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株式会社オリオン日本支社
ORION Corp.Japan Branch
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-4-10 人形町センタービル5F
Tel: 03-6667-8361 Fax: 03-6667-8362
e-mail: info@orion-japan.com
http://www.orion-japan.com

会社紹介
韓国国内での総合菓子製造販売と並行して、海外輸出及び中国、ベト
ナム、ロシアでの海外法人を通じた生産販売をしている、グローバル
カンパニー、オリオンの日本支社です。代表製品である「チョコパイ」
は、世界60 ヵ国で愛されています。当社は100％自社工場で徹底され
た管理下で生産された菓子類を日本に輸入しております。現在は、素
材の美味しさそのままの自然派ブランド「Market O（マーケット
オー）」を展開しています。

食料品

事業・商品
Market O
韓国ソウルにある、美味しい健康をコンセプトにした自然派レストラン
Market O から生まれた、素材の美味しさそのままのお菓子、Market O。
シンプルなレシピで作られたこだわりのお菓子は、素材の美味しさそのま
まの味わいです。
◉ Market O REAL BROWNIE（リアルブラウニー）
◉ Market O REAL BROWNIE VANILLA（リアルブラウニーバニラ）
◉ Market O REAL CRACKER CHOCO（リアルクラッカーチョコ）
◉ Market O REAL CHOLATE ORIGINAL（リアルチョコレートオリジナル）
◉ Market O TOAST（トースト）
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株式会社韓国広場
KANKOKUHIROBA Co.,Ltd
〒169-0072 東京都新宿区大久保1-12-1 第2韓国広場ビル5F/6F
Tel: 03-3232-5400 Fax: 03-3200-2949
e-mail: hisho@ehiroba.jp
http://www.ehiroba.jp

会社紹介
日韓の共存共栄に貢献するため韓国の生活文化を日本に広く紹介し
ております。新宿には韓国食品を扱うスーパー「韓国広場」をはじめ、
韓国化粧品を扱う「スキンホリック」など、グループ店舗を展開して
おります。当社は正規商品のみ扱っており、迅速に流通させるべく東
京と大阪の物流拠点から卸事業を行っております。業者様のベスト
パートナーとして、日本国内に「そのままの韓国」をお届け致します。

事業・商品
韓国広場（ジャント）
：日本最大級の韓国食品スーパー（東京都新宿区）

食料品

「韓国そのまま」の食文化、生活文化の提供

高麗：良質和牛を使った焼肉と韓国料理の専門店（東京都新宿区）
カナダラクッキング：韓国料理教室、レンタルキッチン（東京都新宿区）
コリアプラザ：韓流CD、DVD、書籍専門店（東京都新宿区）
スキンホリック：韓国コスメ専門店。自社ブランドも展開（東京都新宿区）
THE FACE SHOP：LG生活健康のコスメブランド取扱店（東京都新宿区）

韓国食品事業者のベストパートナー
物流センター：首都圏を中心に展開する卸事業拠点（東京都足立区）
064広場：箱売り専門の卸売ネットショップ

西日本地域の韓国食品供給基地
大阪卸センター：約660坪の倉庫面積を誇る大型物流拠点（大阪市西成区）
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ひろば：大阪市の中心に位置する韓国業務用スーパー（大阪市中央区）
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株式会社五星コーポレーション
GOSEI CORPORATION CO.,LTD
〒335-0051 埼玉県戸田市新曽388
Tel: 048-430-0055 Fax: 048-430-0054
e-mail: info@go-sei.co.jp
http://www.go-sei.co.jp

会社紹介
今、私たちを取り巻く市場環境は、想像以上のスピードで変化してい
ます。そのような中、当社は冷麺、米麺、ジャジャン麺、海苔、チヂミの
粉等の韓国食品を中心に、全国の皆様に商品を提供しています。特に、
自信を持ってお届けする宋家（ソンガネ）ブランドは、この10 年間で
幅広いお客様の支持を得て、大変なご好評をいただいています。今後、
当社は「食は安全である」という基本の上に立って、
「 原点はすべての
お客様にある」をモットーに、新しい感動をお客様に提供し続けます。

