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はじめに 

 

近年、日本から韓国への加工食品輸出は増加傾向にある。首都ソウルでも、デパートでは味

噌、醤油、ドレッシングやカレールーなど日本メーカーの食品が輸入品コーナーに並ぶように

なった。また、コンビニエンスストアでは、日本産の菓子や飲み物などが販売されている。こ

うした加工食品の韓国輸出に取り組んでいくためには、韓国で日本からの輸入食品を取り扱う

輸入企業を把握することが一つの方法である。そこで、日本食品を輸入している韓国企業につ

いて、概要や輸入品目、流通状況などを調査し、その結果をとりまとめたのが本報告書である。 

 

調査方法は、各種資料から選定した韓国企業に対する直接の問合せ（質問票への記入、電話

やFAX・電子メールなどによる問合せ）である。回答が得られたのは30社であった。 

企業の掲載順はアルファベット順とした。 

輸入品目欄の「日本語名」・「メーカー名」は、企業の回答をもとにできるだけ正確な名称

を記載するように努めた。しかし、回答があっても正確な名称がわからない場合もあり、その

際には企業の回答をカッコ内に入れて記載した。また「分類」欄は、取り扱い食品がどういう

食品であるかを説明するために設けた欄で、何らかの基準に従っているわけではない。 

 

本報告書が、韓国への加工食品輸出をご検討される関係各位のご参考になれば幸いである。 

 

2005年3月 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

ソウル・センター 

 

 

 

免責 

ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、

あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失責任、ある

いはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、た

とえ、ジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。 
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1．BIODELTA KOREA CORP 

企業名（韓国語） 바이오 델타코리아 代表者名 An Cheol Sang(안철상) 

担当部署 代表 担当者名 An Cheol Sang(안철상) 社長 

所在地 SEOUL特別市江東区吉洞413-1 TOP Suite726号 

Phone No. 82-2-473-2421 Fax No. 82-2-483-1468 

資本金 
 3億ウォン 

(2004年時点) 
売上高(年間) 30億ウォン(2004年時点) 

E-mail  biodelta@kornet.net URL なし 

設立年度 1994年 従業員数 5人 （2005年4月時点） 

 

沿革 

 

非公開 (実績が多くないため) 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 大豆이소플라보 大豆イソフラボン 食品原料 無回答 

 샴피니언추출물 
シャンピニオン 

エキス 
食品原料 無回答 

 흑대두종피추출물 黒大豆皮エキス  食品原料 無回答 

    

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

 

非公開 



2.BN TRADE CO.,LTD 

企業名（韓国語） 비엔트레이드 代表者名 Hong Song Sok(홍성석) 

担当部署 貿易部 担当者名 Bae Jung Kun（배정근） 

所在地 SEOUL特別市衿川区始興洞 始興支援流通商街A棟 311号 

Phone No. 82-2-895-8828 Fax No. 82-2-895-8829 

資本金 非公開 売上高(年間) 5億ウォン（2004年時点） 

E-mail help@nicekingdom.com  URL  http://www.nicekingdom.com 

設立年度 1991年5月2日 従業員数 非公開 

 

沿革 

・1991年5月 BN TRADE 設立 

・1994年9月 日本のKMM株式会社と輸出入業業務提携 

・2000年9月 現在の事業場に移転 

・2004年3月 日本のWAKO株式会社と韓国代理店提携 

・2004年4月 日本の宇部株式会社と韓国総販売店提携 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 가고시마 현미식초  玄米黒酢 お酢 無回答 

 스피누리나  スピルリナ 栄養剤 無回答 

 클로렐라  クロレラ 栄養剤 無回答 

 글리코사민  グルコサミン 栄養剤 無回答 

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

・薬局卸及び輸入商店街。 

・これまでは主に生活用品及びPVC原反を輸入していた。 

食品は昨年スタートしたばかりなので販売先が安定していない。 

    



3.CHUNHA CORPORATION 

企業名（韓国語） (주)天下코퍼레이션 代表者名 Hyong Nam Ho(형남호) 

担当部署 貿易部 担当者名 Kang Hyun Young(강현영)課長 

所在地 SEOUL特別市松坡区三田洞131-13号 天下B/D 5階 

Phone No.  82-2-3431-0100 Fax No.  82-2-3432-5800 

資本金 5億ウォン(2004年時点) 売上高(年間) 200億ウォン(2004年時点) 

E-mail  simon@chun-ha.co.kr URL http://www.chun-ha.co.kr

設立年度 1989年 従業員数 60人(2005年4月時点) 

 

沿革 

 

・1989年       創業 

・1994年～1995年  光州及び釜山営業所設立 

・2000年      物流センター設立 

 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 흑사탕 黒飴 キャンディ SEKIDO 

 밤사탕 栗飴 キャンディ クワタ 

 녹차사탕 抹茶飴 キャンディ MO-RI 

     

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

・デパート：ロッテ、現代。 

・ディスカウントストア：E-Mart、ロッテMart、Home-plus、Carrefour、Walmart、

GS Mart(旧LG Mart)。 

・コンビニエンスストア：GS 25(旧LG 25)、SEVEN-ELEVEN、Ministop。 

 



