライスレモンを砂糖とビタミン C に漬け込みました。
未だかつてない、レモンの味と香りが生きた製品です。
添加物不使用、冷水にもよく溶けます。

I’m 生生グレープフルーツ
スライスしたグレープフルーツを砂糖とビタミン C に漬け込みまし
た。添加物不使用ですので、グレープフルーツ本来の風味が生きた、
ホームメイドスタイルのフルーツティーです。冷水にもよく溶けます。

高麗人参ドリンク
高麗人参の根がそのまま入ったドリンクです。
果糖を使用し、高麗人参の苦味を抑えました。
いつでもどこでも高麗人参を味わえる製品です。

OKF SPARKLING
OKF スパークリングは、各種人気の風味を取り揃えています。
炭酸感豊かな OKF スパークリングをお楽しみください。

OKF 缶コーヒーシリーズ
OKF 缶コーヒーは高品質のアラビカ豆を使用した、
美味しい缶コーヒーです。

MEMO

MEMO

OKF ALOE VERA KING
飲む前によく振ってから召し上がりください。
開封後には冷蔵保管してください。
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飲
料
・
酒
類

SEMPIO FOODS COMPANY 11Booth No.

1946年の創立以来 70年間、韓国の味・発酵
について研究してきた総合食品会社です。
現在韓国の醤油市場占有率 50％以上を占めて
おり、消費者から愛されています。また、セン
ピョ食品は “ 韓国の味で世界の人々を楽しませ
る ” というビジョンを持っています。

キキョウ・生姜茶
のどに良いキキョウと生姜を使用した
お茶です。

会社情報

担当者名 チェ　ウンジ

所在地 2 Chungmuro, Junggu, Seoul,Korea

E-mail ceunji@sempio.com

電話番号 82-2-3393-5451

ファックス 82-2-2279-9849

http://en.sempio.com/

センピョ韓国料理用簡単ソースシリーズ
韓国の各地域の有名料理を自宅で簡単に、おいしく、
楽しむことができます。

レンコン・ゴボウ茶
ゴボウ茶のダイエット効果とレンコンの身体を温める効果
を加えたお茶です。栄養が豊富で、栄養補給及びダイエッ
トに良いお茶です。

MEMO
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健
康
食
品
・
高
麗
人
参

BJ SINGICHOUNG 13Booth No.

弊社は韓国清浄地域である江原道鉄原（カン
ウォンド・チョルウォン）にあり、新鮮な原材
料を使用して最高の品質を誇る商品を製造して
います。厳格な工程管理によって ISO22000
認証を受けました。また、製品に着色料や添加
物の使用を禁じており、健康デトックス食品と
して脚光を浴びています。

会社情報

担当者名 イム　ウシク

所在地 115, Durumi-ro, Galmal-eup, Cheor-
won-gun, Gangwon-do, Korea

E-mail lim100day@naver.com

電話番号 82-33-452-3133

ファックス 82-33-452-3188

http://www.day100.net

(株)ドンジン製薬 14Booth No.

弊社は「誠実と信頼」を経営方針に、全従業員
が最善の努力を致しております。弊社製品は、
完全性が証明された原料のみを厳選して清潔な
環境で製造、韓国及び海外市場に輸出しており
ます。

会社情報

担当者名 シム　ヨンボ

所在地
23, Amjilgol-gil, Jewon-myeon, Ge-
umsan-gun, Chungcheongnamdo, 
Korea

E-mail sihmbo@naver.com

電話番号 82-10-4540-4546

ファックス 82-41-751-9921

http://www.idongjinkorea.com

野菜博士
韓国では食べ物によって温かい性質 / 冷たい性質を持つと
いう考えがあります。同じ肉でも豚肉は冷たく、鶏肉は温
かいと言い、高麗人参は非常に熱く、野菜も同様です。もし
冷たい体質の人が冷たい性質の食べ物が体に良いからと摂
りすぎると、体に害を及ぼすことになります。野菜博士は
性質（温度）が中間なので、どちらの体質の方にもお召し
上がりいただけます。

高麗紅参正果 (Korean Honey Red Ginseng)
紅参を 6年根紅参濃縮液と蜂蜜などに漬け込み、紅参の原
型を維持しながら紅参特有の風味を味わうことができます。

高麗紅参エキス (Korean red ginseng liquid)
6年根紅参のみを厳選して低温で 12時間以上抽出し、紅参
の成分をそのままパックした純粋な紅参液であり、紅参特
有の香りをさらに強く感じられる製品です。

錦山人参酒
韓国錦山産人参で作られた伝統人参酒

高麗紅参濃縮液 (Korean Red Ginseng Extract)
紅参を抽出、濃縮することで、紅参の様々な有効
成分を含み、紅参本来の味と香りが優れた紅参
濃縮液商品です。

MEMO

MEMO
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農業会社法人(株)京畿貿易公社 15Booth No.

弊社は韓国最大の生産地域にあり、最高品質の
6年根高麗人参だけを生産、加工しております。
その他、京畿道代表農産物ブランドや、厳格な
管理下で生産するコシヒカリ米ブランド「199 
Rice」等京畿道 3大代表農産物ブランドを世界
各国に輸出しています。

会社情報

担当者名 イ　ジョンジュン

所在地 4F, Seo-Hyun bldg., 98, World Cup-
ro, Mapo-gu, Seoul, Korea

E-mail saintlaje@k-ginseng.or.kr

電話番号 82-2-6959-3967

ファックス 82-2-3141-9974

http://www.k-ginseng.or.kr

ヒョリン農産営農組合法人 16Booth No.

