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�日•韓両国企業の橋渡しをして十数年―

これまでの経験をいかして、貴社の商談をサポートします。
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E6-701-01Booth
NO.(株) ビーケーバイオ BKbio Co.,Ltd.

担当者名 Park Jieun

電話番号 +82-70-8785-8606 

ファックス +82-31-732-7362

メールアドレス jepark@bkbio.com

住所 韓国京畿道城南市中院区
遁村大路 400

http://www.bkbio.com

済州島のスーパーフード専門企業
天に恵まれた環境と多様な資源が豊かな済州島。その優しい栽
培環境で育っている果物、野菜、薬用植物の生物から厳しい品
質管理技術、最新加工技術を活用した優秀な製品を生産、販売
及び OEM/ODM 生産も行っております。

主要取扱商品
・ 済州島に生育している野菜 / 果実類
  (PEF 技術によるスーパーフードに特化 )
・ ブロッコリー ( スーパーコリ )
・ 芽キャベツ　・ 紫ニンジン　・ ケール等

加工製品
蜜柑、ニンジン、各種野菜の搾りジュース (100％果物・野菜 )
ヨーグルト ( オリジナル、お茶味、みかん味 ) 各種野菜の乾
燥加工品、粉末類 ( ブロッコリー、紫ニンジン、ニンジン等 )

E6-701-02Booth
NO.(株) エヌフード

担当者名 見田 和仁

電話番号 03-5772-4498

ファックス 03-5772-4747

メールアドレス k-mita@owill.co.jp

住所 東京都港区北青山1-2-3
青山ビル12階

主要取扱商品
スムージー
・ グリーンスムージー
・ イエロースムージー
・ レッドスムージー

エール & ティー
・ 蜂蜜ゆず
・ 蜂蜜ジンジャー

ティパック柚子茶
蜂蜜ゆず& 蜂蜜ジンジャー
お茶、各種トッピング及びドレッシング、カクテル等の様々
な料理で使用可能です。個別包装で簡単に使用できます。

スムージー(Color Smoothie)
20 種類の野菜や果物を含むグリーンスムージーから、マル
チビタミンと柚子、レモンエキスを含有するイエロースムー
ジー、コラーゲン、ザクロ、グレープフルーツ含有のレッド
スムージーまで多様なスムージーを提供致します。
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E6-701-04Booth
NO.漁業会社法人看月島カキの塩辛事業団(株) Ganwoldo Eoriguljut corporation

韓国伝統塩辛を世界に知らせる看月島塩辛商品
看月島（カンウォルド）塩辛は、最高の製品を生産するため、主
原料であるカキは西海岸瑞山地域の清らかな干潟で育ったものだ
けを使用しています。また、HACCP 認証ならびに伝統食品認証
を取得、衛生管理・品質管理を徹底、出荷後も流通期間現況の確認・
点検を通して厳しい製品管理を行っています。

主要取扱商品
・ 看月島カキ塩辛
・ 看月島タコ塩辛
・ 看月島イカ塩辛

担当者名 ユ ミョングン

電話番号 +82-41-669-1290

ファックス +82-41-669-1294

メールアドレス ymg0099@naver.com

住所 忠清南道瑞山市浮石面
看月島里 163

E6-701-03Booth
NO.(株) チョンヤン食品 CHUNGYANG FOOD Co.,Ltd.

担当者名 sangwook kim

電話番号 +82-31-617-1444

ファックス +82-31-671-1448

メールアドレス cyf1209@hanmail.net

住所 京畿道安城市陽城面陽城路
94-5

http://www.cyfood.co.kr

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。

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
・ えごまオイル
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E6-701-06Booth
NO.安眠島農協清潔唐辛子加工工場 Anmyundo Nonghyup

担当者名 Jeong jun-Mo

電話番号 +82-41-673-4580

ファックス +82-41-673-4690

メールアドレス jjmcoffee@hanmail.net

住所 忠清南道泰安郡安眠邑
ソウンウンリ 1013-2

安眠島農協清潔唐辛子のご紹介
安眠島唐辛子は、豊富な日照量と清浄な環境で育っため糖度
が高く、深い味わいが特徴です。また、衛生的な洗浄設備と
厳格な生産管理のため、均一な品質の商品のみ生産しており
ます。安眠島唐辛子商品は韓国有機認証、日本（JAS）、欧
州（EU）、米国（USDA）の国際有機農産物の認証を受け、
世界市場において有機農商品と認められています。

主要取扱商品
・ 安眠島有機農唐辛子粉
・ 安眠島日干し唐辛子粉
・ 安眠島テジャビ
   有機農唐辛子粉

E6-701-05Booth
NO.デコリア製菓 (株) Decoria Confectionery Co.,Ltd.