4.COMMERCE JAPAN CO.,LTD 

企業名（韓国語） 커머스재팬(주) 代表者名  Park Jong Jae(박종재) 

担当部署 経営支援室 担当者名 Kwon Sung Ha(권성하) 

所在地 SEOUL特別市松坡区梧琴洞33-8番地 JindoB/D 6階 

Phone No.  82-2-401-6132 Fax No.  82-2-401-6340 

資本金 
9億5,000万ウォン 

(2004年時点) 
売上高(年間) 45億ウォン(2004年時点) 

E-mail cj@wakodo.co.kr URL http://www.wakodo.co.kr 

設立年度 2001年 従業員数 23人 

 

沿革 

・2001年2月  COMMERCE JAPAN(株)法人設立 

・2002年11月  日本の和光堂(株)と商標など使用契約締結 

・2003年8月～2005年2月  Baby Fair参加 

 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 멸치쌀죽 しらすがゆ 食品  和光堂 

 베이비우동 お子さまうどんわかめ 麺  和光堂 

 야채샌베이 赤ちゃん野菜おせんべい お菓子  和光堂 

 애플・캐롯 裏ごしアップルキャロット お菓子  和光堂 

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

・デパート :現代、ロッテ、新世界。 

・ディスカウントショップ：E－Mart、ロッテMart、Walmart。 

・スーパーマーケット: GS Retail(旧LGスーパー)、ロッテスーパー。 

・インターネット・ショッピング・モール : GSショッピング・モール(旧LGホーム

ショッピング)、CJモール、インターパーク、現代ホームショッピングなど多数。 

 



5.DAE SAN INTERNATIONAL INC 

 

企業名（韓国語） 대산 인터내셔날 代表者名 Kang Dae Jo(강대조) 

担当部署  貿易部 担当者名 Lee Jun Ae(이준애)次長 

所在地 京畿道坡州市交河面上支石里733-8 

Phone No.  82-31-942-0120 Fax No.  82-31-942-0122 

資本金 1億ウォン(2004年時点) 売上高(年間) 非公開 

E-mail daesan98@hanmail.net URL なし 

設立年度  1999年10月20日 従業員数 非公開 

 

沿革 

 

非公開 

 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 녹차캔디 抹茶あめ  キャンディ 無回答 

 소금캔디 塩あめ  キャンディ 無回答 

 메시멜로우 マシュマロ  キャンディ 無回答 

 아지고노미 味ごのみ  お菓子 無回答 

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

 

COSTCO、E-Mart、ロッテMart。    



6.E-HANVIT CANDS CO.,LTD 

企業名（韓国語） (주)이한빛씨앤에스 代表者名 Lee Moo Ryung（이무룡） 

担当部署 海外営業部 担当者名 Kim Kun Young（김근영） 次長 

所在地 京畿道華城市飛鳳面青寥里603番地 

Phone No.  82-31-355-6630 Fax No.  82-31-355-4179 

資本金 
20億ウォン 

(2004年時点) 
売上高(年間) 50億ウォン(2004年時点) 

E-mail kgy0319@hanmail.net URL http://www.cmfood.com 

設立年度 2001年4月1日 従業員数 50人(2005年4月時点)

 

沿革 

・2001年4月 イリコ乾物会社でスタート 

・2002年  日本の乾物及び水産物加工品輸入販売 

・2002年  現代デパートに自社コーナー開設・販売 

・2003年  日本製品KIM’S CLUB入店  

・2004年  日本製品E-Martおよび全ての流通機関に自社コーナー開設・販売 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 정어리 센베이 いわしせんべい 水産物加工品  株式会社オカベ

 보리멸뼈 キス骨 水産物加工品  株式会社オカベ

 양념표고 味付けしいたけ 農産物加工品  株式会社オカベ

 양파스낵 
（玉ねぎ 

スナック） 
農産物加工品  （ホクチン） 

輸入品目 

 

 마늘스낵 （にんにく豆） 農産物加工品  （ホクチン） 

輸入後販売先 

・ディスカウントストア：E-Mart、ロッテMart、Carrefour。 

・デパート：現代、ロッテ。 

    

 

 

 



7.GIPUNSAN CO.,LTD 

企業名（韓国語） (주)깊은산 代表者名  Won Jong Kwang(원종광) 

担当部署 管理部 担当者名  Shin Bum Jae(신범재) 部長 

所在地 SEOUL特別市鍾路区嘉会洞79-2 

Phone No.  82-2-762-7561～3 Fax No.  82-2-762-7564 

資本金 
3億8,000万ウォン 

(2004年時点) 
売上高(年間) 9億ウォン(2004年時点) 

E-mail bjs0908@hotmail.com URL http://www.songikimchi.co.kr 

設立年度 2001年3月26日 従業員数  16人(2005年4月時点) 

 