ヒョリン農産営農組合法人は紅参加工専門メー
カーとして、安全な健康食品を製造しておりま
す。様々な包装タイプに対応する製造設備を備
えており、厳選された原材料と徹底した生産管
理を介して、安全安心で衛生的な製品を提供し
ております。

会社情報

担当者名 チェ　へジン

所在地
155 Pungnyu san-gil, Gunnae-my-
eon, Pocheon-city, Kyeonggi-do, 
South Korea

E-mail k3711@hanmail.net

電話番号 82-31-534-4333

ファックス 82-31-536-4336

紅参茶ゴールド (Red Ginseng Tea Gold)
溶けやすい顆粒タイプなので、どこでも気軽に
お召し上がりいただけます。

原料参（Red Gisneng Raw Materials）
6年根原料紅参：サイズ別、重量別に販売可能（バルク）     4~6年根原料紅参：製薬会社原料用
原料参粉末：6年根参粉末、主根 70％ + 細根 30％          白参：製薬会社原料用、バルク品供給可能

Berry Very good
本製品は、高麗人参濃縮液が 70％以上含まれている紅参製
品でブルーベリー濃縮液、チェリー濃縮液、ラズベリー濃縮
液などを含む飲みやすい健康食品です。

MEMO

MEMO
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グアン産業（株） 17Booth No.

弊社は紅参濃縮液を専門的に製造及び輸出販売
している専門企業です。紅参栄養分の体内吸収
率を高めるための研究開発に取り組み、世界初
の乳酸菌発酵紅参を開発しました。韓国初のビ
フィズス菌である K-110 の商用化を始め、当
成分を利用した素材開発及び製品開発に努めて
おります。

会社情報

担当者名 イム　ユンア

所在地 13, Bangbaeseonhaeng-gil, Seo-
cho-gu, Seoul, Korea

E-mail sales@zenlac.com

電話番号 82-2-3473-4051

ファックス 82-2-3473-4053

http://www.zenlac.com

南海郡黒ニンニク（株） 18Booth No.

ニンニク栽培地理的表示 28号に登録されてい
る慶尚南道南海郡に位置しており、黒ニンニク
事業を目的として 2007年 5月に発足しまし
た。「自分の家族が食べない物は作らない、売ら
ない」という企業理念のもと、安全で誠実な韓
国ナンバーワンの黒ニンニク企業です。

会社情報

担当者名 ジョン　ギョンテ

所在地

176-40, Seolcheon-ro, Biran-ri, 
Seolcheon-myeon, Namhae-gun, 
Gyeongsangnam-do, Republic of 
Korea

E-mail egarak@naver.com

電話番号 82-55-863-2950

ファックス 82-55-863-2953

http://www.powergarlic.kr

ジンラク発酵紅参 15S (Ginlac FRG Power Drink 15S)
携帯しやすく飲みやすいパウチ製品で、いつでもどこでも
手軽に摂取していただけます。発酵紅参を含有する飲みや
すい紅参飲料として、老若男女どなたにもおすすめです。

ジンラク高麗紅参スライス
高麗紅参の栄養を体内でより吸収しやすくする
ために、発酵させています。

イガラック黒ニンニクセット
1. 黒褐色のニンニク形状。
2. ニンニク特有の辛味がなく、甘酸っぱいドライプラムのような食感。
3. 熟成過程で薬理作用をする物質である S- アリルシステインの
    含有量が増加。
4. 厳選された南海郡産 1等級ニンニクのみを使用して、高品質を維持。

MEMO

MEMO
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プンギ特産物営農組合法人 19Booth No.

天下一の名品チョンジェミョン紅参はプンギ特
産物営農組合法人のオリジナルブランドです。
1995年の創業以来、「健康的な製品だけを作
る」という信念のもと、お客様の健康のために
最新設備で最高品質の紅参製品だけを製造して
参りました。空気も水も清らかな小白山麓で直
接生産、製造、加工し、自社研究室で研究、開発
した純韓国産の製品のみを販売しています。

会社情報

担当者名 パク　スンウン

所在地
1118 JUNGNYEONG-RO, PUNN-
GI-EUP, YEONGJU-SI, GYEONG-
BUK. SOUTH KOREA

E-mail kpch4114@gmail.com

電話番号 82-54-630-8535

ファックス 82-54-636-0430

http://www.kpch.co.kr

（株）田蒜食品 20Booth No.

韓国で唯一、黒田蒜を原料にした健康ドリンク
を生産する企業です。

会社情報

担当者名 イ　ジョンホ

所在地
413-12 cheongtongro cheong-
tongmyeon yeongcheonsi kyeong-
sangN.province. Korea

E-mail ctljh1113@nate.com 

電話番号 82-54-335-8226

ファックス 82-54-336-8030

http://agrigent.co.kr

黒ニンニク茶 黒田蒜
黒田蒜を原料として、100日間熟成して製造。
一般的なニンニク飲料よりさらにヘルシーな
健康飲料です。
一日 1 ～ 2本、朝または就寝前に
お召し上がりください。

MEMO

MEMO

紅参スライスゴールド
韓国産紅参を薄くスライスし、蒸し加工後、蜂蜜と果糖に漬
込み、その後乾燥させた製品です。まろやかな甘みと歯ご
たえ、紅参特有の香りを味わうことができます。

紅参濃縮エキスリミテッド
韓国産紅参だけを使用しており、紅参原料を抽出ろ過後、そ
のまま長時間濃縮させた高純度紅参原液製品です。

紅参キャンディー、ゼリー
紅参を原料に、現代人の好みに合わせた、どこでも手軽に食
べられる製品です。
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（株）ダウリセサン 21Booth No.