担当者名 Hae-Jin Lee

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 忠清南道牙山市新昌面杏木路
192番ギル 46

http://decoriaconf.co.kr

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。

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
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E6-701-08Booth
NO.(株) 三光食品 Samkwangfood Co .,Ltd.

担当者名 Song Cho

電話番号 +82-31-714-7765

ファックス +82-31-715-7709

メールアドレス song@samkwangfood.co.kr

住所 忠清北道鎮川郡梨月面沙谷里
センゴ鎮川路 1492

http://www.samkwangfood.co.kr

株式会社三光食品のご紹介
国内最大級のチョコレート製造会社である ( 株 ) 三光食品は、国内
の優秀大企業との取引をもとに製菓市場に大きな役割を果たして
きました。
最高の製造設備と優秀な技術力を持っており、チョコレート部門
以外にもジャム、液状茶やお菓子などを製造しております。
それだけでなく、OEM、PL、PB など製品生産も可能であるので
韓国製菓市場に大きい役割を果たしております。

主要取扱商品
・ 完成品チョコレート
・ 液状茶
・ ジャム
・ スプレッドクリーム
・ お菓子

E6-701-07Booth
NO.(株)ポグムジャリ Bokumjari Co.,Ltd.

担当者名 Kim HyunJu

電話番号 +82-31-382-8843

ファックス +82-31-360-8822

メールアドレス ninakim78@gmail.com

住所 韓国京畿道安養市東安区市民大路
199 BYCビル7階

http://www.bokumjari.co.kr

ポグムジャリの原料へのこだわり！
ポグムジャリのジャム、乾燥果物スナック、乳児用おやつ商品は韓国
産果物原料を使用しています。より良い果物を見つけ、長い時間をか
けて、安心安全の商品のみ生産しております。
また、新鮮な原料、衛生的な設備、徹底した生産工程がポグムジャリ
が夢をかなえる唯一の道だと信じています。

主要取扱商品
・ イチゴジャム 220g
・ りんごジャム 220g
・ 葡萄ジャム 220g
・ 乳児用おやつ
・ 乾燥果物スナック
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E6-701-09Booth
NO.大栄食品(株) DaeYoungFoods Co., Ltd.

担当者名 KIM YUN KYUNG

電話番号 +82-2-3668-9254

ファックス +82-2-3668-9292

メールアドレス kyktrade@daeyoungfoods.co.kr

住所 ソウル特別市鍾路区鍾路390
ケイティスビル7階

http://www.daeyoungfoods.co.kr

商品特徴
キシリトールガム
歯の健康を守る天然色素 & 甘味料キシリトー
ルを配合

清涼菓子類
爽快なミントのシュガーレスタブレットキャ
ンディー

チョコボール類
アーモンド・ひまわり・マーブル・ストーン
など多種多様なコーティングチョコボール

シュガーレスキシリトールガム・清涼菓子類・チョコ
ボール類専門製造！ご希望に合わせ、競争力のある価
格で生産！
1984 年に設立されたコーティング専門会社で、韓国大手企業の
OEM をはじめ現在 20 カ国以上の国に自社ブランドと PB 商品を提
供しています。品目別専用生産ラインを構築しており優れた生産環境
と技術を備えています。

HACCPとISOといった
国際品質認証取得！

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 大邱広域市達西区城西工団
北路64 

E6-701-10Booth
NO.(株) 永豊 YOUNG POONG Co., Ltd.

http://www.ypfoods.co.kr

(株)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
・ チャプチェ
・ ホットク
・ 海苔巻き天ぷら
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E6-701-11Booth
NO.(株)ジェキス JEKISS CO., LTD.

担当者名 MOON KYEONG HWAN

電話番号 +82-64-721-1950

ファックス +82-64-799-1956

メールアドレス choco1950@hanmail.net

住所 済州特別自治道済州市流水岩平
和ギル 205

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

E6-701-12Booth
NO.農業会社法人株式会社百済 BAEKJE CORPORATION Co., Ltd.