沿革 

・2001年3月  法人設立 

・2001年5月  資本金(2億ウォン)増資 

・2001年12月 資本金(3億8,000万ウォン)増資 

・2002年11月  ベンチャー企業登録 

・2002年4月   特許(国内、国際)権登録 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 다이후쿠 大福 お菓子  港製菓 

 일본과자 （Minoritoki） お菓子  （SAKURA） 

 일본양갱 ひとくちようかんお菓子 (KINIYOSEKIYA)

 쿠키&케익  ロシアケーキ お菓子  中山製菓 

輸入品目 

 

        

輸入後販売先 

・ロッテデパート(本店、蚕室、盆唐、釜山西面、釜山東莱)。 

・パアルG&G 

・ライスピア  

    

 

 



8. GO GOONG CORP 

企業名（韓国語）  (주)고궁 代表者名  Jang Ji Seon(장지선) 

担当部署  代表 担当者名  Jang Ji Seon(장지선) 社長 

所在地 SEOUL特別市瑞草区良才洞306-4 

Phone No.  02-563-9191 Fax No.  02-563-4646 

資本金 
12億ウォン 

(2004年時点) 
売上高(年間) 非公開 

E-mail  gogoong@hanmail.net URL  http://www.gogoong.com 

設立年度  1995年7月 従業員数  22人(2005年4月時点) 

 

沿革 

・1995年 7月 資本金5,000万ウォンで株式会社GO GOONG（古宮）設立   

・1996年10月 日本の三星食品株式会社と技術協力契約  

・1997年 4月 日本のHerb leaf社とモックリーン(口臭除去用商品) 

輸出合意契約   

・1998年3月 日本湯本製作所の低カロリー麺、うどん機械韓国総代理店  

・2003年  有償増資2億ウォン(資本金12億ウォン)  

・2003年4月 城南工場内、最先端製造設備完備  

・2004年  酸麦工段糖化による新しい製造法を完成、特許申請中 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 非公開  非公開   

    

    

     

輸入品目 

 

    

輸入後販売先 

非公開 

    



9. GREEN F&B CORP  

企業名（韓国語） (주) 녹산 代表者名 Park Woo Youl(박우열) 

担当部署  食品輸入部 担当者名 Yoo Jung Eun(유정은)代理 

所在地 京畿道富川市遠美区上洞537-5 Yesung Plaza304号 

Phone No.  82-32-328-5594  Fax No.  82-32-328-4494 

資本金 非公開 売上高(年間) 非公開 

E-mail Webmaster@greenfnb.com URL  http://www.greenfnb.com 

設立年度 2001年11月 従業員数 7人 

 

沿革 

非公開 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 홍차 紅茶  無回答 

 커피 コーヒー  無回答 

 이유식 離乳食  無回答 

     

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

・ E-Mart、Home-plus、Carrefour、ロッテMart、Mega Mart。 

・ CJホームショッピング 

・ iSAVE zone 

    



10. HAENG LIM PHARMA CO.,LTD  

企業名（韓国語）  행림약품 代表者名  Lim Yong Woong(임용웅) 

担当部署  貿易部 担当者名  Kim Jung Sook(김정숙) 

所在地 SEOUL特別市瑞草区良才洞 352-1番地 

Phone No.  82-2-597-9124 Fax No.  82-2-597-8322 

資本金 
5,000万ウォン 

(2004年時点) 
売上高(年間) 12億ウォン(2004年時点) 

E-mail haenglim@kotis.net URL なし 

設立年度 1985年 従業員数  6人(2005年4月時点) 

 

沿革 

 

1992年 法人変更  

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 헴철 ヘム鉄 
食品 

添加物 
 （Itoham） 

 수산화마그네슘 水酸化マグネシウム 
食品 

添加物 
神島化学工業株式会社 

 산화아연 酸化亜鉛 
食品 

添加物 
堺化学工業株式会社 

 감마 오리자놀 
ガンマ・オリザノール

 

食品 

添加物 
オリザ油化株式会社 

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

 

ハンミ薬品、ILDONG FOODIS、その他の卸商。 



11. I-RAE GLOBAL INC  

企業名（韓国語）  (주)이레글로벌 代表者名  Jung Ki Ho (정기호) 

担当部署  代表 担当者名  Jung Ki Ho (정기호)社長 

所在地 SEOUL特別市永登浦区汝矣島洞11-11 Hanso・Officetel 613号 

Phone No.  82-2-3775-4390 Fax No.  82-2-3775-4392  

資本金 
 5,000万ウォン 

(2004年時点) 
売上高(年間)  35億ウォン(2004年時点) 

E-mail  i-raeg@hanmail.net URL  なし 

設立年度 1999年 従業員数  1人(2005年4月時点) 

 

沿革 

・ 1999年6月  創業 

・ 2005年現在  製菓類輸入(日本) 

              製菓類輸出(日本) 

 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 와사비 마메 大袋わさび豆 スナック  春日井製菓 

 아지고노미  味ごのみ スナック  ブルボン 

 흑사탕  黒あめ キャンディ  春日井製菓 

 땅콩사탕  落花あめ キャンディ  春日井製菓 

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

 

デヤン商事 (単独取引)    