韓国有名な柿の産地である尚州の干し柿は、
韓国干し柿生産の 60％以上を占めております。
米国をはじめ、台湾、シンガポール、東南アジア
まで世界各国に干し柿を輸出しています。

SEORIDAM PUNGGYEONG 干し柿
韓国で最高級名品の干し柿として、家族全員が
ご一緒に楽しむことができる伝統的な食品です。

会社情報

担当者名 イ　ジュンラク

所在地
19-15, Bugok 1-gil, Bugok-ri, Gong-
geom-myeon, Sangju-si, Gyeong-
sangbuk-do, Republic of Korea

E-mail daurisesang@naver.com

電話番号 82-10-5413-4057

ファックス 82-2-6455-6020

（株）ガンスフード 22Booth No.

弊社は、粉末ソースの専門メーカーとして、調
理師出身者で構成された研究開発チームが独自
開発した多様なソースを生産しております。全
ての製品が粉末状で、流通、保管及び管理が便
利です。OEM、アウトソーシングなど、バイヤー
のニーズに合った製品の生産が可能であり、事
業効果及び効率の最大化を図ることができま
す。

会社情報

担当者名 イ　キョンジン

所在地
502-45, Gyeongancheon-ro, 
Mugap-ri, Chowol-eup, Gwangju-si, 
Gyeonggi-do, KOREA

E-mail j8800h@naver.com

電話番号 82-31-767-4516

ファックス 82-31-797-5249

http://www.topokki88.com

尚州 ( サンジュ ) ガマシル干し柿
弊社の商品は優れた加工技術で半干し柿、干し柿などを簡単に
お楽しみいただけます。ビタミン B、C が豊富でヘルシーな
韓国伝統おやつとして大人気です。

尚州 ( サンジュ ) 干し柿粉末で開発した商品
干し柿ヤッカ(9%) - お菓子/干し柿飴(10%)/熟柿スムージー
干し柿ゼリーチョコレート(12%)
柿酢(300ml/375ml/900ml/1.0ℓ/1.8ℓ)
干し柿水飴(12%)/干し柿醤油(5%)(500ml/1.0ℓ)
干し柿とうからし味噌(5%)(500g/1kg)干し柿味噌(5%)1kg

キムチ粉末ソース (Kimchi Powder Sauce)
粉末ですので、流通、保管、管理に便利です。お料理の調味
料として使えば、手軽に本格的な味付けができます。また、
味の標準化また定量化が可能ですので、業務用にもご利用
いただけます。

MEMO

MEMO
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パククァンヒキムチ 23Booth No.

弊社は 2003年、江原道平昌の特産品であるタンポ
ポキムチの商品化を始め、オタカラコウ、当帰、山ニ
ンニク、五加皮などのプレミアムキムチの商品化に
成功しております。2010年、ナツメコチュジャン、
ニンニクコチュジャン、麦コチュジャンなど、味噌類
の新商品を発売しました。

会社情報

担当者名 チェ　クァンソク

所在地
69-5, Oksuam-gil, Hoedong-ri, 
Mitan-myeon, Pyeongchang-gun, 
Gangwon-do, Republic of Korea

E-mail chalssss@naver.com

電話番号 82-10-9481-4899

ファックス 82-33-332-8777

http://www.pckimchi.com

アジア食品 24Booth No.

アジア食品は「最高の品質、最高の顧客満足実現」
を目標に 1974年に設立され、高品質の商品生産
を目指して製品開発に力を入れています。

会社情報

担当者名 ソ　ヨギョン

所在地

8, Jangjae-ro 520beonan-gil, Bong-
nim-ri, Saengnim-myeon, Gimhae-si, 
Gyeongsangnam-do, Republic of 
Korea

E-mail asf2012@hanmail.net

電話番号 82-55-323-9912

ファックス 82-55-323-8515

山椒漬物
醤油ベースのソースと、9年間熟成させた無添加山椒の漬け
物です。寿司、魚料理、肉類料理などに利用すると風味をさ
らに豊かにします。

取り扱い商品
●キムチ類：白菜キムチ / トウキキムチ / タンポポキムチ / ギョウジャニ
ンニクキムチ / キキョウの根キムチ / コラビ / セロリ / ゴボウ / にんじん

●味噌類：ナツメコチュジャン

●漬物類：ギョウジャニンニクチャンアチ
　山椒の実チャンアチ / きゅうりチャンアチ
　ニンニクの芽チャンアチ / 梅チャンアチ

Crispy Seaweed fishery Snack
海苔に魚脯をつけた製品で、揚げずに焼きあげました。海苔、魚脯の味、マヨネーズ風味シーズニング、
醤油ソースが調和しておいしいです。

MEMO

MEMO

Crispy Seaweed Snack Almond
海苔にアーモンド風味のお菓子を付けた製品で、揚げずに
焼き上げているため、カリカリと香ばしいお菓子です。甘
さ控えめなので、お子様だけでなく大人にも食べやすいお
菓子です。
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（株）HYUNDAI F&B 25Booth No.

弊社は全ての根幹が人間であることを認識、実
践しており、「おいしい想像、楽しい食べ物」と
いうスローガンのもと、全世界の人に安全で清
潔な食品を提供するため、「人が食べる食品！ク
リーンに！」という言葉を常に胸に刻み、誠心
誠意良い製品、新製品を作るために最善を尽く
しております。尚、ポケットモンスター、ター
ニングメカード、ロボカーポリー、ロボットト
レイン、ラバーなどの人気キャラクターと共に
楽しさを提供することに努めております。

会社情報

担当者名 キム　リュンヒ

所在地 16, Je4sandan 1-ro, Miyang-myeon, 
Anseong-si, Gyeonggi-do, Korea

E-mail hdfnb@hdfnbkorea.com

電話番号 82-31-677-7844

ファックス 82-31-676-7844

http://www.hyundaifnb.co.kr

(株)ウェルハイム 26Booth No.

