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宋家秘伝 チヂミ粉ソンガネ韓国のり ( 缶）

サン冷麺

宮殿冷麺＆ビビム冷麺宋家伝統のり

株式会社五星コーポレーションは
冷麺・米麺・ジャジャン麺・のり等の韓国食品を中心に、食品・酒
類・飲料等の良質な製品を手頃な価格でご提供しております。特に、
自信を持ってお届けしている宋家 ( ソンガネ ) ブランドの製品は
一人でも多くのお客様に喜んで頂けるよう全世界に向けての販売
も視野に入れながら努力してまいります。

担当者名 キム サンジュ

電話番号 048-430-0051

ファックス 048-430-0054

メールアドレス gosei@go-sei.co.jp

住所 埼玉県戸田市新曽388

7-311A2Booth
NO. GOSEI CORPORATION CO.,LTD

http://www.go-sei.co.jp
(株)五星コーポレーション

リアルブラウニー　グリーンティーラテ
リアルブラウニーの新フレーバーです。緑茶葉とミルクの調和が
絶妙で優しく柔らかな味わいが特長のリアルブラウニーです。

チョコパイバナナ
世界で１番売れているチョコパイの新フレーバー、バナナ味です。
本物のバナナピューレを使用しているので、本格的なバナナの味
わいが感じられます。

7-311A1Booth
NO. ORION Corp.Japan Branch

http://www.orion-japan.com/ 
(株)オリオン日本支社

担当者名 ユン ヒョング

電話番号 03-6667-8361

ファックス 03-6667-8362

メールアドレス yoonhk@orion-japan.com

住所
東京都中央区日本橋人形町1-4-10
人形町センタービル5階
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ソウルマッコリ
やさしい甘みとすっきりした飲みやすい味わいが特長の、

韓国伝統のお酒です。ソウルマッコリの特長である乳酸由来

のやさしい甘みとともに、独自技術を活用し、日本人の嗜

好にも合う、“ 生マッコリ” のような微炭酸のすっきりとし

た爽快な口当たりを実現しました。

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

やすい口当たりです。ロックやストレートはもちろん、

お好みでカクテルやサワーにしても美味しく頂けます。 

もちもち水餃子
もちもち水餃子はじゃがいも澱粉を練り込んで
作った皮のもちもちした食感と豚肉とニラなどの野菜がたっぷり
入った具を楽しめます。一口サイズの食べやすくて美味しい餃子です。

キムチ餃子
キムチ餃子は厳選した豚肉と野菜、そして熟成したキムチを入れてピ
リッと辛い辛さと旨味を楽しめます。後から来るピリッとした辛さが
病み付きになる餃子で、辛いのが好みの方にオススメです。

ジャンボ焼餃子
ジャンボ焼餃子は薄力粉を使った皮はパリパリして、豚肉と野菜を
たっぷり使った具との相性が抜群です。迫力あるジャンボサイズと
ジューシーな味に二度、驚く餃子です。

ヒトシナ商事
株式会社ヒトシナ商事は日本で 14 年間、韓
国食材及び食品の輸入・卸販売を専門に幅広
く事業展開しています。

1L：業務用専用750ml350ml

担当者名 オ ジョンヒョン

電話番号 03-5484-1234

ファックス 03-5484-1845

メールアドレス coolguyjong@lotteliquor.com

住所 東京都港区三田1-4-28
三田国際ビル2314号

7-311A3Booth
NO. LOTTE LIQUOR JAPAN Co.,Ltd.

http://www.lotteliquor.com
ロッテ酒類ジャパン(株)

担当者名 ミン ジェホン

電話番号 03-5831-0065

ファックス 03-5831-0058

メールアドレス rakuichi.min@gmail.com

住所 東京都足立区花畑1-14-9

7-311A4Booth
NO. HITOSINA TRADING CO.,LTD(株) ヒトシナ商事
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リニューア
ルNEW

炭酸飲料製品 
(メッコール、チョジョン炭酸水)
メッコールとチョジョン炭酸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共に世界 3 大鉱泉と
して認められる大韓民国のチョジョン里鉱泉水で生産し
た製品です。 

高麗人蔘製品
(ジンスト濃縮茶、ジンストタブレット、ジンスト顆粒茶
 天地蔘の気)
ジンストは一和が独自の技術で高麗人蔘を発酵させた新しい
高麗人蔘製品の名称です。ジンスト高麗人蔘エキスは韓国の
食品医薬品安全庁から個別認定型原料として認められた
ものです。