担当者名 kim cheol yoo

電話番号 +82-41-641-3431

ファックス +82-41-642-0166

メールアドレス lalala3000@hanmail.net

住所 忠清南道洪城郡広川邑淡山里
140-2

http://www.bj-noodles.com

主要取扱商品
・ 冷麺
・ カップお米ヌードル
・ カップトック
・ カップトッポキ

農業会社法人株式会社百済紹介
農業会社法人株式会社百済は、冷麺やトッポキ等、麺ならびに
餅製品を製造する食品会社です。
40 年の歴史を持ち、HACCP 認証を取得した衛生的な施設で
製造しております。
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E6-701-14Booth
NO.(有)明成 MEISEI Coporation

担当者名 ハム ジェホ

電話番号 048-280-1381

ファックス 048-280-1386

メールアドレス meisei1381@meiseijapan.co.jp

住所 埼玉県川口市南鳩ケ谷1丁目 
26-15

http://www.meiseijapan.co.jp

有限会社明成紹介
酒・食品の貿易会社として、日本と韓国の食文化を両国の方々
に幅広く紹介し、貢献できるように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
ていけるよう邁進致します。

ほんのり香リキュールポチョンマッコリソウル月梅マッコリ

主要取扱商品
マッコリ
ソウル月梅マッコリ
ポチョンマッコリ
ポチョン黒豆味マッコリ
ポチョン梨味マッコリ
リキュール
ほんのり香ブルーベリー
ほんのり香ピーチ

E6-701-13Booth
NO.三養食品 (株) SAMYANG FOODS Co., Ltd.

担当者名 Han DongKwan

電話番号 +82-2-940-3382

ファックス +82-2-942-4351

メールアドレス handk@delicioussamyang.com

住所 ソウル特別市城北区梧牌山路
3ギル 104

http://www.samyangfood.co.kr

韓国ラーメンの元祖!!  
いいものは、人を惹きつける!
1961 年に設立された三養食品は 1963 年、韓国で初めてラー
メンの生産を開始しました。50 年の間研究し積み重ねられた
ラーメン生産ノウハウを持って、ISO22000、HACCP 認証
を獲得し、製品の安全と皆様の信頼を得ています。

主要取扱商品
・ 三養ラーメン
・ キムチラーメン
・ ブルダックボックン麺
・ ウォデンタン麺
・ ハニーチーズビッグボール
・ チーズカレーカップラーメン
・ ラポッギカップラーメン
・ 穀物チーズロール
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E6-701-16Booth
NO.(株)三輝 SANKI Co.,Ltd.

担当者名 成瀬 彰彦

電話番号 044-355-2123

ファックス 044-333-0511

メールアドレス naruse@sanki-jn.co.jp

住所 神奈川県川崎市川崎区大島上町 
18-3

http://www.sanki-jn.co.jp

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。

E6-701-15Booth
NO.大象ジャパン(株) DAESANG JAPAN INC

担当者名 べ ジュンホ

電話番号 03-3580-8880

ファックス 03-3580-8885

メールアドレス juno0109@daesang.co.jp

住所
東京都港区新橋3-1-9 301新橋ビル
3階

http://www.daesang.co.jp

スンチャンコチュジャン
美食の国韓国の、味の土台を築いた唐辛子味噌、コチュジャ
ン。食欲をそそる刺激で世界中に愛される、代表的な調味料
です。1956 年の創業以来、長年の発酵技術で韓国トップ
ブランドを守る大象 ( デサン ) 株式会社は、コチュジャンの
名産地スンチャン村に自社工場を有し、昔ながらの『スンチャ
ンコチュジャン』を、丁寧に作り続けています。
さらに優秀な開発スタッフによる原料の厳選から、優れた醗
酵菌株の選抜培養、製法技術の開発、多数の特許取得など
品質向上への努力を日々続けています。
そ う し た 研 鑽 に よ っ て 実 現 し た、“ 主 原 料： 韓 国 産 米
100％ ” というこだわり。辛さの中に深いうま味とコクがあ
り、韓国料理はもちろん、世界各国のどんな料理にも合うの
が特長です。
その昔王室献上の栄誉を得た、スンチャンだけの伝統の味、
韓国 NO.1 コチュジャンをお届けします。

宗家(チョンカ)キムチ
宗家キムチは、伝統の現代的継承を厳格に行うことを基本に、
キムチの生産を続けてまいりました。1987 年から 28 年
間連続に韓国国内でキムチ売上 No.1 のブランドです。
宗家キムチは日本をはじめ、東南アジア、アメリカ、ヨーロッ
パ、オセアニア等世界約 40 か国へ輸出をしております。
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E6-701-17Booth
NO.ウリスル・ジャパン(株) WOORISOOL JAPAN Co.,LTD