2011年度設立、ベジタリアン向け手作りクッ
キーを専門的に生産、独自のベジタリアン向け
レシピ及び商品開発、コワーキングを通した社
会的企業指向

会社情報

担当者名 キム　ドンヒョン

所在地 6, Cheonjung-ro 53-gil, Gang-
dong-gu, Seoul, Republic of Korea

E-mail kdh020758@gmail.com

電話番号 82-10-6505-2360

ファックス 82-2-564-7131

http://www.helenscookie.com

Helen's Cookie Tuile セット
Helen's Cookie は、牛乳、バター、卵不使用のベジタリア
ンクッキーで、お茶と一緒に食べるとさらに美味しいです。
Tuile セットは 4種のナッツがたっぷり入っており、豊かな風
味を感じることができます。

MEMO
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Helen's Cookie Herb セット
Helen's Cookie ハーブは、動物性原材料を
使わずに作るヘルシーなベジタリアンクッキーです。
ハーブをそのまま使用しているので、ハーブの
香りが生きています。

綿菓子、綿菓子ガム (Cottoncandy,Cottoncandygum)
天然色素使用、綿菓子を食べるとガムになる新製品 / 様々な
香りで需要の増加 / 多様な味で老若男女に人気 / 韓国サー
ティーワンメニューの綿あめブラスター用トッピング提供
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デソンF&D 27Booth No.

1997年、家族経営企業として開業したデソン
食品は、デソン F ＆ D に社名を変更し、より多
様化する消費者のニーズに合わせて、正直で健
康な製品を生産しています。
弊社は過去 20年間、家族が一緒に座って食べ
られる物を作るため、母の心で製品を開発また
生産して参りました。
質の良い材料を厳選し、清潔なシステムを備え、
作業場は真心がこもったキッチンだと思って製
品を生産しております。

会社情報

担当者名 イ　ジュンホ

所在地 951, Sannae-ro, Dong-gu, Daejeon, 
Republic of Korea

E-mail jhlee@dsfnd.com

電話番号 82-42-273-0611

ファックス 82-42-273-8358

http://www.dsfnd.com

三養食品 28Booth 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年間愛され続けて
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、ブルダック炒め麺・チャチャロニな
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 ハン　ドングァン

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

E-mail handk@delicioussamyang.com

電話番号 82-2-940-3382

ファックス 82-2-940-5214

http://www.samyangfood.co.kr

三養ラーメン
韓国ラーメンの元祖！牛肉ベースの醤油味ラーメン

ブルダック炒め麺
世界を振るわせた激辛インスタントラーメン

カムジャ麺
ジャガイモ澱粉入りで、モチモチした麺が
特徴のインスタントラーメン。

三養ラーメン

そば冷麺
ハムフン冷麺

米そうめん

ブルダック炒め麺

カムジャ麺

ヘアレ ライスヌードル (HAEARAE Rice noodles)
成分のうち97％以上が米のグルテンフリー製品で、消化が
よく、シコシコとした弾力の食感が特徴です。
既存の小麦粉製麺類（うどん、ラーメン等）の代用品としての
使用をおすすめします。

MEMO

MEMO



16

担当者名 趙  政 彙 ( チョ ジョンヒ )

所在地
38, Itvalley-Gil, Gonggeun-myeon, 
Hoengseong-Gun, Gangwon-Do, 
Korea

E-mail cagfood@cagoodfood.com

電話番号 82-33-344-0645

ファックス 82-33-344-0641

水
産
加
工
食
品

(株)チョンアグッドフード 29Booth No.

弊社は塩辛及び惣菜の製造メーカーで、2011
年 11月に食品医薬品安全庁 HACCP 認証を取
得いたしました。江原道の有望中小企業であり、
輸出有望中小企業、水産伝統食品認証、江原道
農水省特産物品質認証、世界一流商品認証など
安全な食品を提供する企業です。

会社情報

http://www.cagoodfood.com

HAENONG FOOD COMPANY 30Booth No.

弊社は海苔を専門的に生産する専門企業です。
衛生的で品質の良い製品を作るために努力して
います。弊社全従業員は、ひたむきな心で努力
して、お客様の声援に応えるために最善を尽く
しています。

会社情報

担当者名 ジョン　スンジン

所在地 #30-91, Dongsunonggongdanji-gil, 
Naju Si, Jeollanam-Do,Korea

E-mail master@haenong.com

電話番号 82-32-517-9934

ファックス 82-32-517-9930

http://www.haenong.com

チャンジャ
スケトウダラの腸を使用し、低塩熟成法で製造した塩辛です。すっきりとした味で塩辛くなく、淡白でシコシコ
とした歯触りが逸品です。

調味きざみ海苔
おいしい在来海苔をエゴマ油に漬け込むことで風味が良く、
幅 5mm サイズにカットした味付け海苔です。

へーノン在来海苔（食卓用海苔）
味と香りの良い清浄海域原草だけを選別し、手搾りした
エゴマ油を使用しているので風味が良いのが特徴です。
開封後すぐに食べられます。

へーノンのり巻き用海苔
品質の良い清浄海域の
原草だけを選別し、風味、
色がよい製品です。

MEMO

MEMO

イカ、タコなど各種塩辛食品も
取扱っております。



17

水
産
加
工
食
品

（株）へヨルム 31Booth No.