食料品

事業・商品
◉ 代表商品
宋家の冷麺（ソンガネ冷麺）： 昔も今も変わらない味でご家庭でも業務用でも手軽に本
場の冷麺をご堪能いただけます。
宋家一品ジャバンのり・宋家一品のり（缶）： 香ばしくておいしい韓国のり。ふりかけタ
イプの海苔と卓上用や贈答用としても役立つ缶タイプの海苔も人気があります。
宋家秘伝チヂミの粉： 韓国料理の中でも人気のあるチヂミの専用粉。家庭でも業務用で
も簡単にチヂミが美味しく作れます。
醇米マッコリ： お米を使用し、自然発酵させた、口当たりの良いまろやかなマッコリです。
米マッコリ、
黒豆マッコリ、
おこげマッコリ、
黒米マッコリの４種類。

◉ サイトの運営
宋家 http://www.souke.jp/
当社ブランドの宋家商品を、主にWeb 上で展開、実際に店舗に来られない方や遠隔地のお
客様のために、弊社発信の情報と一緒に提供しています。
韓国厨房 http://www.kankokuchuubou.jp/
韓国食品を提供すると同時に、それを食する食器も、厨房機材を含めてご提供していま
す。韓国家庭料理店や焼肉店舗の料理専門店で使われる業務用のみならず、ご家庭でも楽
しめる食器、調理器具等、多岐に渡り取り扱っています。

◉ その他の業務
社会行事、イベントなどに参加して色々な情報を提供しています。

118

シージェイジャパン株式会社
CJ JAPAN Corp.
〒105-0003 東京都港区西新橋2-7-4 CJビル8F
Tel: 03-3580-1050 Fax: 03-3580-1055
http://www.cjjapan.net/

会社紹介
韓国で最も身近な食品メーカーであるCJ 第一製糖の日本法人です。
1953 年、韓国で製糖事業からスタートし、砂糖、小麦粉、風味調味料な
どの基礎食品から、加工食品、さらにはバイオ・製薬技術を生かした
健康食品まで、韓国の食生活に深く関わる事業を展開しています。当
社は2002 年に設立。食品の他、外食、映画配給、メディアコンテンツ制
作・放送、ホームショッピングなども手掛ける、CJ グループ現地法人
の事業支援も行っています。

食品事業

食料品

事業・商品
韓国シェアNo.1 のダシダやコチュジャンなどの加工食品を日本の市場へ拡
大展開。また、商品を活用した開発メニューを外資系大型倉庫店へ提案。

素材事業
プレミックス（菓子、パン、惣菜などを、簡便に調理するための調整粉で、小麦
粉等の粉類に糖類、脱脂粉乳などを必要に応じて適正に配合したもの）食品素
材を業務用原料として展開。

バイオ事業
食品添加物（うま味調味料など）、飼料添加物（成長促進のアミノ酸など）、バ
イオ化学を業務用に展開。CJ のバイオ事業は、グローバル市場でも大きなシェ

予定。

製薬事業
製薬ライセンスネットワークの拡大など。
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アを占めるコアコンピタンスの一つであり、総合アミノ酸事業へ積極的に展開
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眞露株式会社
JINRO INC.
〒105-0011 東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー12F
Tel: 03-5403-9561 Fax: 03-5403-9568
http://www.jinro.co.jp

会社紹介
韓国トップ酒類メーカーである【HITEJINRO】の日本法人【眞露（ジ
ンロ）】は「JINRO」
「JINRO マッコリ」
「Premium JINRO 乙」等をは
じめ、各種酒類商品を紹介し、日本酒等の海外輸出も手がけています。
焼酎、マッコリ、ビール、日本酒などを扱う総合酒類メーカーとして
「飲」
「 食」の楽しさを提案するとともに近年は、マッコリ製品を開発
し市場にそのカテゴリーを定着させています。さらに、焼酎市場を
活性化させるために独自技術である活性竹炭ろ過製法でつくられた
「JINRO DRY」の新商品を市場に導入しています。
「お酒の常識を超え

食料品

た、お酒の楽しみ方を発信していく」という思いを込め、本年より新た
に「Challenge Spirits JINRO」という理念のもと皆様とともに繁栄
（共存共栄）する経営を進めていきます。

事業・商品
酒類商品の輸入販売
◉ 韓国焼酎の輸入販売
◉ 韓国ビール「hite」ビールの輸入販売
◉ マッコリの輸入販売
◉ 国産リキュールの輸入販売
◉ ミネラルウォーター「天然岩盤水」の輸入販売
◉ 国内流通向けPB 系酒類の開発、提案導入