担当者名 ユン ヨンサム

電話番号 03-6233-8012

ファックス 03-6233-8013

メールアドレス yun03@ilhwa.co.kr

住所 東京都新宿区大久保1-14-15
三辰ビル7階

サンキブランドは安心安全な美味しい本場
韓国キムチを日本の食卓にお届けします。
美しい自然に守られて数千年の歴史が息ずく韓国は日本文化
の源流をなす最も近い隣国です。素朴な温かさ、そして不
思議な安らぎと懐かしさに満ちた国その大陸的な気候風土に
よって生み出された、逸品サンキブランドキムチを製造して
30年が過ぎました。 

サンキブランドのキムチは韓国の食品医薬品安全庁 ( 日本の
厚生労働省にあたる）から HACCP 認証を取得した韓国工
場で製造しております。 
キムチの開発及び製造において蓄積された技術と経験並びに 
高い品質基準による徹底した衛生管理のもと、安心安全な食
品をご提供いたします。

7-311A5Booth
NO. ILHWA JAPAN CO.,LTD

http://www.ilhwa.co.kr
(株)イルファジャパン

7-311A6Booth
NO. SANKI Co.,Ltd.

http://www.sanki-jn.co.jp
(株)三輝

担当者名 中村 圭吾

電話番号 044-355-2123

ファックス 044-333-0511

メールアドレス nakamura@sanki-jn.co.jp

住所 神奈川県川崎市川崎区大島上町18-3

ペチュキムチ
内容量：300g

カヨラダキムチ
内容量：100g

伝統発酵食品トマトピューレ入り濃厚キムチ
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原料へのこだわり
厳選した栄養価の高いこだわりの原料から食べやすく、健康的で
バランスの良いドライフルーツ & ナッツバーに仕上げました。

スーパーフード入り
一般的な食品より栄養価が豊富に含まれることで注目されている
スーパーフードをそれぞれに使用しました。（キヌア、ヘンプシード）

オンガネプルコギたれ
漬けるだけの簡単調理。梨とリンゴの果汁がお肉を柔らかジューシー
に。肉じゃが、チャーハン、ピザなどアレンジ料理もたくさん、牛・
豚・鶏肉何にでも使える万能たれを精肉・総菜・外食メニューとして。

（※ 目安：お肉 100gにたれ 20g～ 25ｇ）

コーン茶ティーバッグ
ノンカフェイン・ノンカロリーだからお子様からご年配
の方まで！コーンの豊かな香りとすっきりとした味わい
で、季節を問わずいつでもおいしく頂けます。水出し、
お湯出し、煮出しなど好みに応じて使い分けください。
ノンカフェインだから妊婦さんにお勧めの飲料です。

HONEST BAR イチジク・ヘンプシード
内容量：35g　参考上代：250 円
JAN：4562137222602

オンガネプルコギたれ
内容量：500g / 2kg (業務用) 

コーン茶ティーバッグ
内容量：300g

HONEST BAR キヌア・ベリー
内容量：35g　参考上代：250 円
JAN：4562137222589

7-207A7Booth
NO. HAITAI PACIFIC CORP.

http://www.haitai.co.jp
ヘテパシフィック(株)

7-207A8Booth
NO. ONGANE JAPAN CO.,LTD.

http://www.ongane.co.jp
オンガネジャパン(株)

担当者名 小川　真吾

電話番号 03-5730-0912

ファックス 03-5730-1240

メールアドレス ogawa@haitai.co.jp

住所 東京都港区海岸3-22-23
MSCセンタービル

担当者名 下田　洋司

電話番号 083-246-3005

ファックス 083-246-3006

メールアドレス shimoda@ongane.co.jp

住所 山口県下関市長府港町10-63

HONEST BAR オネストバー

スーパーフードの入った

ドライフルーツ＆ナッツバー
新商品新商品
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果汁
80％

果汁
30％

果汁
50％

フルーツ de まったり
高果汁リキュール（マンゴー 50％、バナナ 30％、ピー
チ 80％）格安で高果汁リキュールの「フルーツ de まっ
たり」は、女性層をターゲットにした新商品。女子会、
小規模のカフェ、ケーキの原料など使い道は幅広い。

7-207A9Booth
NO. BSJ CO.,LTD

http://www.bekseju.co.jp
(株)BSJ

担当者名 イ　ジヘ

電話番号 03-6231-1570

ファックス 03-6231-1575

メールアドレス lee@bekseju.co.jp

住所 東京都中央区日本橋箱崎町20-1
箱崎NSOビル7階

担当者名 イ・チャンホ

電話番号 03-5835-0531

ファックス 03-5835-0533

メールアドレス leech@choga.co.jp

住所 東京都台東区蔵前2-1-32
第二北條ビル302号

7-207A10Booth
NO. CHOGA CO.