 

 

 



12. KWANG IL CO., LTD 

企業名（韓国語）  (주) 광일 代表者名  Lee Man Young(이만영) 

担当部署  貿易部 担当者名  Kim Tae Wan(김태완)課長 

所在地 SEOUL特別市竜山区漢江路2街 112-2 

Phone No.  82-2-797-0321 Fax No.  82-2-796-0325 

資本金 20億4,000万ウォン 売上高(年間)  130億ウォン 

E-mail kimtw6873@hanmail.net URL  http://www.kwangilfood.co.kr 

設立年度 1966年4月1日 従業員数  20人 

 

沿革 

 

・1966年4月1日    KWANG IL化学工業社設立 

・1968年6月22日   食品添加物製造業許可(保健社会部・第167号) 

・1985年2月11日   有望中小企業に選定(中小企業振興公団) 

・1990年6月13日   (株) KWANG ILに商号変更 

・2000年4月1日     ISO 9002品質認定(中小企業認証センター) 

 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 모노구리 モノグリ  食品、化粧品原料 無回答 

    

    

     

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

・ロッテ製菓 

・化粧品会社   

 



13. KANGNAM COMPANY  

企業名（韓国語） (주) 강남수산 代表者名  Hong Jonh In (홍종인) 

担当部署  担当者名  Hong Jonh In (홍종인) 

所在地 SEOUL特別市松坡区松坡洞 Hanyoung1次APT 5-608 

Phone No.  82-2-417-2903 Fax No.  82-2-415-3103 

資本金 
5,000万ウォン 

(2004年時点) 
売上高(年間)  5億ウォン(2004年時点) 

E-mail なし URL  なし 

設立年度 1995年 従業員数 3人(2005年現在) 

 

沿革 

 

非公開 

 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー

 건포멸치  いりこ   
（ヤナカ 

商店） 

    

    

     

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

 

卸商（可楽市場、南大門市場） 

 

 



14. LOTTE TRADING  CO.,LTD 

 

企業名（韓国語）  롯데상사(주) 代表者名  Beik Hyo Young（백효용） 

担当部署  食品輸入部 担当者名  Shin Jong Tae（신종태） 

所在地 SEOUL特別市江南区大峙洞992-2 AuroraB/D 

Phone No.  82-2-3457-9600 Fax No.  82-2-565-0613 

資本金 
133億ウォン 

(2003年時点) 
売上高(年間)  1兆1,825億ウォン(2003年時点)  

E-mail 
 Webmaster 

@lottetrading.com 
URL  http://www.lottetrading.co.kr

設立年度  1974年11月  従業員数  219人(2004年時点) 

 

沿革 

・1974年11月  ロッテ商事(株)発足、ロッテ物産(株)貿易部業務移管 

・1978年11月  第15回輸出の日記念行事、大統領表彰受賞 

・1979年3月  リヤド支社設置、中東地域輸出の基盤構築 

・1987年11月 1億ドル輸出実績達成 

・2003年 日本の無印良品(MUJI) 明洞ヤング・プラザに1号店オープン 

・2003年 ロッテ商事(株)売上1兆ウォン達成 

・2004年 日本のジュニアブランド「JUNIOR CITY」ロッテ本店にオープン 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

  팜오일  パーム油100% 硬化油  不二製油 

  팜오일  パーム油50% 硬化油  不二製油 

  썬플라워 (ヒマワリ油50%) 硬化油  不二製油 

     

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

非公開  

http://www.lottetrading.co.kr/


15. MACROCOM CO.,LTD  

企業名（韓国語）  매크로통상(주) 代表者名  Ye Sung Yoo(예승유) 

担当部署  輸入マーケティング部 担当者名  Kim Ban Di（김반디）代理  

所在地 SEOUL特別市瑞草区良才洞 232 aT Center 1302号 

Phone No.  82-2-6300-8181 Fax No.  82-2-6300-2555 

資本金 非公開 売上高(年間) 非公開 

E-mail imacro@imacro.co.kr URL  http://www.imacro.co.kr 

設立年度 1992年6月 従業員数  非公開 

 

沿革 

・1992年6月 デファ通商設立 

・1995年6月 MACROCOM(株)に法人転換 

主要デパート((株)現代デパート、ロッテショッピング(株)、(株)新世界デパー

ト)及びコンビニ((株)ボグァンFamily Mart)に納品開始 

・2002年8月 SEOUL特別市瑞草区道谷洞から竜仁市駒城面麻北里に物流センター移転

・2002年10月 道谷洞から良才洞aTセンター(農水産物流通センター)に本社移転 

・2004年10月 ロッテデパート本店にOLIVIERS & CO.売場オープン 

・2005年1月 CJ Olive Young(株)と(株)新世界E－Martに納品開始 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 돈베이 키츠네 우동 どん兵衛きつねうどん 麺 日清食品 

 씨푸드 컵누들 シーフードカップヌードル 麺 日清食品 

 모리나가 하이츄 ハイチュウ キャンディ 森永製菓 

 기꼬망 간장 キッコーマンしょうゆ しょうゆ キッコーマン

輸入品目 

 