酒類商品の輸出事業（2014 年10 月現在）
◉ 日本の酒類（日本酒、焼酎、地ビール）の輸出（155 銘柄、輸入社40 企業）
相手先国：韓国、台湾、香港、中国、ロシア、アメリカ、ガーナなど36 ヵ国
日本取引蔵元数：日本全国22 県
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36 ヵ所の蔵元

TS大韓製糖株式会社
TS CORPORATION
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-5-13 内神田TKビル7F
Tel: 03-5217-3434 Fax: 03-3233-1120
e-mail: yhkim@ts-tky.jp
http://www.ts.co.kr

会社紹介
当社は1956 年に設立し、1981 年には、業界初の「輸出1 億ドルの塔」
を受賞するなど、海外市場でも品質が認められ、中国・東南アジアは
もちろん、グアム・サイパン等にも輸出（砂糖）しています。業界で
初めて、販売 ・生産部門でISO とHACCP を獲得、顧客の便宜と満足
に、最高の価値を置いています。1986 年に砂糖調製品の輸出を開始
して以来、日本式品質管理を導入して対日輸出における競争力をた
くわえ、同時にココア調製品、粉乳調製品などの多様な製品開発によ
り、関連業界でもトップクラスのシェアを誇り、海外市場でも品質を

事業・商品

食料品

認められております。

当社の強み
日韓は隣接しているため、釜山からは日本の約30 港を結ぶことができ、注文
後最短10 日以内で、日本国内の取引先工場への納品が可能です。当社の仕事
は、食文化水準が高い日本の消費者の①要求に迅速に対応し、②タイムリーな
流通を図り（物流コスト削減）、③海外調達原料の一次検査者の役割をし（ス
クリーナー）、④安心／安全／安定的に使用できるように助力することです。

製品紹介
◉ ココア調製品: 砂糖にココアマス、ココアパウダーを混合したプレミックス

混合チョコレート／チョコレート飲料／チョコレート

したプレミックス
あんこ／加工品／ビネガー／ソース／キャンディー／ジャム／つゆ／
ベーカリー
◉ ミルク調製品: 砂糖に脱脂粉乳、全脂粉乳、パームオイル等を混合したプレ
ミックス
アイスクリーム／プディング／缶飲料／フルーツジュース／加工ミルク／
コーヒー飲料／ヨーグルト／ベーカリー
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◉ 砂糖調製品: 砂糖にソルビトール／塩／デキストリン等食品添加物を混合
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大象（デサン）ジャパン株式会社
Daesang Japan Inc.
〒105-0004 東京都港区新橋3-1-9 301 新橋ビル3F
Tel: 03-3580-8880 Fax: 03-3580-8885
http://www.daesang.co.jp/

会社紹介
1956 年に設立された大象（デサン）株式会社が100％出資した、日本
現地法人です。韓国で初めて発酵法によるグルタミン酸を生産した技
術を生かして、アミノ酸系の調味料、澱粉糖および甘味料をはじめ、
クロレラなどの健康食品および医薬品等を日本に販売しています。ま
た、韓国を代表する総合食品ブランドである「清浄園（チョンジョン
ウォン）」と韓国キムチNO.1 の「宗家（チョンカ）」ブランドで、韓国
食品を販売しています。

食料品

事業・商品
アミノ酸系の調味料、澱粉糖および甘味料など調味料事業
◉ L- グルタミン酸ナトリウム(MSG)、
リボ核酸（I+G）
、
複合調味料（MSG+I+G）
◉ 結晶ぶどう糖（含水・無水）、アスパルテーム、L- フェニルアラニン

健康食品および医療品の健康食品素材事業
◉ クロレラ粉末、
L- グルタミン、
L- アルギニン、
L- イソロイシン、
ギャバ（GABA）
等

韓国食品
◉「清浄園」ブランドは、O-Food、スンチャン、ヘッサルダムン、チャムビッコウ
ンなどの部門別商品ブランドとして、
さまざまな韓国食品を提供しています。
◉ コチュジャン、
味噌、
焼肉のたれ、
チャプチェなど韓国伝統食品と、
ケチャップ、
マヨネーズなどの西洋食品、
紅酢( 飲むお酢)、
コーン茶などを販売しています。

キムチ
◉ 本場韓国で24 年間販売シェアNo.1 の「宗家（チョンカ）」ブランドで、
キムチを販売しています。
◉ キムチの発酵技術を生かして、韓国風薬味（ヤンニョム）、なべ用スープの素、
海苔を販売しています。