弊社は天日塩を加工、製造、販売する専門企業
です。
太陽と海の実りという意味の「へヨルム」は、
豊かな自然の産物、天日塩を提供することで顧
客の健康を考える企業理念を表しております。

会社情報

担当者名 シン　ホンジョン

所在地
47, Taeri-ro 190beon-gil, Go-
chon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, 
Korea

E-mail haeyeareum@naver.com

電話番号 82-2-3663-1599

ファックス 82-2-3663-1599

http://www.haeyeareum.com

農業会社法人（株）カソドム 32Booth No.

弊社はカエデの樹液飲料の製造方法（韓国特許
10-0944358）、飲料水充填方法関連特許、カ
エデ顆粒及びその他製造方法関連特許などの特
許技術を持ち、カエデ顆粒製品を HACCP 認証
工場で生産する企業です。

会社情報

http://www.caso.co.kr

Premium sea salt 'Lo' TRUFFLE Flavor salt
5年間熟成させた高級天日塩をベースに、トリュフ 2％、トリュフオイル 8％を添加致しました。

毎日 3~5g の粉末をそのまま摂取、
又は水に混ぜて飲用
各種料理及びお茶やコーヒー、スムージーなど
のトッピングとしてもおすすめ！

CASO カエデ顆粒（CASO Maple Granule）
本商品は、カルシウム、マグネシウム、鉄、リンなどの栄養
素が豊富な 100％天然食品です。加熱処理や凍結乾燥をし
た加工製品とは異なり、水分だけを除去した製品で、栄養の
損失が少ない商品です。顆粒になっており、携帯や保管が
簡単です。

担当者名 ハ　サンア

所在地 389, Daeducksanro, Mupung, Muju, 
Jeounbuk,  South Korea

E-mail sanga@caso.co.kr

電話番号 82-10-9232-5809

ファックス 82-63-322-0589

MEMO

MEMO

Premium sea salt 'Lo'
5年間熟成させた天日塩で、特許乾燥
システムを利用し、水分含有量を
5 ～ 6％に調整した商品です。

Premium sea salt 'Lo' Flavor salt
本商品は、5年間熟成させた天日塩で、無着色、無添加を原
則に製造しています。
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農業会社法人(株)コメガ 33Booth 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, Ejinmal-gil, Seang-
geuk-myun, Eumseong-gun, 
Chungbuk-do, Korea

E-mail komega-3@naver.com

電話番号 82-43-882-6336

ファックス 82-43-882-9339

http://www.komega3.com

（株）ウォンイル食品 34Booth No.

弊社は、1988年の創立以来、韓国最高の外食
専門企業に成長しました。300 を超える外食
企業と共に 3000以上のレシピを保有してお
り、これは競争力と厳格な品質管理による賜物
だと考えております。

会社情報

担当者名 キム　ジョンウク

所在地 120-6, Jingwang-Ro, Jincheon-Eup, 
Jincheon-Gun, Chungbuk, Korea

E-mail jwkim@wonilfood.com

電話番号 82-2-6945-2293

ファックス 82-2-577-0577

http://www.wonilfood.com

韓食ソース 5種  (Korean Sauce)
ソースひとつで様々な韓国料理が作れます。焼肉ソースは牛焼肉、チャプチェ、宮中トッポッキに使用できます。
コチュジャンソースはビビンバ、トッポッキを、コチュジャンバーベキューソースは豚バーベキューなどに使用で
きます。辛口ディップソースは味付けチキンやフライドポテトなどに使用できます。

MEMO

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、搾乳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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農業会社法人（株）チャムグリーンフレッシュワン 35Booth No.

旬の果物を加工し、消費者が新鮮で美味しい果
物を 365日楽しめる「365 フレッシュシステ
ム」サービスを提供する企業です。弊社製造工
程は韓国星州郡と MOU 契約を結び、新鮮なマ
クワウリを購入して 3段階の洗浄を経て乾燥さ
せた後、選別します。選別したマクワウリをス
ライスし、超低温で急速冷凍します。急速冷凍
した冷凍マクワウリは、季節に関係なく新鮮で
美味しく楽しめます。

会社情報

担当者名 キム　ホンジュン

所在地
Na-dong, Da-dong 36-4 Goongmal 
1gil Gasan-myeon, Pocheon city, 
Korea

E-mail kim@chamoe.co.kr

電話番号 82-31-541-9991

ファックス 82-31-541-9995

http://www.chamoe.co.kr

(株)トクダウム 36Booth No.

弊社は 2008年に設立しました餅ケーキ類ラン
餅専門製造会社です。ラン餅をはじめ、栄養餅、
大福等、さまざまな製品を質の良い材料を使っ
て丁寧に製造しております。HACCP 認証企業
として安全で信頼できる食品を製造しておりま
す。包装は内装と外装で作業する部屋を分け、
より徹底した衛生環境を提供・管理しておりま
す。包装が済んだ製品は金属検出機を通して金
属の有無を確認しております。

会社情報

担当者名 イ　ミンジ

所在地 355-20, Shinhyeonro, Siheung, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea

E-mail sonbiz@hanmail.net

電話番号 82-31-316-4400

ファックス 82-31-351-4958

http://www.dkdaum.com

冷凍マクワウリ
夏が旬のマクワウリを季節に関係なくお楽しみいただけま
す。高糖度で新鮮な冷凍マクワウリは、韓国内だけでなく
世界中でオンリーワンの商品です。
自然解凍してそのまま召し上がるか、ミキサーに牛乳と
一緒に入れ、スムージーにしても美味しいです。

ラン餅
ラン餅は、柔らかいカステラとモチモチした餅米を組み合
わせたもので、老若男女誰もが楽しめる新概念のカットケー
キです。日常生活で手軽に食べられるよう個別包装してお
ります。忙しい現代人の食事の代わりやおやつ用に開発さ
れた特許製品です。加熱調理後に冷凍しておりますので、
自然解凍でお召し上がりいただけます。

MEMO

MEMO
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DK食品（株） 37Booth No.