http://www.choga.co.jp
(株)草家

株式会社BSJは韓国の伝統酒企業「株式会社麹醇堂」
の日本支店として韓国本場のお酒を日本の皆さまに
ご紹介しております。
10 種類のハーブをブレンドした百歳酒をはじめ、フレッシュで清涼
感あふれる麹醇堂生（セン）マッコリ、 韓国の若者の間で話題の
麹醇堂米マッコリ（バナナ味・モモ味）など、韓国伝統酒を日本
のマーケットで販売しております。 2017 年 3 月にはデンマーク産
クリームチーズを使用した麹醇堂米マッコリクリームチーズを
新発売する予定でございます。
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チョンヤン食品紹介
1997 年 8 月に設立されたチョンヤン食品は、油脂類の専門メー
カーとして、「食品は、健康である」という理念を持ち、チョン
ヤン食品の製品を世界の食卓へ提供できるように努力しており
ます。韓国食品の優秀性を広く知らせたいと思います。

（株）コッセム食品は
1997 年に設立され、伝統茶、機能性茶、蜂蜜等各種茶類を生産し
て参りました。最新設備を導入し、全工程にわたり徹底的な品質管理
を行い生産する製品は、韓国有名スーパーに納品するほか、米国、日
本、中国、欧州など 20 カ国に輸出しており、グローバル企業として
成長中です。

主要取扱商品
・ 生えごま油
・ えごま油
・ クルミ油
・ ゴマ油
・ チア油

・ アマ二油
・ すりえごま

7-207A11Booth
NO. KKOH SHAEM FOOD

http:// www.ksfs.co.kr
（株）コッセム食品

7-207A12Booth
NO. CHUNGYANG FOOD Co.,Ltd.

http:// www.cyfood.co.kr
(株)チョンヤン食品

担当者名 イ・ヒソン

電話番号 +82-31-541-9921

ファックス +82-31-541-9933

メールアドレス trade88@ksfs.co.kr

住所 韓国京畿道抱川市蘇屹邑竹葉山路
35番ギル82

担当者名 ユン・チョルヒ

電話番号 +82-31-671-1444

ファックス +82-31-671-1448

メールアドレス je12yo@hanmail.net

住所 韓国京畿道安城市陽城面
陽城路94-5

主要取扱商品
柚子茶
韓国南部沿岸部産の柚子を使用し、
現代人の嗜好に合わせて蜂蜜を
加えました。柚子と蜂蜜の風味が
生きています。

生姜茶
漢方に欠かせない生姜を使った伝統茶で、風味を引立てるた
め生姜エキスを抽出、生姜スライスと蜂蜜を加えました。

カリン茶
リンゴ科に属するカリンは香りがよく、健康食品の原料によ
く使われます。カリンを千切りにして味と香りを引き出し、
蜂蜜を加えて召し上がりやすくしました。
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7-207A13Booth
NO. NFOOD Co., Ltd.

http://www.easycafe.co.kr
(株)エヌフード

担当者名 JUNG Su Jung

電話番号 +82-43-217-1772

ファックス +82-43-217-1775

メールアドレス info@metome.co.kr

住所 韓国忠清北道清原郡梧倉邑角里
1ギル86

会社特徴
各種フレーバーを取り揃え、果肉の食感を味わうことができる
本製品は、エード、ラテ、お茶、トッピングシロップ、ジャム
など多方面に活用できます。少量タイプ（30g、60g）から業
務用（1.2kg, 1.7kg）まで多様な製品がございます。

会社紹介
HACCP, ISO22000 を取得し、安心して召し上がっていただ
ける製品を生産するために努力しております。

7-207A14Booth
NO. sungjin

http://www.ihaenam.com
営農組合法人ソンジン

担当者名 アン・ジョンオク

電話番号 +82-61-534-7661

ファックス +82-61-534-7662

メールアドレス sungjin506@hanmail.net

住所 韓国全羅南道海南郡北日面万
樹里506-10

赤白菜エキス
紫レタスと白菜を交配させた新しい品種で抗酸化成分アント
シアニンとフェノール酸を豊富に含む「赤白菜」と、韓国産
の最高級蜂蜜だけを使用したエキスです。

柚子茶と飲料ベース
専門食品会社エヌフード！
ドリンクから料理まで幅広く楽しめる
エード＆ピューレ

営農組合法人ソンジンは
営農法人ソンジンは、四季を通じて黄土と海風、そして澄
んだ水が豊かな海南で育った赤白菜を使用した加工食品を
HACCP 認証施設にて製造しております。

韓国で話題の赤白菜！
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ロリポップ型キャラクターゼリー＆チョコレート製造
専門企業、デコリア製菓（株）
かわいくてきれいなデザインと最高のおいしさを追求して視覚と味覚
を感動させ、発展し続けるキャラクターチョコレート＆ゼリー専門
企業です。

Hand Decorated Character Jelly Lollipop
Hand Decorated Character Chocolate Lollipop