輸出事業
◉ 大象（デサン）グループの調達戦略基地としての役割を持ち、化成品、機械類
および部品、食品素材、仲介貿易を展開しています。
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株式会社トゥルーワールドジャパン
True World Japan Inc.
〒104-0044 東京都中央区明石町3-3 新明ビル3F
Tel: 03-6859-0881 Fax: 03-6859-0880
e-mail: info@trueworld-jp.com
http://www.trueworld-jp.com

会社紹介
総合食品商社True World Japan は、米国True World Foods の日本
支社として設立されました。健康的で豊かな日本の食文化を世界に伝
えるため、全社一丸となって努力しております。当社が毎朝、築地から
空輸で発送する鮮魚は、全米の寿司店、高級日本食レストランで高い
評価を受け、世界に広がる和食ブームを支えております。同時に当社
は、世界の食材の輸入に力を入れております。日本、そして世界の皆さ
まに健康で豊かな食生活をお届けし、幸せな家庭、幸せな社会をお支
えしていくことが、私たちの願いです。

食料品

事業・商品
日本の新鮮な水産物、鮮度をそのまま閉じ込めた冷凍食品、伝統の技が結実し
た乾物。True World Japan はこれら世界に誇る日本の食材を、米国を中心に
韓国、中国、東南アジア、欧州など世界のお客様へお届けしています。
私 た ち が 自 信 を 持 っ て お 勧 め す る 画 期 的 な サ ー ビ ス の1 つ が、
「TSUKIJI
EXPRESS ― 築地エクスプレス」です。
“ 鮮魚輸送のファーストクラス”とし
て、築地市場の鮮魚・食材を鮮度を保ったまま、世界各地に空輸しています。
同時に私たちは輸入にも力を入れています。海の恵みがぎっしり詰まった韓国
産エゾアワビやサボテンヒラメ、アブダビ産フレッシュキャビアなど、世界の
さまざまな美味しい食材を、日本の食卓へお届けしています。

Korean Enterprises in Japan
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東遠ジャパン株式会社
DONGWON JAPAN CO.,LTD.
〒160-0015 東京都新宿区大京町23-3 四谷オーキッドビル10F
Tel: 03-5363-5376 Fax: 03-3358-8401
e-mail: ksha@dongwon.jp
http://www.dw.co.kr/index_eng.html

会社紹介
当社は“ 医食同源” を経営理念として、人々の健康と豊かな食生活に
貢献する企業を目指す韓国東遠F&B が出資した、日本の現地法人で
す。東遠F&B は、1982 年に韓国で初めてツナ缶を生産し、現在は水産
物加工食品をはじめとする各種レトルト食品、肉加工食品、農産物加
工食品、飲料など330 種類以上の多様な製品を製造、販売する、韓国屈
指の総合食品メーカーです。

事業・商品
食料品

加工食品の生産
◉ 両班（ヤンバン）ブランド: 韓国国内マーケットシェア第1位の両班
（ヤンバン）
海苔、
ヤンバンあわび粥、
サムゲタン粥など
◉ 東遠
（ドンウォン）
唐辛子ツナ: 韓国で78％のマーケットシェアを持つツナ缶
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株式会社農心ジャパン
Nongshim Japan,lnc
〒101-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル4F
Tel: 03-3595-0882 Fax: 03-3595-0884
e-mail: shin@nongshim.co.jp
http://www.nongshim.co.jp

会社紹介
韓国国内のインスタントラーメン市場でシェアNo.1 を誇る「辛ラー
メン」で有名な「農心」の日本法人として、2002 年に設立された会社で
す。グローバルブランドとなった「辛ラーメン」を通じ、韓国の味の日
本での定着や、日韓食品産業の相互発展のかけ橋として、ラーメン類、
スナック類、その他各種韓国食材などを日本国内にて販売し、また日本
有数の食品企業で生産される製品と技術を韓国へ導入しています。

事業・商品
辛ラーメン（袋、カップ）／辛ラーメンブラック／ふるる冷麺／

食料品

即席麺事業

本場韓国ラーメン（のり、コムタン、サムゲタン）／旨ラーメン( ピリ辛、激辛）

スナック事業
辛いえびせん／ジョチョンユガ／クルカーベギ／ヤンパーリンなど

組織
東京本社／大阪支社／名古屋支店／九州支店

Korean Enterprises in Japan
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株式会社BSJ
BSJ Co., Ltd.
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町20-1 箱崎NSOビル7F
Tel: 03-6231-1570 Fax: 03-6231-1575
e-mail: kihoon@bekseju.co.jp
http://www.bekseju.co.jp