    

輸入後販売先 

・デパート：新世界、現代、ロッテショッピング（デパート、マートなど含む） 

・コンビニエンスストア：GS 25、SEVEN-ELEVEN、Ministop 

・ディスカウントストア：Carrefour、Walmart、GSMart、E-Mart 

 



16. MONOLINK CO.,LTD 

企業名（韓国語）  (주)모노링크 代表者名  Lee Se Hyun(이세현) 

担当部署  営業部 担当者名  Beik Sung Ho(백승호) 部長 

所在地 SEOUL特別市松坡区三田洞53-9番地 

Phone No.  82-2-425-6747 Fax No.  82-2-425-6839 

資本金 13億ウォン(2004年時点) 売上高(年間)  非公開 

E-mail  mono@monolink.co.kr URL  http://www.monolink.co.kr 

設立年度  2000年7月10日 従業員数  10人(2005年4月時点)

 

沿革 

・2000年7月  会社設立  

・2001年7月  日本食品専門店(モノマート)二村洞直営店オープン  

・2001年11月 オンラインサイト(www.monomart.co.kr)オープン  

・2001年12月 本社社屋建設及び移転  

・2002年8月  モノマート盆唐店(代理店)オープン  

・2003年6月  日本最大の食材企業「日本食研」と韓国パートナーMOU締結  

・2004年11月 国内で初めて日本食品アウトレット売場オープン(CASH&CARRY) 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 야끼우동 焼うどん  麺  都一株式会社 

 기네우치 우동 きねうちうどん  麺  サンサス 

 면의 달인 麺の達人  麺  日清食品 

 메이지초코리치아몬드 
チョコリッチアーモン

ド＆チョコ 
 スナック  明治製菓 

輸入品目 

 

 엔토리 비스킷 エントリ―  スナック 
 ヤマザキナビス

コ 

 

輸入後販売先 

・モノマート(直営店) 

・サムスン・プラザ、Galleriaデパート 

・可楽市場輸入商店街、その他の輸入商店街   

http://www.monomart.co.kr/


17. MUJIKOREA  

企業名（韓国語） 무인양품(주) 代表者名 Kim Han Ho（김한호） 

担当部署 管理チーム 担当者名 Jung Hee Hun（정희훈） 과장 

所在地 SEOUL特別市麻浦区西橋洞465-19 Jinhee B/D 102号 

Phone No.  82-2-3141-8173 Fax No.  82-2-3141-8177 

資本金  40億ウォン(2004年時点) 売上高(年間)  36億ウォン(2004年時点) 

E-mail  hhjung@mujikorea.co.kr URL http://www.mujikorea.net 

設立年度 2005年1月1日 従業員数 25人(2005年4月時点) 

 

沿革 

・2003年11月 ヤングプラザ・デパートに1号店オープン 

・2005年1月  合弁法人設立 

・2005年4月  ロッテMart(蚕室店)に2号店オープン  

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 젤리빈 ゼリービーンズ キャンディ 無回答 

 링 비스킷 リングビスケット ビスケット 無回答 

 후르츠 스틱 캔디 フルーツスティックキャンディ キャンディ 無回答 

 스위트 포테이토 쿠키 スイートポテトクッキー クッキー 無回答 

輸入品目 

 

 드롭스 블루베리앤 민트
ドロップス・ブルーベリー＆ミ

ント 
キャンディ 無回答 

 

輸入後販売先 

 

同社1、2号店でのみ販売 



18. NMT.INC  

企業名（韓国語）  니혼마트 代表者名  Jung Hyun Oh(정현오) 

担当部署  輸入課 担当者名  Jo Jung Mi(조정미) 

所在地 SEOUL 特別市道峰区倉 1洞 659-2Jun・Officetel303 号 

Phone No.  82-2-907-8644 Fax No.  82-2-904-8644 

資本金  1億ウォン(2004年時点) 売上高(年間)  2億ウォン(2004年時点) 

E-mail  help@nihonmart.com URL  http://www.nihonmart.com 

設立年度  2004年1月 従業員数  非公開 

 

沿革 

 

・2004年1月 現在の所在地で創業 

・2004年1月 サカモト(有限会社)と取引開始 

・2004 年 4月 日本食品販売 

 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 후르츠그라노라 フルーツグラノーラ シリアル カルビー 

 쟈가리코 じゃがりこ スナック カルビー 

 고구마과자 おさつどきっ スナック 味覚糖 

 계란스프 たまごスープ スープ クノール 

輸入品目 

 

 가니미소 かにみそ （ソース） マルハ 

 

輸入後販売先 

 

南大門市場、在来(卸)市場 

 



19. OUGIYA KOREA CO.,LTD  

企業名（韓国語）  오우기야 代表者名  Lee Eun Youl(이은열) 