キャラクターゼリー＆チョコレートロリポップ
・ キュートで繊細なハンドメイドキャラクター製品
・ 柑橘類から抽出した食物繊維、ペクチンを使用した
　やわらかいペクチンゼリー
・ カカオ成分を 40% 以上含有したミルクチョコレート
・ 400 種類以上の多様な製品ラインナップで、常時販売、
　イベント、お祭りなど需要に合わせて提供可能

7-207A15Booth
NO.  FNBIO

http://www.fnbio.co.kr
エフエヌバイオ

7-207A16Booth
NO.  Decoria Confectionery Co., Ltd.

http://www.decoriaconf.co.kr
デコリア製菓（株）

担当者名 キム・ドンホ

電話番号 +82-41-641-4601

ファックス +82-41-641-8401

メールアドレス fnbio@hanmail.net

住所 韓国忠清南道保寧市川北面
チョングァン路230-8

担当者名 イ・へジン

電話番号 +82-41-534-8500

ファックス +82-41-534-5577

メールアドレス export@decoriaconf.co.kr

住所 韓国忠清南道牙山市新昌面杏
木路192番ギル46

おいしく！たのしく！
手軽に！飲む健康ドリンク 

・ Energy-Boom : Guarana Ext Powder, 
　Taurin, Vit B.
・ Ever Vita : Vit C, Multi Vitamin 
・ Ever Slim : Garcinia  
・ Ever Red Ginseng : Fermented Red Ginseng
・ Ever Beuty Gel : Hydro gel Type

FNバイオ（株）は
発泡性タブレットを専門的に生産する GMP 業者です。取扱商品は、
ビタミン、ダイエット、エナジー、紅参などの機能性成分を、おい
しく・楽しく・手軽に摂取できる発泡タイプのドリンクです。ダイエッ
ト発泡性タブレット “ スタイルアップ ” は TV ショッピングで人気と
なりました。最近では作って使うマスクパック発泡性タブレットを
開発致しました。今回の展示会では、日本で人気のエナジードリン
クに代わるエナジー発泡性タブレットのご紹介に注力する所存です。
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平和の島、世界自然遺産の済州島から...
清浄済州の “JEKISS” チョコレートは、2008 年の生産開
始以後、国内市場シェアを拡大し続けています。
常に顧客の立場に立ち、持続的な経営革新ならびに製品開発
を通して成長と安定のバランスを維持しています。
済州島はもちろん韓国チョコレート業界のリーダーとして使
命を持って邁進する所存です。

主要取扱商品
・ オレンジチョコレートホワイト
・ オレンジチョコレートブラウン
・ ヨーグルトチョコレート
・ プレミアムダークチョコレート
・ アマレットクッキー

7-207A18Booth
NO.  JEKISS Co., Ltd.

http://www.jekiss.com
(株)ジェキス

担当者名 イ・シンヒ

電話番号 +82-64-721-1950

ファックス +82-64-799-1956

メールアドレス jekiss_trade@daum.net

住所 韓国済州特別自治道済州市
涯月邑柳水岩平和ギル205

昔懐かしいあの味、誰にでも愛されるお菓子。
子供の頃食べていたあの味のまま、もっと香ばしくサクッと
した食感。ISO22000 認証、防腐剤・着色料不使用、コレ
ステロール・トランス脂肪酸・グルテンフリー。

（株）ビーエスグローバルコリアは
輸出がメインの貿易会社です。主にお菓子、キャンディ、チョ
コレートなどの商品を輸出しております。これまでに日本、
中国、東南アジアなどに輸出したことがあり、日本国内
では AEON へ納品したことがあります。

7-207A17Booth
NO. BS GLOBAL KOREA Co., Ltd.（株）ビーエスグローバルコリア

担当者名 イ・ジウン

電話番号 +82-2-402-0197

ファックス +82-2-402-0196

メールアドレス lu-an@naver.com

住所 韓国ソウル特別市松坡区松坡
大路28ギル13コブギビル807号

Rice CrackerWheat Cracker
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永豊は1993年に設立され、日本、アメリカ、
香港、中国、東南アジアなど世界２０カ国に輸出を
しています。
冷凍製品だけではなく常温流通可能なトッポギ製品など製品種
類が多様であり、簡単に調理して韓国の味を味わえます。 
韓国で加工食品製造会社として韓国の味をリードする会社です。

主要取扱商品
・ トッポギ　・ チヂミ　・ ホットク

世界に輸出される
一番美味しいトッポギ

7-207A19Booth
NO. CHEONHAEFOOD

http:// www.tenkeijapan.com
チョンヘ食品

7-207A20Booth
NO. Young Poong Co., Ltd.