担当者名 半田 浩康 

電話番号 03-3672-8101

ファックス 03-3672-8102

メールアドレス handa@maggulli.jp

住所 東京都江戸川区南小岩6-27-13
SKビル３階

http://www.maggulli.jp

マッコリの世界化を目指す（株）Woorisoolの
基本原則を守る正当経営 
韓国で愛飲されている非加熱タイプの本生マッコリや、清涼感あふ
れる炭酸マッコリ、一般的な殺菌マッコリ等、品揃えが豊富なウリ
スルマッコリをはじめ、りんごをベースにしたフルーツリキュール、
韓国産ゆずを使用したシロップや伝統茶、スーパーフードを加えた
ホットティー等、韓国伝統酒、伝統茶を御紹介します。

ウリスル・ジャパン㈱の取扱商品
・ SUPERFOODS TEA インカの力
・ ゆずエキス 999
・ ウリスル本生マッコリ
・ ウリスルジュシ楽梨マッコリ
・ やわらかりんご
・ やわらかみかん
・ やわらかジンジャー

E6-701-18Booth
NO.(株)第一物産 DAIICHIBUSSAN Co.,Ltd.

担当者名 日下　啓二

電話番号 03-3836-0284

ファックス 03-3836-4211

メールアドレス kusaka@d1b.jp

住所 東京都台東区東上野2-15-2
第一物産ビル

http://www.d1b.jp

第一物産の取扱商品
・ 骨なし参鶏湯 650g、250g
・ 伝統の約束 参鶏湯 1kg
・ 新松コチュジャン 500g、170g
・ 新松サムジャン 500g、170g
・ 新松テンジャン 500g
・ 新松春雨 500g

株式会社第一物産紹介
1960 年創業以来、「手づくり」にこだわりながら、
伝統発酵キムチを作り続けています。
自社のオリジナルキムチの他、PB 製品の開発・販売、
韓国食材の輸入・販売も行っております。
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E6-701-20Booth
NO.ヘテパシフィック(株) HAITAI PACIFIC CORP.

担当者名 石塚 啓太郎

電話番号 03-5730-0912

ファックス 03-5730-1240

メールアドレス ishizuka@haitai.co.jp

住所 東京都港区海岸3-22-23
MSCセンタービル

http://www.haitai.co.jp

会社案内
ヘテパシフィック ( 株 ) は、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。韓国菓子の輸入販売、NB・PB・
OEM 等幅広く対応可能な輸出入専門会社です。

ヘテパシフィック(株)の取扱商品
・ 辛ダンドントッポッキ味スナック
・ バターワッフル
・ チュロッツ
・ チョコワッフル
・ ひまわり種入りチョコ
・ ストーンチョコ
・ コーヒービーンズチョコレート
・ カロリーバランス（チーズ）
・ カロリーバランス（チョコ）
・ カロリーバランス（フルーツ）
・ カロリーバランス（メープル）

E6-701-19Booth
NO.(株)草家 CHOGA Co.,Ltd.

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
第二北条ビル302

http://www.choga.co.jp

マッコリの安全・安心は原料の産地確認から
すべての製品に『韓国産鉄原五台米』を100％使用。食の安全・
安心は草家のモットーです。消費者に判りやすくするため、全製
品のラベルに原料である『韓国産鉄原五台米100％』を表示し
ています。黒豆は遺伝子組み換えでないものを使用し、秋ウコン
は沖縄産、マカは南米産を使用しています。

プレーン＆フルーツ草家マッコリ 草家純米マッコリ 草家高果汁酒
甘いフルーツとのコラボレーションは、女性に人気急上昇！

【プレーン、りんご、なし、ぶどう、みかん及びヨーグルト等】　
100％韓国産高級米使用の
純米プレミアマッコリ。

女性に大人気の果汁酒
【りんご、なし、ぶどう、みかん】

進化した「カロリーバランス」を
ぜひお試しください！
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E6-701-21Booth
NO.(株)一和ジャパン  ILHWA JAPAN Co.,Ltd.