1997年に設立した DK 食品 ( 株 ) は、高品質チー
ズとジャガイモの輸入流通、及び、輸入した原材
料を商品化して輸出しております。手軽に楽しむ
ことができる冷凍食品を提供しております。弊社
はチーズ加工製品の製造を始めてから、独自の技
術で 20年、韓国市場シェア 1位の専門企業です。
I.Q.F（Individual Quick Freezing）システムを
利用し、個別急速冷凍することで最高の鮮度を維
持することができます。

会社情報

担当者名 シン　ファソン

所在地
10, Nonhyeon-ro 136-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea

E-mail hsshin@dkfoods.co.kr

電話番号 82-2-546-1990

ファックス 82-2-545-2990

http://www.dkfoods.co.kr

（株）Evergood Corporation 38Booth No.

弊社は 2009年に設立後、日本、カナダ、東南アジア
など約 20 カ国に農林産物を輸出しております専門
貿易商社です。弊社は栗、フルーツ、野菜など生鮮農
産物を中心に取扱い、高い輸出実績を誇っています。
また独自のノウハウに基づいた高品質商品を輸出す
ることで韓国産農産物のブランドイメージを高める
ために努力するとともに、新たな輸出品目を研究開
発して輸出拡大に注力しております。

会社情報

http://www.ever-good.co.kr

DK Breaded Italian Provlone&Mozzarella Cheese Sticks
モッツァレラチーズの食感と高級プロヴォローネチーズの豊か
な風味を楽しめます。手軽に食べられるスティックタイプで、
特に若い消費者層に喜ばれています。
鍋に油を多めに入れ、170 ～ 180℃程度に加熱して冷凍状態
のチーズスティックを入れ、約 1分半～ 2分間揚げます。フラ
イパンを使用する場合は、中火で約 2 ～ 3分調理してください。

エリンギ (Eryngii Mushroom)
韓国産キノコは栽培技術が優れており、歯ごたえがよく、
賞味期間が長いのが特徴です。

キウイ / ゴールド、グリーン
韓国産（全南地域）のキウイは糖度が高い商品です。キウイは食物繊維を多く
含み、ダイエットやコレステロールの低下に効果があると言われています。

干し柿 (Half dried persimmon)
デザート、プレゼント用に利用可能、保存温度によって最長 1年間保
管可能です。半乾燥させ、ゼリーのような食感と甘みが特徴です。

その他の輸出品目
●果物：イチゴ、ブドウ、メロン、マクワウリ、栗、梨、桃、リンゴ   ●野菜：キャベツ、トマト、白菜、パプリカ、カボチャ、玉ねぎ

担当者名 キム　イナ

所在地 #606, 27, Eonju-ro 30-gil, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea

E-mail jungan87@gmail.com

電話番号 82-2-587-1374

ファックス 82-2-582-8580

MEMO

MEMO
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(株)フードウェア 39Booth No.

株式会社フードウェアは、韓国で初めて、韓国
産豚肉を使用した餃子を日本に輸出する資格を
日本政府より承認されました。
日本で韓国産餃子の美味しさを認めて頂ける
ように全力を尽くします。

ジャンボ餃子
厳選した豚肉と野菜を使用した韓国伝統の
パリ皮焼き餃子です。

会社情報

担当者名 チョ　ヒソン

所在地
LEVEL 8, 17 SEAN BUILDING, TE-
HERANRO　88GIL, KANGNAMGU, 
SEOUL

E-mail johs@foodware.co.kr

電話番号 82-10-4437-3557

ファックス 82-2-554-6422

http://www.foodware.co.kr

コン食品営農組合法人 40Booth No.

ISO9001 の品質経営システムを組み合わせ
て、衛生的に生産しております。韓国行政自治
部選定優秀企業として、地域の農産物を原材料
として使用することを原則に、地域住民に雇用
を提供し、社会的企業として利益の一部を弱者
支援のために寄付しております。

会社情報

http://www.kong4u.com

王餃子
1. 新鮮な野菜と豚肉のうまみが調和しています。
2. 蒸し餃子、餃子スープにお使いいただけます。

ジャガイモ水餃子
1. 餃子の皮にジャガイモ澱粉を添加し、もちもちとした食感を強調
2. 長時間煮込んだりしても餃子の皮が破れにくいです。
3. しゃぶしゃぶ、鍋、ラーメン、うどん等にもご利用いただけます。

王餃子 ジャンボ餃子 ジャガイモ水餃子

ソフト紅参キャラメル
健康食品として人気が高い紅参を入れたキャラメル商品で、
紅参固有の味と香りを生かしたヘルシーキャラメルです。

ソフトエゴマキャラメル
ヘルシーな栄養素が豊富なキャラメル商品で、韓国と日本、東南アジ
アを越えてヨーロッパまで広がる韓国産エゴマキャラメルです。

生エゴマ油
エゴマ油や不飽和脂肪酸を多く含有。オメガ 3 が 60％
以上含まれており、体に良いヘルシーオイルです。

MEMO

MEMO

担当者名 キム　テジョン

所在地 82-6 Sayeo-gil Maro-myeon Boeun-
gun Chung-buk, Korea

E-mail 5c5@daum.net

電話番号 82-43-542-0633

ファックス 82-43-542-9300
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H&P International 41Booth No.