http://www.ypfoods.co.kr
永豊

担当者名 田坂銀美

電話番号 048-430-7715

ファックス 048-430-7725

メールアドレス tasaka@tenkeijapan.com

住所 埼玉県戸田市下戸田2-12-21
天恵第一ビル201

担当者名 チョ・ホジュン

電話番号 +82-53-593-4788

ファックス +82-53-593-4789

メールアドレス trade@ypfoods.co.kr

住所 韓国大邱広域市達西区城西
工団北路64

チョンヘ食品は
1997 年に韓国で初めて海藻ビーズを開発生産したパイオニア
で、手軽に使えて低カロリー・高食物繊維・カラフルでおしゃれ
な海藻加工品を生産しております。衛生的な生産を心がけるとと
もに、お客様のより豊かで、健康で、幸せな人生のため、食生活
にサラダ文化とウェルビーイングダイエット文化を定着させる努
力を続けています。

取扱商品
海藻ビーズ、海藻麺、その他海藻・クラゲ加工品など

アルギンちゃん海藻麺 海藻麺みどり 生搾りえごま油アルギンちゃん海藻ビーズチャンジャ

新発売
2017年
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7-207A21Booth
NO. DAIONE FOOD CO., LTD

http://www.oysterkorea.com
デウォン食品（株）

担当者名 崔 雲学（チェ　ウンハク）

電話番号 03-5669-0229 

ファックス 03-5669-0219

メールアドレス shin@akb88.co.jp

住所 東京都墨田区亀沢2-11-16
藤田ビル1階

担当者名 Jung Ji Yong

電話番号 +82-31-709-8500

ファックス +82-31-709-8533

メールアドレス pearltoss@naver.com

住所 韓国京畿道城南市盆唐区野塔南路
233盆唐テクノパークA棟610号

牡蠣天

牡蠣天は
良質な牡蠣をまるごと揚げたスナックで、牡蠣の風味をそ
のままお楽しみいただける商品です。ビールのおつまみに
オススメです。

デウォン食品（株）は
38 年間牡蠣を専門的に養殖、加工、輸出しております。

（株）J&E紹介
1995 年に設立されたポップコーン・スナックの専門製造会社で、
韓国国内ポップコーン市場シェア 80% 以上を占めております。
2014 年にセブン＆アイ・ホールディングスにおいて販売実績を上
げ、2015 年にはユニーグループ全体で売場販売 1 位の製品をラン
チングさせた実績がございます。日本をはじめ、中国、台湾、ロシア、
東南アジア、モンゴル、中東地域などに輸出しております。おいしさ、
安定した品質に対する信頼がおける製造社です。

商品特徴
一般的な袋詰めポップコーンとは違い、１人で食べきれる量が
カップに入ったおいしいポップコーンです。

J&E CORPORATION
http://www.jnekorea.com

7-207A22Booth
NO.（株）ジェイ＆イー
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7-207A24Booth
NO.  saongwon

http:// www.saongwon.com
（株）サオンウォン

担当者名 Inseop Noh (盧  仁  燮)

電話番号 +82-31-631-7223

ファックス +82-31-629-7226

メールアドレス nis35@korea.com

住所 京畿道利川市白沙面清白里路
697-87

担当者名 KIM TAE YOUNG

電話番号 +82-70-4763-0731

ファックス +82-2-2611-0666

メールアドレス tykim@saongwon.com

住所 韓国忠清北道陰城郡大所面汗三路
153番ギル76-17

宰源グローバルネットは？
宰源グローバルネットのブランドコンセプトであるグッド & ウェ
ルには、人体に有害な添加物などを一切用いることなく最上の原
料とノウハウによって優れた製品を作りたいとの思いが込められ
ています。主な製品としては、味付け海苔、焼き海苔、トルチャ
バン ( 海苔ふりかけ )、ワカメ、コンブ、柚子茶などがあります。

サオンウォンは
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」
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。

取扱商品
・ホットク類　・チヂミ類　・チャプチェ類　・海苔巻き揚げ類

商品特徴
韓国の代表的な屋台料理であるホットクと
韓国伝統食品の代名詞であるチヂミとチャプチェを
急速冷凍させる方法で製造して、お客様が家で簡単に
食べられるように作った食品です。

トルチャバン-海苔ふりかけ
自然のままの原料を採取して乾燥させた
後に適当なサイズにカットし、韓国伝統
の味 ( ごま油と竹塩を添加 ) に調味しま
した。
味付けしたトルチャバンを 7 日以上低温
熟成する過程で大きな粒まで味を沁み込
ませ、250 度の高温で 30 分間揚げるよ
うにして焼き上げて、香ばしい香りとパ
リッとした食感をそのまま詰め込みまし
た。