担当部署  営業部 担当者名  Kim Hyun Woo(김현우) 部長  

所在地 SEOUL 特別市江東区千戸 3洞 449-49 Hilltop・Officetel204 号 

  Phone No.  82-2-473-9470   Fax No.  82-2-472-3993 

資本金 
 1億5,000万ウォン 

(2004年時点) 
売上高(年間)  非公開 

E-mail  ougiya@ougiya.co.kr URL  http://www.ougiya.co.kr

設立年度 2005 年 5 月 従業員数 非公開 

 

沿革 

・2001年10月   キョンイル貿易商社内食品事業部設立 

・2002年5月   (株)OUGIYA KOREA法人設立 

・2002年6月   新世界デパート本店入店 

・2002年9月   BUY THE WAY入店 

・2002年10月  GS25入店 

・2003年4月   Ministop、C-Space、OK-Mart入店 

・2003 年 6月   ロッテ盆唐店、富平店入店 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 단밤 むき甘栗 おつまみ 無回答 

 안주믹스 おつまみッくス おつまみ 無回答 

 멸치새우5종 五色煮 おつまみ 無回答 

 너트류모음 小豆さんおこったぞ おつまみ 無回答 

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

・新世界デパート、現代デパート、GSデパート。 

・コンビニエンスストア：GS 25(旧LG25)、 Home-plus、Family mart。 

・ディスカウントストア：E-Mart 



20. POONG SEONG CORP  

企業名（韓国語）  풍성상역(주) 代表者名 Kim Chan Woong（김찬웅） 

担当部署  代表 担当者名 Kim Chan Woong（김찬웅）社長 

所在地 SEOUL 特別市銅雀区帯方洞 23-147 WiDangB/D 2 階 

Phone No. 82-2-826-6716 Fax No. 82-2-826-6718 

資本金 非公開 売上高(年間) 非公開 

E-mail poong114@hananet.net URL  なし 

設立年度 非公開 従業員数  非公開 

 

沿革 

 

・30年の歴史 

・最近の状況はあまり良くない 

 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 명란 明太子  水産加工物 無回答 

 * 明太子が主な品目だが、水産物は中間品、完成品全てを取り扱う。 

    

     

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

 

直販(4-5 つの直営店を運営中)    



21. SAMKYUNG PLAZA CORP.CO.,LTD  

企業名（韓国語）  (주)삼경프라자 代表者名  Noh Kyung Yul（노경열） 

担当部署  貿易部 担当者名  Kim Hak Dong（김학동） 代理  

所在地 京畿道広州市実村面新村里 8-1 

Phone No. 82-31-761-1114 Fax No. 82-31-761-1113 

資本金 5 億ウォン(2004 年時点) 売上高(年間)  非公開 

E-mail eastern-kim@samkyung.com URL  なし 

設立年度  1989年10月30日 従業員数  非公開 

 

沿革 

・1989年10月 SEOUL特別市蚕院洞で創業 

・1998年     現在の所在地に本社移転 

・1999 年     現在の所在地に保税倉庫設立 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 흑사탕  黒あめ キャンディ 無回答 

 소금사탕  しおあめ キャンディ 無回答 

 땅콩사탕  落花あめ キャンディ 無回答 

 오뎅후꾸로 （おでんふくろ）おでん 無回答 

輸入品目 

 

 후리가께  ふりかけ 調味料 無回答 

 

輸入後販売先 

・新世界デパート。 

・E-Mart、Walmart、BUY THE WAY。 

・ 一般(在来)市場。 

    



22. SAMLIP GENERAL FOODS CO.,LTD  

企業名（韓国語）  (주)삼립食品 代表者名  Kim  Young Dok（김영덕） 

担当部署  新規事業部 担当者名  Lee Do Wook（이도욱）  

所在地 京畿道始興市正往洞 1253-5 

Phone No. 82-31-496-2114 Fax No. 82-31-496-2283 

資本金 
431 億ウォン 

(2004 年時点) 
売上高(年間) 

1,260 億ウォン 

(2004 年時点) 

E-mail 
 Webmaster 

@samlipgf.co.kr 
URL  http://www.samlipgf.co.kr 

設立年度  1945年 従業員数  750人(2005年4月時点) 

 

沿革 

・1945年10月 製菓工場サンミダン設立 

・1968年6月 SAMLIP食品工業株式会社に商号変更 

・1976年4月 氷菓類工場竣工 

・1987年4月 スナック生産 

・1989年3月 日本富士製パン(株)と合弁、ベーカリー事業に進出 

・2001年8月 BinggraeからSUNMERRY’S事業部を買収し、ベーカリー事業開始 

・2002年11月 法定管理終了及びPARIS CROISSANTと買収合併 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 냉동면 冷凍うどん 麺 （ウエシマ）

 다시팩 だしパック 調味料 （ウエシマ）

 가케가에시 かけかえし めんつゆ （ウエシマ）

 쯔케가에시 つけかえし めんつゆ （ウエシマ）

輸入品目 

 

        

 

輸入後販売先 

 

同社が 2003 年からスタートした「Sanuki Bore」（直営の日本うどん専門店）で

100％消費。 

 