会社紹介
当社は韓国を代表する伝統酒のメーカー「麹醇堂」の日本法人です。
当社は、韓国伝統酒の定番である「百歳酒」をはじめ、最近人気のマッ
コリに至るまで、韓国を代表するお酒（醸造酒）を日本に提供してい
ます。韓国伝統酒を通して、韓国の食文化を日本に広げていきたいと
思います。韓食の世界化プロジェクトとともに、韓国の伝統酒が日本
市場に定着するよう全力を尽くします。

事業・商品
食料品

百歳酒
◉ 生米と10種類のハーブをブレンドして造ったお酒
◉ 甘さ控えめの淡白な味
◉ 米を蒸さずに作るため、高いアミノ酸含有率が特長

麹醇堂生マッコリ
◉ 独自の「生米発酵法」により、米由来のアミノ酸を多く含有
◉ 密閉キャップにより外部空気を遮断、徹底した冷蔵管理により鮮度を長く
保てる
◉ 清涼感と飲みやすさが魅力

高矢禮梅酒
◉ 大切に手摘みした梅を、10年間熟成
◉ マイナス8℃の冷凍濾過により、雑味のない深みのあるコクと甘酸っぱい
味が特長

名作
◉ 厳選した韓国産ラズベリーのみを使用した、風味豊かな果実酒
◉ 甘味と酸味のバランスにより、ラズベリー本来の新鮮な味と香りを楽しめる
◉ ラズベリーの香り成分（ラズベリーケトン）で脂肪燃焼効果も期待
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ヘテパシフィック株式会社
HAITAI PACIFIC CORP.
〒108-0022 東京都港区海岸3-22-23 MSCセンタービル7F
Tel: 03-5730-1242 Fax: 03-5730-1240
http://haitai.co.jp/

会社紹介
ヘテグループは1945 年の創業以来、今日までヘテ製菓を母体とし、
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。

「価値ある良い食品をより早く！より安く！」を合言葉に、21世紀も発展し続

食料品

事業・商品
けます。

日本国内販売商品
ヘテ製菓菓子類、クラウン製菓菓子類、韓国味付岩のり、唐辛子、唐辛子みそ、
サムゲタン、冷凍魚類、その他加工食品、農産物、菓子原料、食品原料

輸出商品
日本食品・原料、水産物

主要商品
◉ 辛ダンドン®トッポッキ味スナック
韓国トッポッキの元祖「シンダンドントッポッキ」がヘテ製菓のスナックで再誕生！
スンチャンコチュジャン味付けで癖になる甘ピリ辛の味です。パセリの味付けで一層
香ばしい。MSG・合成着色料の無添加で健康まで考えたWell-Being お菓子です。

◉ バターワッフル
甘過ぎず香り豊かなバターの味を気軽に楽しめるワッフルのようなバタークッキー。サ
クサクとした食感が女性や子供達に圧倒的な支持を戴いています。韓国で初めてお目見
えしたヨーロッパ風高級お菓子です。

◉ カロリーバランス
忙しい現代人が日常生活に必要となるビタミン・ミネラル等の栄養素を手軽に補給でき
る栄養バランス食品です。

◉ ヘテ唐辛子
太陽の光をいっぱい浴びた唐辛子は、甘さも辛さも旨さ満点です。マイルドな味、無添
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「辛ダンドン®」は、ヘテパシフィック株式会社の登録商標です。

加・無着色の天日干しで色鮮やかな唐辛子のみを厳選して作りました。奥深い甘みでど
んな料理でも利用できます。
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株式会社麺サラン
NOODLELOVERS INC.
〒103-0004 東京都中央区東日本橋1-1-9 東日本橋SSCビル3F
Tel: 03-5825-4350 Fax: 03-5825-4351
e-mail: kimyd@mensaran.co.jp
http://www.mensaran.co.jp
http://www.noodlelovers.com