JAEWON GLOBAL NET
http://www.goodandwell.co.kr

7-207A23Booth
NO.宰源グローバルネット
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7-207A25Booth
NO.  Organic Korea Co Ltd

http://www.wickedspoon.kr
農業会社法人韓国オーガニック（株）

担当者名 ジョ・チュンシク

電話番号 +82-63-714-2125

ファックス +82-63-714-2126

メールアドレス koreaphilip@gmail.com

住所 韓国全羅北道全州市徳津区麒麟
大路945-6 259号

7-207B1Booth
NO. DongBang Food co.,ltd

http://www.dongbangfood.kr
農業会社法人ドンバン製油（株）

担当者名 ナム・ジョンホ

電話番号 +82-54-331-6353

ファックス +82-54-336-9625

メールアドレス nam010@naver.com

住所 韓国慶尚北道永川市大田ギル93

韓国オーガニック（株）は、
低温圧搾法によりオメガ3脂肪酸を
63%以上含有する生えごま油を専
門的に生産しています。特許を取得
した酸化防止技術、また低温圧搾技
術を用い、さらに、便利なスティック
包装を採用することでいつでも新鮮
かつ衛生的に摂取できる生えごま油
を開発致しました。

We Rebuild Your Health
お客様の健康な毎日のために…
１．えごま粉末ではなく、えごまの粒から絞っています。
２．搾油を行うのは1回だけです。
３．化学溶剤を使用しない健康なオイルです。

韓国標準協会LOHAS認証/ISO9001:2008認証/全羅北道優秀成長
企業認証業者です。現在ISO22000およびHACCP認証申請中です。

農業会社法人ドンバン製油は
韓国伝統の圧搾製法により、無添加で、ごま特有の香りを生かした
ごま油とえごま油を生産しております。

農業会社法人ドンバン製油の商品は
栄養損失を抑えるため、低温圧搾法を採用して衛生
的な施設で生産し、ごま本来の香りと味が生きてい
る高品質のごま油です。

低温圧搾生産ごま油
(180ml)

低温圧搾生産生えごま油
(180ml)
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7-207B2Booth
NO. Bokumjari Co.,Ltd

http://www.bokumjari.co.kr
（株）ポグムジャリ

7-207B3Booth
NO. Daeheung Co.Ltd

http://www.alalri.co.kr
農業会社法人デフン（株）

担当者名 Ailee, Lee

電話番号 +82-10-6368-1409 (日本語対応）

ファックス +82-31-360-8822

メールアドレス global.lee88@gmail.com

住所 韓国京畿道安養市東安区市
民大路361

担当者名 オム・ジュヨン

電話番号 +82-53-811-5158

ファックス +82-53-811-8247

メールアドレス coalalri@hanmail.net

住所 韓国慶尚北慶山市珍良邑デブギル

BOKUMJARI は果物の専門家です。
当社は35年以上のノウハウを持つジャムと柚子茶の専門生
産会社でございます。 私たちは韓国の地元の果物で健康的な
製品をつくります。お茶、ジャム、スプレッド、マーマレード、
小倉餡、幼児のおやつなど。OEM生産、PB開発のお問い合わ
せも大歓迎です。

取り扱い商品
柚子柑橘ジャム( Yuza & Tangerine Jam)
ミルクスプレッド(Milk Spread)
ワンカップティー(One cup tea)
イチゴジャム(Real strawberry jam)

会社紹介
慶尚北道慶山にあるなつめ専門企業で、生生スライスなつめチップ
などを韓国内の食品飲料企業に納品するほか、海外への輸出も行っ
ております。ISO9001、FDA、GAPなど各種認証を取得して
おります。

生生スライスなつめチップ

栄養おやつなつめチップ（100% なつめ）
原料の慶山なつめを乾燥させた無添加の栄養ウェル
ビーイングスナックです。
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7-207B4Booth
NO. Kangsfood Co.,Ltd.

http://www.topokki88.com
（株）ガンスフード

担当者名 ナム・へソン

電話番号 +82-31-767-4516

ファックス +82-31-797-5249

メールアドレス j8800h@naver.com

住所
韓国京畿道広州市草月邑慶安川路
502-45

7-207B5Booth
NO. GOLDENCITRON黄金柚子

担当者名 カク ウン

電話番号 +82-10-8318-7570

ファックス +82-31-948-7961

メールアドレス kwageun@naver.com

住所 韓国京畿道坡州市雲井2ギル45-5

・粉末状で流通、保管および管理が簡便
・自動化設備による大量生産が可能
・認証取得ならびに自社基準による品質管理
・そのまま使えるソースなので手軽に調理可能
・簡単な調理でいつでも同じ味を再現可能
・バイヤーの要求に応じて調味開発が可能
・一般消費者から流通業者、外食業者など高ニーズ