23. SAMSUNG INTERNATIONAL CORPORATION 

企業名（韓国語）  (주)삼성코퍼레이션 代表者名  Sim Hun（심헌） 

担当部署  代表 担当者名  Sim Hun（심헌） 社長 

所在地 SEOUL 特別市江南区論峴洞 99-20 KwangmyongB/D 201 号 

   Phone No.  82-2-3446-6211    Fax No.  82-2-3446-6214 

資本金 
5,000 万ウォン 

(2004 年時点) 
売上高(年間)  70億ウォン(2004年時点) 

E-mail  hun0802@chal.com URL  http://www.ligo.co.kr 

設立年度  1999年2月 従業員数 10 人(2005 年 4 月時点) 

 

沿革 

 

非公開 

 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 에스비 카레  エスビーカレー  ソース エスビー食品 

 가케우동 かけうどん  麺 シマダヤ 

 야마사 간장  ヤマサしょうゆ  ソース ヤマサ醤油 

     

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

・デパート：ロッテ、現代、新世界、Lottemidopaなど。  

・ディスカウントストア：ロッテマート、E-Mart、KIM’CLUB 、Home-plusなど。 

・南大門、清凉里、永登浦市場及び全国の輸入商店街。 

・各種のファミリーレストランなど。 

 



24. SAMWON GLOBAL CO., LTD  

企業名（韓国語） (주) 삼원글로벌 代表者名  Lee Sung Won（이승원） 

担当部署 代表 担当者名  Lee Sung Won（이승원） 社長 

所在地 SEOUL 特別市中区南大門路 5街 163 

Phone No. 82-2-775-0557 Fax No. 82-2-775-0561 

資本金  U$120万(2004年時点) 売上高(年間) U$1,100万(2004年時点) 

E-mail  brain@samwonglobal.com URL  http://www.samwonglobal.com 

設立年度 1993年7月 従業員数  25人(2005年4月時点) 

 

沿革 

・1993年7月 プラタナス設立  

          イタリア直輸入モールディングを利用し、各種の美術品流通 

・1996年4月 SAMWONインターナショナルに商号変更 

          電子製品及び電子製品消耗品輸入販売業 

・1999年1月 (株)SAMWONエレクトリックに法人転換 

           永登浦市場に卸売場オープン及び総合卸流通業に進出 

・2001年4月 (株)SAMWON GLOBALに商号変更 

           中国及び東南アジアに各種の生活用品を輸出 

           電子製品、生活用品、食品など輸入販売業 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 건빵 カンパン お菓子  三立製菓（株） 

 아지고노미 味ごのみ お菓子  (株)ブルボン 

 박하사탕 ハッカアメ キャンディ  春日井製菓 

 생차 生茶 飲料  キリンビバレッジ(株)

輸入品目 

 

 綠茶 お～いお茶 飲料  (株)伊藤園 

 

輸入後販売先 

・ロッテデパート、現代デパート。 

・ディスカウントストア：E-Mart、ロッテMart、Home-plus、Carrefour、Walmart、

GSMart。 

・コンビニエンスストア：GS25、SEVEN-ELEVEN、Ministop、BUY THE WAY。 



25. SP CORPORATION 

企業名（韓国語） 에스피 통상(주) 代表者名  Hong Jong Pyo(홍종표) 

担当部署  担当者名  Hong Jong Pyo(홍종표) 

所在地 京畿道河南市春宮洞 14 番地 

Phone No.  82-31-793-8905 Fax No.  82-31-793-8364 

資本金  非公開 売上高(年間)  非公開 

E-mail  なし URL  なし 

設立年度  非公開 従業員数  非公開 

 

沿革 

 

非公開  

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 비스켓 ビスケット  無回答 

 커피 コーヒー  無回答 

    

     

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

 

非公開    



26. SWEET YOUNG  

企業名（韓国語）  (주)스위트영 代表者名  Seo Jae Keon(서재곤) 

担当部署  貿易部 担当者名  Lee Teik Goo(이택구) 課長  

所在地 SEOUL 特別市江南区三成洞 142-3 LG Sunrung Aclat B 棟 537 号 

Phone No.  82-2-6241-3148 Fax No.  82-2-6241-3150 

資本金 
 5,000万ウォン 

（2004年時点) 
売上高(年間)  10億ウォン(2004年時点) 

E-mail  bstone9@empal.com URL  http://www.sweet-zone.co.kr 

設立年度  2005年 従業員数  33人(2005年4月時点) 

 

沿革 

・2003年    SWEET WORLD設立 

・2005年2月  SWEET WORLDの子会社としてSWEET YOUNGを設立 

・2005 年現在 13 の直販店を運営 

 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 바니 バニー キャンディ （太平産業）

 건건 ガンガン玉 キャンディ  大丸本舗 

    

     

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

100%直営店でのみ販売（ロッテワールド店、エバーランド店、ソウルランド店、教

保文庫城南店など) 

    

 

 



27. SWEETMEAL CO.,LTD  

企業名（韓国語）  (주)스위트밀 代表者名  Noh Young Kuk(노영국) 

担当部署  外食事業部 担当者名  Beik Ji Son(백지선) 