弊社は、輸出・入専門会社として、韓国産の新鮮な
野菜、果物、キノコ類などを世界主要 10ヶ国に輸
出しております。時代にふさわしく、これまで蓄
積された知識と経験をもとに、お客様の期待に応
えて、21世紀の環境に優しい企業としての役割を
果しております。国内はもちろん全世界の各地に
ある最高の製品だけを選定して、顧客が希望する
多様な商品を輸出・入して、最適な条件と最高の
サービスで提供しております。

会社情報

担当者名 ホ　パン

所在地
Room no B-112, Dong-A Theprime 
Tongil- ro 530, Seodeamun-gu, 
Seoul. Korea

E-mail hefang7777@naver.com

電話番号 82-70-8954-7886

ファックス 82-2-396-7881

http://www.hnpinter.com

第一種苗農産（株） 42Booth No.

世界的な雑誌であるタイム誌は「今、世界は
100歳時代」と報じ、治療より予防が重要な時
代となりました。弊社は、予防医療の時代に合
わせ、糖調唐辛子と抗がん白菜という機能性野
菜の種子を開発しました。常に変化に合わせて
成長する第一種苗農産です。

会社情報

担当者名 パク　ヨンジュ

所在地
22-130 MORAEJAE-RO, DO-
AN-MYUN. JEUNGPYEONG-GUN, 
CHUNGCHEONGBUK-DO

E-mail export@jeilseed.com

電話番号 82-43-838-1175

ファックス 82-43-838-7822

http://www.jeilseed.com

韓国産白菜
韓国産白菜でキムチ工場や市場に納品可能です。

抗がん白菜  (Anti-Cancer Korean Cabbage)
機能性野菜の種子で育てた白菜で、一般のものと比べ抗がん
成分が 33倍以上含まれています。

糖調唐辛子  (Dang Jo Peppper)
機能性野菜の種子で育てた唐辛子で、AGI

（α -glucosidase inhibitor）を多く含み、
食後の血糖値調節が可能です。

MEMO

MEMO
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農業会社法人（株）ジョンシムフード 43Booth No.

弊社は、添加物なし 100％サツマイモだけを
加工した干し芋を韓国で初めて導入し、国内市
場をリードしております。また、試行錯誤の末、
国内で初めて自動生産ラインの構築に成功し、
サツマイモのほか、栗、柿、リンゴ、ミカンチッ
プ、ドライミカンなど、様々な製品を消費者に
提供しております。

会社情報

担当者名 キム　ソンジン

所在地
〒２３１－００３５ 
神奈川県横浜市中区千歳町１－２ 
横浜 TH ビル６Ｆ

E-mail sjkim@daldam.com

電話番号 045-550-3906

ファックス 045-261-3828

http://www.daldam.com

ジョネギゴグマ（株） 44Booth No.

サツマイモは 1764年に日本の対馬から伝えら
れ、現在の釜山近郊東三洞及び青鶴洞地域に植え
られた後、韓国全土に広まった作物です。サツマ
イモは野菜に分類され、食物繊維が豊富でダイ
エットや子供のおやつにおすすめです。弊社のサ
ツマイモは、直営農場で栽培、生産しております。

会社情報

担当者名 キム　ヨンチョル

所在地 78, Utseobal-ro, Yeongdo-gu, Bu-
san. Korea

E-mail bm06000@naver.com

電話番号 82-51-403-9996

ファックス 82-51-404-4528

http://sweetpo.alltheway.kr

1日1回サツマイモ/干し芋 ( DRIED SWEET POTATO )
本商品は、食べやすいレトルト包装で、開封後すぐに召し上
がれます。添加物・保存料不使用の 100％サツマイモ商品、
全ての年代におすすめの栄養スナックです。
多くの試行錯誤と研究開発を通じて、製品別、工程別に最適
な温度で製品を生産する技術を保持し、サツマイモまた柿な
ど、様々な原料に添加物を加えずに乾燥させ、消費者の好み
に合った食品を製造しております。

MEMO

MEMO

商品特徴
本商品はサツマイモ加工食品として韓国で生産特許を持ち、
韓国セブンイレブンなどのコンビニへ納品しております。

サツマイモゼリー

サツマイモキャラメル
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韓国キノコ輸出事業団 45Booth No.

韓国はキノコ栽培に適した気候条件に恵まれ、
最適な自然環境及び最新栽培システムを取り揃
えており、一年中高品質のキノコを生産できま
す。種菌接種と培養、生育など栽培における全
過程は、完全無菌環境下にあり、キノコ栽培に
おいて最も重要とされる栽培施設内部の温度と
湿度、CO2濃度などは最新式自動システムに
より遠隔制御されています。

会社情報

担当者名 カン　ミヌ

所在地 #904, aT center, Gangnam-daero 
27 gil, seocho-gu, seoul, korea

E-mail komushco@naver.com

電話番号 82-2-6402-8625

ファックス 82-2-6402-8620

http://www.koreamushroom.co.kr

NEXTURE E-ONE CO.,LTD. 46Booth No.