主要取扱商品
・トッポギソース　・プルコギソース　・キムチソース
・煮干しだし　・レシピ 365 ソース

世界中で大人気！良質の製品を真面目に作ります。
（株）ガンスフードは、粉末ソースを専門に製造する会社で、元調理
師のメンバーから成る研究開発チームが開発した様々なソースを生産
しています。
OEM、アウトソーシングなどバイヤーの要求に応える製品生産が可
能ですので、貴社事業の効果効率の最大化を図ることができるものと
存じます。

取扱商品
黄金柚子エキス、チアシードアクアゼリー蒟蒻（りんご / トロピカル
/ グレープフルーツ）

1回分スティック包装黄金柚子
透き通った黄金柚子搾汁は、20 年にわたり毎年 600 トン以上を日
本に輸出しています。また HACCP、ISO22000 等の衛生管理シス
テムを基盤に製品を生産しており、米国 FDA の重金属残留安全性検
査通過等の国際的な規格にも準拠しております。

ヨーロッパ式コーディアル搾汁1回分包装黄金柚子茶
全羅南道高興産の天然柚子に蜂蜜とオリゴ糖を加え、化学添加物を最
小限に抑えたにごりのない柚子茶です。1 回分をスティック包装して
いるので、いつでも手軽にお召し上がりいただけます。

チアシードを果汁に加えたウォーター蒟蒻ゼリー
チアシードとフルーツ果汁を使用した健康ゼリードリンクで、りんご
味、トロピカル味、グレープフルーツ味を取り揃えております。
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7-310A1Booth
NO. Songwon Food

http://www.badasoop.co.kr
宋元食品

7-310A2Booth
NO. GWANGCHEON SAMWON FOOD

http://www.gcsamwonfood.co.kr
広川サムウォン食品

担当者名 宋 周賢 (JUHYUN SONG)

電話番号 +82-10-4762-7849

ファックス +82-41-669-5884

メールアドレス badasooop@naver.com

住所 韓国忠清南道瑞山市葛山
1ギル73

ご飯に巻いて食べる焼きカジメ - ごま油とえごま油、天日
塩で味付けをした焼きカジメです。

ご飯に振り掛けて食べる炒めカジメ - ごま油、えごま油、
天日塩をかけて炒めました。

ビールのおつまみにぴったり！
パリパリヤンニョムたたみいわしチップ – 辛いコチュジャ
ンと海苔でパリパリとした食感と旨味を生かしました。 

丈夫な骨を作る栄養たっぷり子供のおやつ、
たたみいわしチップ – パリパリ焼いたたたみいわしに香ば
しさを加えました。

パダ（海）スプ（森）は
昆布の仲間であるカジメがあまり知られていない 1980 年にス
タートしました。もっぱらカジメに対する確信と忍耐で今までカ
ジメを採取・生産しているソン・チョルス氏は、韓国初で唯一の
カジメ食品特許保有者、そして韓国唯一のカジメ名人です。
( 特許第 0392482 号 )

カジメとは？
きれいな海域でのみ育つコンブ目の海藻です。生育条件が厳しいため養殖ができず、採取から洗浄、すだれに広げる、天日干しの
全過程が全て手作業で行われます。食味と栄養を兼ね備えたカジメは、とても貴重な食材といえます。

広川サムウォンフードは
韓国西海岸産の最高級生海苔に海塩、

ごま油および自社施設で抽出する

えごま油で調味する味付け海苔を

2 代 50 年に渡り生産しております。

食品製造事業の基盤となる徹底した

衛生管理のため HACCP や HALAL などの国際的な認証

を取得、またオゾン等滅菌ランプの稼動なども行ってお

り、味・品質・衛生を一貫して守る努力をお約束致します。

担当者名 チェ スホ

電話番号 +82-41-641-1015

ファックス +82-41-642-1018

メールアドレス ycsh8738@naver.com

住所 韓国忠清南道洪城郡広川邑
湘井1ギル63
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7-310A3Booth
NO. AGRICULTURAL SEORIM FARM CO.,LTD

http://www.happydrimi.com
営農法人会社瑞林農場（株）

7-310A4Booth
NO. GEUMSAN GINSENG COOPERATIVE

http://www.k-ginseng.kr
錦山人蔘協同組合

担当者名 キムヒョンヒ

電話番号 +82-41-665-4600

ファックス +82-41-666-4599

メールアドレス hyoonjookgy@naver.com

住所 韓国忠清南道瑞山市大山邑
忠義路1769

担当者名 ジョン・ウォンシク

電話番号 +82-10-3773-2362

ファックス +82-50-5300-2363

メールアドレス mpkr@naver.com

住所 韓国忠清南道錦山郡錦山邑
錦山川1ギル103-4

Korean Red Ginseng Extract & Korean Honey Red
Ginseng 製品は、現在韓国有名大型マートへ OEM 納品して
おります。

主要取扱商品
Korean Red Ginseng Extract 
Korean Red Ginseng Extract Powder 
Korean Red Ginseng Extract Tonic
Korean Honey Red Ginseng