会社紹介
当社は「元気で便利で豊かな麺、食生活文化の創造」という理念のも
と、麺とソースの開発・生産・販売に力を尽くしてきた、麺とソースの
専門企業です。1993 年、乾燥麺の事業を始め、冷凍・冷蔵麺、冷・熟麺、
生麺、乾麺、パスタなどあらゆる麺類と冷麺スープ、うどん麺つゆ、ス
パゲッティ& 中華ソース類から、油揚げ、餃子、肉加工品へと製品群を
拡大し、家庭、レストラン、学校給食、海外市場に至るまで、多様な領
域でお客様に商品を供給しています。
また、麺サランは何よりも家族の食卓に安心してのせられる食品づく
りのため、完璧な「安全衛生管理システム」を構築して、韓国内屈指の

食料品

規模と設備で製品を生産、管理しています。

事業・商品
冷麺
業界初、ストレートタイプのスープを簡単に注ぐだけ！ 良質なそば粉の風味
のある麺に、さっぱりした味のスープ。麺サランの技術が圧縮された商品です。

ビビン冷麺
じゃがいもの澱粉を使った、細くのどごしの良い麺。
唐辛子とたまねぎを熟成させた辛いソースの、深い味わいが楽しめます。

チョル麺
韓国ナンバーワンの市場シェアを誇る商品。上質の小麦粉とじゃがいもの澱粉
を使った、つるつるしてコシの強い麺です。唐辛子とたまねぎをたっぷり入れ
たビビンソースの、深い味わいが楽しめます。

ジャジャン麺
シコシコとした独特な食感の麺とジャガいもやたまねぎ等の野菜を加えた風
味、大豆タンパクで豚肉の旨味を感じるソースが韓国料理特有の味。韓国で一
番の人気を誇る麺料理を、日本市場に初めて紹介します。

トッポギ
韓国本場の屋台の味をそのままに。辛くても美味しく食べられる辛さ。
電子レンジ3分でOK ！

韓国チゲの素
韓国レストランの味が楽しめるプロの味！ 特別な調味料を加えなくてもお好
みのチゲの味を再現します。麺サラン韓国チゲの素は様々な韓国チゲは勿論、
日本食の鍋料理の素としても合います。
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ロッテ酒類ジャパン株式会社
LOTTE LIQUOR JAPAN CO.,LTD
〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル2314号
Tel: 03-5484-1234 Fax: 03-5484-1845

会社紹介
ロッテ酒類は、1926 年、江陵合同酒造の設立とともにその歴史が始ま
り、焼酎を始め清酒、ワイン、ビール、ウィスキー、果実酒、リキュールま
で多様な製品を生産・販売している総合酒類会社です。現在では、約40
カ国に酒類製品を輸出しています。当社は、ロッテ酒類の日本法人であ
り、
「鏡月」、
「ふんわり鏡月」、
「チョウムチョロム」、
「ソウルマッコリ」を
日本国内に輸入、販売を行っています。ロッテ酒類ジャパンはこれから
も、日本のお客様にご満足いただける製品をお届けいたします。

鏡月

食料品

事業・商品
鏡月は豊かな自然に囲まれた雪岳山（ソラクサン）系の澄みきった天然水で仕
上げた焼酎です。1996 年に日本で発売された「11 年間連続シェアNo.1 韓
国焼酎」です。その味わいは、すっきりとして口当たり優しく、ロック・水割り
はもちろん、ソーダ・お茶割りなどお好みのスタイルでお楽しみいただけます。
大切な仲間と共に、心地よい時間をお過ごしください。
*2004 年～2014 年輸入通関数量［出典：財務省貿易統計］焼酎、ウィスキー、ブランデー
を含む蒸留酒トータルの、日本での実績

ふんわり鏡月
ふんわりとしたやさしい香りと酔い心地を提供する、新しい鏡月シリーズ。鏡月
本来の「天然水仕上げの澄みきった味わい」
に、
自然感ただよう、
ほのかな甘みと
フルーツのやさしい香りを加え、
「すっきりとさわやかな味わい」
を実現しました。

アルカリ水を使用した、まろやかな口当たりが特長の韓国焼酎です。やわらかい
味わいで若者から支持を集め、韓国では2008 年から2014 年まで7 年連続し
てNCSI（国家顧客満足指数）
焼酎部門１位に選ばれました。
焼肉や韓国料理と一
緒に、
よく冷やしてそのままストレートで、
またはロックで飲むのがお勧めです。

ソウルマッコリ
マッコリは、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。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
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チョウムチョロム

の技術を活用して、日本人の嗜好にも合う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。マッコリを初めて飲む方にも、親しみやすい味です。
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