NEXTURE E-ONE CO.,LTD. は、食品の代表
ブランド「NEO」を発売、” 新しく健康的な価値 ”
という製品開発哲学に基づいて様々な商品を開
発し、積極的な国内外営業活動を通じて良い成
果を上げています。

会社情報

担当者名 シン　ヒョンヒ

所在地 1F 7, Jegi-Ro, Dongdaemun-Gu, 
Seoul, Korea

E-mail shhyuil@naver.com

電話番号 82-2-6261-3833

ファックス 82-2-738-0607

http://www.nextureone.com

牛乳、コーヒー等と相性抜群です。
個別包装されており、携帯に便利！

いつでもどこでも楽しめます。

ネオクリスピーロール
本品は 21種類の穀物と 8種類の野菜を配合しています。
油で揚げずに焼きあげているので、さらにヘルシーな食品
です。ネオクリスピーロールは、3 つの種類（クリームチー
ズ、バニラ、チェダーチーズ）があり、飽きずに楽しむこと
ができます。

新鮮キノコ類（エノキタケ )
エノキタケにはタンパク質、炭水化物、必須アミノ酸、食物纎維、
無機質など各種栄養素が含まれています。またエノキタケに含ま
れる特殊なタンパク性多糖類はがん予防と血流改善を助けます。

新鮮キノコ類（エリンギ）
脂肪含量はシイタケの 2倍で、必須アミノ酸 10種のうち 9種が
含まれています。カルシウムや鉄分など新陳代謝を助ける
無機質も他のキノコに比べて多く含有しています。

MEMO

MEMO
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（株）サムジングローバルネット 48Booth No.

1970年、韓国伝統食品を海外同胞に供給する
ことで始まった輸出事業は現在、米国内の 10
支社をはじめ、国際的なネットワークを介して
継続的に成長しております。

会社情報

担当者名 キム　ユンボム

所在地 562 Samseong-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, Korea

E-mail kyb@wangfood.com

電話番号 82-2-3299-0973 

ファックス 82-2-961-5110

http://www.wangfood.com

粉唐辛子

WANG キムチ

ブルダッ味炒めトッポキ
ブルダッ味炒めトッポキ
本商品は中毒性のある辛口の製品、韓国式の辛さが好きな
方なら誰でもお楽しみいただけます。

粉唐辛子
韓国料理及び鍋に活用可能で、各種料理に辛味を足したい
とき、好みに応じて本品をご使用ください。

WANG キムチ
韓国直輸入で、本場の味である辛さと甘さを
楽しむことができます。粉唐辛子、ニンニクの
使用量を増加させ、深い風味を感じられます。

MEMO

海藻サラダ

海藻一杯

(株)SDコリア 49Booth No.

弊社は健康で安全な食品文化を確立すること
を信念に創業しました。HACCP 認証、アメリ
カ FDA 認証、有機農認証を取得し、紅参フルー
ツ飲料、フルーツゼリージュースなどの飲料生
産及び韓国伝統の餅商品である宮中トッポキ、
トック商品を生産しております。

会社情報

担当者名 ソン　セミン

所在地 957Dongseodaero Seo Gu Dae 
Jeon Korea

E-mail sybusa@naver.com

電話番号 82-70-4438-9912

ファックス 82-42-528-6559

http://www.sdgoods.co.kr

伝統カップトック、トッポキ
トックとトッポキは韓国伝統の味を生かした製品で米国、オース
トラリア、ヨーロッパ、東南アジアなどに輸出されております。

海藻サラダ
7種の海藻をフリーズドライ処理し、栄養の損失を最小化した
ヘルシー商品です。特別なソースを添えて食べる海藻サラダです。

海藻一杯
お湯を注ぐだけで食べられる、お手軽調理の
海藻スープです。本商品にお湯を注ぎ、2分ほ
ど待ってからお召し上がりください。

MEMO
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(株)永豊 50Booth No.

（株）永豊は、沢山売ることより体に良い製品を
作る、という消費者との約束を守り、新鮮な材
料と真心で製品を製造しています。当社は、食
生活がすべての幸福の基盤であるという考えの
もと、食品文化発展のために努力し、お客様の
声にまず耳を傾け、真摯に韓国料理固有の味と
心を伝える企業を目指します。

会社情報

担当者名 チョ ホジュン

所在地 64, Seongseogongdanbuk-ro, 
Dalseo-gu, Daegu, Rep. of KOREA

E-mail trade@ypfoods.co.kr

電話番号 82-53-593-4787

ファックス 82-53-593-4789

http://www.ypfoods.co.kr

チヂミ
新鮮な野菜を主原料として製造しており、簡単に韓国本場の味を
楽しめる製品です。凍ったままのチヂミを袋から取り出して
サラダ油をひいたフライパンに入れ、中火で約 7 ～ 8分程度焼いてお召し上がり下さい。

トッポギ
電子レンジ調理で手軽に食べられる
カップタイプで、モチモチした餅と
クリーミーなコクのあるチーズソースがよく調和された
常温流通製品であります。

MEMO
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ラベル表記サポート
日本食品表示制度の基準に基づき、
通関や流通に最適な表記形式のラ
ベルサンプルの提供・登録を
サポートします。

マーケティング支援
必要な経営コンサルティング及び商品
マーケティング分析をサポートします。

  マーケットテスト支援
各種販売プロモーションサポートにより
新たな韓国食品の市場開拓を支援します。

食品検査通関関連サポート
使用原材料について、日本の食品法に抵触する
成分の分析サポート。その他、残留農薬検査など、
通関に必要な商品の分析と安全性の検討作業を
サポートします。

通関
支援

法律諮問サポート
通関手続き及び租税法律制度など専門機関の
法律諮問サービスを提供します。

法律
支援

パッケージデザイン開発支援
日本の実績あるデザイン会社に委託し、現地の感覚に
合ったパッケージデザインの開発をサポートします。

流通
支援

通関
支援

販売
支援

販売
支援

韓国輸出業者、輸入流通業者、バイヤーを対象に、
法律及び流通のプロが日本市場展開を支援致します。

日本市場進出をトータルサポート

分野別に業務委託
費用の一部を

サポートします。

90%
費用支援

現 ・ 地 ・ 化
支援事業

お申し込みは、公式サイト（ビジネスページ）から!
http://www.atcenter.or.jp/business/