錦山人蔘協同組合は
錦山地域の優れた高麗人参製品製造専門業者
から成る組織で、高麗人参の栽培から製造、
加工、輸出までを一貫して行っております。 Korean Red Ginseng Extract Korean Honey Red Ginseng

手軽でヘルシーな栄養おやつ＆ナチュラルフード
自然がつまったヌナトッポギは、優れた原材料を使用し、
安心して食べられる高品質な製品です。
有機栽培米で作った餅と、3 年間熟成させた伝統味噌、
野菜を煮出した伝統発酵ソースが一体となった栄養満点の
一品です。

健康で幸せな人生を見守るグローバルライフケア企業
瑞林農場（株）は、家庭の健康と幸せを考え、環境にやさしくかつ
おいしい食べ物にこだわっています。
瑞山大干拓地の豊かな栄養とこだわりのエコ有機農法で
直接栽培・加工しています。

主要取扱商品
・ エコフレンドリーヌナトッポギ
・ エコフレンドリーヌナトック
・ エコフレンドリーヌナトッポギソース
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7-310A5Booth
NO. daehan trading co.,ltd

http://www.dhlk.co.kr
（株）大韓貿易商社

7-310A6Booth
NO. NOKCHAWON CO., LTD

http://www.nokchawon.co.kr
(株)緑茶園

担当者名 イム ヘチョル

電話番号 +82-41-931-2334

ファックス +82-41-931-2337

メールアドレス daehan@dhlk.co.kr

住所 韓国忠清南道保寧市藍浦面
ウルムネギル98

担当者名 ヤンミスク

電話番号 +82-2-597-3949

ファックス +82-2-521-4116

メールアドレス trade@nokchawon.co.kr

住所 韓国ソウル特別市瑞草区瑞草大路
4ギル84

緑茶園、世界に広がる
韓国伝統茶！

取扱商品
茶葉製品をはじめ、粉末スティック茶や
ティーバッグ、液状フルーツ茶、ラテなど
多様な茶製品のほか、食品飲料ソリューションとなる
安全な原料また食資材の提供も行っております。

緑茶園紹介
緑茶園は 1992 年に茶類製品専門企業として設立され、韓国で
は環境にやさしいお茶分野をリードして参りました。
世界主要市場において世界的なお茶メーカーが競合する中、韓国
茶の優秀さが知られるようになりました。
韓国のお茶と食べ物また飲料が世界の食文化のひとつの古典にな
る日まで、良質なお茶、食品、飲料の製造に努力し続ける所存です。

大韓貿易商社紹介
韓国西海岸産原料だけを使用した 100 余の製品を生産、世界 30
カ国に輸出しております。新鮮な製品を供給するために受注生産方
式を採用し、最新衛生設備と徹底した管理システム、厳格な検査管
理を通して安全で優れた品質の製品を生産しています。
自社技術開発による高い技術力を持ち、大規模生産設備もございま
すので、ご要望に合わせた味・量で生産また新製品開発が可能です。

忠清南道保寧市大川の天然岩海苔
アルチャン在来海苔は、韓国西海岸のきれいな
海で育った最高品質の原藻だけを厳選していま
す。1 年を通じて新鮮で特有の風味をそのまま
味わうことができ、香ばしくパリパリの食感は、
昔ながらの伝統的な在来海苔のおいしさが生き
ています。



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
輸入企業の商品販売企画に必要な
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。

韓国食品を輸入販売したいけれど、
法律のことがわからない、品質が心配、

日本市場に合ったパッケージデザインを開発したい、
どうやって販売したらよいかわからない…

お申し込みはウェブサイト
を確認してください。

お申し込みは、公式サイト ( ビジネスペー
ジ ) から申請方法詳細は隣のページを
ご参照ください。

http://www.atcenter.or.jp

わたしたちがサポートします

輸入時食品検査サポート
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。

通関及び関税関連サポート
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。

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。

通関
支援

通関
支援

流通
支援

通関
支援

販売
支援



保存した申請書ファイルをメールに添付し、
指定の右記メールアドレスに送信してください。

03
送信 東京支社 …kfood@atcenter.or.jp

大阪支社 …dscho34@gmail.com

作成した申請書ファイルをメール送信します。

ビジネスページをクリック

ビジネス会員登録をクリック
会員登録フォームに必要な情報を入力し、
登録を完了して下さい。

01
会員登録

http://www.atcenter.or.jpにアクセスします。
既に登録済みの会員様は手順02からご覧下さい。

02
書式 DL

ビジネスページのバナーから申請書をダウンロードします。
申請書ファイルダウンロード

ダウンロードしたエクセルファイルに
申請内容を入力し、PDF形式に変換して
保存します。

現地化支援事業の申請はウェブで簡単！