所在地 SEOUL 特別市瑞草区瑞草洞 15272-9 SunyoungB/D 5 階 

Phone No.  82-2-3486-0911 Fax No.  82-2-3486-0914 

資本金 
 30億ウォン 

(2004年時点) 
売上高(年間)  15億ウォン(2004年時点) 

E-mail  junsy@kolon.com URL http://www.sweetmeal.co.kr 

設立年度  2004年4月 従業員数  11人(2005年4月時点) 

 

沿革 

・2004年2月  ロッテデパート盆唐店にTIO GLUTTONオープン  

・2004年7月  現代デパート千戸店にSweet Cafeオープン  

・2004年8月  ロッテデパート蚕室店にSweet Cafeオープン  

・2004年9月  現代デパート江南貿易センター店にSweet Cafeオープン  

・2004年12月 Sweet Cafe1号店を東部二村洞にオープン  

           安山CK物流センター設立  

・2005年1月  Sweet Cafe良才HIBRAND店オープン予定  

            Sweet Cafe 鍾路団成社店オープン予定  

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 치즈케익 チーズケーキ 菓子 無回答 

 망고주스 マンゴジュース ジュース 無回答 

 닭꼬치 焼き鳥 肉加工食品 無回答 

    

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

・現代デパート、ロッテデパート、大邱デパートプラザ店 

・安山CK物流センター 

・Sweet Cafe 直営店 



28. TAE MYEONG GENERAL FOOD CO.,LTD  

企業名（韓国語）  (주) 태명종합식품 代表者名  Yoon Hwan Sik (윤환식) 

担当部署  代表 担当者名  Yoon Hwan Sik (윤환식)社長 

所在地 SEOUL 特別市銅雀区新帯方 2洞 347-22 

Phone No. 82-2-824-3012 Fax No. 82-2-824-7191 

資本金  非公開 売上高(年間)  非公開 

E-mail  tmgf@tmgf.co.kr URL  http://www.tmgf.co.kr 

設立年度  1994年12月 従業員数  非公開 

 

沿革 

 

非公開 

 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 가쓰오 鰹節 水産加工品 無回答 

 간장 しょうゆ しょうゆ 無回答 

    

     

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

・直販及び多くのディスカウントショップ 

・デパートなどに納品 

    



29. TSUKIJI KOREA CO.,LTD 

企業名（韓国語）  (주)한국축지 代表者名  Choi Jong Kyung（최종경） 

担当部署   担当者名  Kim Sun Sung(김순성)常務理事 

所在地 京畿道城南市中院区上大院洞 5442-1 Kranz TechnoB/D 407 号 

Phone No.  82-31-749-2305 Fax No.  82-31-749-2306 

資本金  4億ウォン(2004年時点) 売上高(年間)  100億ウォン(2004年時点) 

E-mail  sushi@tsukiji.co.kr URL  http://www.tsukiji.co.kr 

設立年度  1967年 従業員数  17人(2005年4月時点) 

 

沿革 

・1967年 創業(飲食チェーン店) 

・1972年 (株)築地水産設立 

・1981年 (株)築地水産川崎営業所開設 

・2000年 TSUKIJI Korea co.,ltd 設立 

・2000年 (株)築地水産広島支店開設 

・2001年 (株)築地水産鹿児島支店開設 

・2002年 TSUKIJI INTERNATIONAL INC設立(USA現地法人)   

・2003 年 TSUKIJI EUROPE LTD. GERMAN BRANCH 設立(ドイツ現地法人) 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 문어스틱 （イカタコサツマ）（菓子） (株)築地水産 

 해선믹스 シ―フ―ド MIX （菓子） (株)築地水産 

 초새우 寿司海老 寿司種 (株)築地水産 

 한치 ヤリイカスライス 寿司種 (株)築地水産 

輸入品目 

 

    

 

輸入後販売先 

・E-Mart 

・ドミノピザ  

・Ministop    

 



30. WONHYO FANDP CO.,LTD 

企業名（韓国語）  원효에프앤드피(주) 代表者名  Kong Gu Hyun（공구현） 

担当部署  貿易部 担当者名  Kim Jung Dong(김정동) 

所在地 SEOUL 特別市竜山区元曉路 4街 116-1 

Phone No.  82-2-717-8257 Fax No.  82-2-714-2331 

資本金  非公開 売上高(年間)  非公開 

E-mail  wonhyofnp@hanmail.net URL  なし 

設立年度  1989年 従業員数  11人(2005年4月時点) 

 

沿革 

 

非公開 

韓国語名 

日本語名 

または 

英語名 

分類 メーカー 

 된장  味噌   宮坂醸造株式会社 

 우동분말 (UDON SEASONING)  (SHINSHIN FOODS CO.,LTD)

 초생강 (AMASUSYOUGA)   (KOMAX CO.,LTD) 

 다시마젤리 磯の木昆布   中山食品工業(株) 

輸入品目 

 

 우엉 (YAMAGOBOU)   (KOMAX CO.,LTD) 

 

輸入後販売先 

デパート、ディスカウントショップ、在来市場 

    

 