担当者名 尹　泳三

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7F

http://www.ilhwa.co.kr

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。

E6-701-22Booth
NO.(株)徳山物産 Tokuyama Bussan Co.,Ltd

担当者名 前川　覚

電話番号 03-5812-1555

ファックス 03-5812-1556

メールアドレス tokyo1@panga.co.jp

住所 東京都台東区台東 3-27-9
徳山ビル

http://www.panga.co.jp

徳山物産紹介
大阪鶴橋コリアタウンで韓国伝統餅と韓国伝統冷麺製造・販売
する商店として始まった徳山物産。韓国食材総合商社のパイオ
ニアとして日本と韓国の食文化の架け橋となるべく、素材や製
法にこだわり心をこめた製品を今後もお届けしていきます。

徳山物産の取扱商品
・香ばしいえごま油１５０ｇ
・口どけなめらかえごまパウダー８０ｇ
・香ばしいえごま油で仕上げた韓国海苔 ８切８枚２袋
・韓国ふりかけのり５５ｇ
・ゆずシナモン300ｇ
・班家レトルトさむげたん800g
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E6-701-24Booth
NO.ロッテ酒類ジャパン(株) LOTTE LIQUOR JAPAN Co.,Ltd.

担当者名 石永 佐保里

電話番号 03-5484-7578

ファックス 03-5484-1845

メールアドレス s.ishinaga@lotteliquor.com

住所 東京都港区三田1-4-28
三田国際ビル2314号

http://www.lotteliquor.com

韓国ロッテ七星飲料の炭酸飲料「ＨＯＴ６」は、韓国内の市
場シェア 60％を超える人気商品です。日本でもテスト販売
を開始し、注目度急上昇中です。
ガラナエキスを使用した天然のカフェインと、合成着色料・
保存料無添加で安心してお召し上がりいただけます。
微炭酸で飲みやすく、リフレッシュしたい・エナジーアップ
したいときにオススメです！

韓国Ｎｏ．１エナジードリンク
『ＬＯＴＴＥ ＨＯＴ６（ホットシックス）』
日本上陸！

E6-701-23Booth
NO.ジェイケイフード(株) JK FOOD Inc.

担当者名 崔 誠恩

電話番号 03-3623-9149

ファックス 03-3623-9148

メールアドレス info@jkfood.jp

住所 東京都墨田区八広6-8-3

http://www.jkfood.jp

韓国食の優秀性を基に「正しい韓国食文化の普及」
及び「健康的で安全な食品の提供」を目指す！
日本に韓国食文化の普及を図り、健康的な食の提供という理念の
もと 2012 年に設立した「ジェイケイフード株式会社」は、
朝鮮王朝の宮廷料理人だった祖母を持つ「崔誠恩」が手掛けた
韓国タレ、本格キムチ、韓国のりなどの商品を中心に卸売りや
輸出入業を展開しております。

ジェイケイフードの取引商品
・ 崔さんの赤ジャン
・ 崔さんの白ジャン
・ 崔さんの鮑ジャン
・ 崔さんの白菜キムチ ( ホールカット )
・ 崔さんの白菜ホールキムチ
・ 崔さんの本格韓国のり
・ 崔さんの韓国生うどん
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E6-701-25Booth
NO.(株)オリオン日本支社 ORION Corp.Japan Branch

担当者名 森　千春

電話番号 03-6667-8361

ファックス 03-6667-8362

メールアドレス c.mori@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

http://www.orion-japan.com/ 

リアルチーズチップ
プレミアムチェダー＆カマンベールチーズとポテトをカリッと焼
き上げた新感覚チップ！チーズを 12.1％配合しているため、本
格的なチーズの味わいをお楽しみいただけます。
●内容量：62g

リアルブラウニー（４個入）
個包装が4個入っている箱タイプです。濃厚なブラウニー生地に、
チョコレートチャンクがゴロゴロと入っています。
●内容量：80g

リアルクラッカーチョコ
天然酵母のクラッカーの片面にリアルチョコレートをかけた
チョコクラッカーです。軽い味わいがクセになります。
●内容量：９６g

リアルブラウニービッグ
手軽に楽しんで頂ける個包装タイプです。濃厚なブラウニー生地
に、チョコレートチャンクがゴロゴロと入っています。
●内容量：35g





探している韓国が、ここにある！
www.atcenter.or.jp

公式サイトでは、韓国農水産食品の紹介、最新輸出動向、輸
出団体の紹介、美味しい韓国料理レシピ、会員様向けイベン
トのご案内など、多様なコンテンツを提供しております。

東京支社
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-4-10 KOREA CENTER 5F 
TEL：03-5367-6656  FAX：03-5367-6657

大阪支社
〒541-0052 大阪府大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル 8F 
TEL：06-6260-7661  FAX：06-6260-7663

Email：atcenter@atcenter.or.jp
WEB：www.atcenter.or.jp




