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関係各位

FOODEX2016 英国パビリオン・スコットランドパビリオンのご案内

平素は大変お世話になっております。
2016 年 3 月 8 日から 4 日間 幕張メッセにて開催される FOODEX2016 で、今年も英国パビリオンと
して英国より 12 社・2 団体が出展し、隣のスコットランドパビリオンでは 6 社が出展致します。
また、会期中毎日午前（11 時半頃）と午後（14 時半頃）にパビリオン内キッチンにてデモンストレーシ
ョンとテイスティングを行います。
お忙しいとは存じますが、是非お立ち寄りください。
英国パビリオン

会社名

AHDB Exports

Avlaki Superb
Organic Olive Oils

Camellia’s Tea
House

Champion &
Reeves

(ホール 5 小間番号 5C02)

ウエブサイト

www.ahdb.org.uk

概要
AHDB (Agriculture & Horticulture
Development Board) は、英国の畜産農家と共
に、英国の食肉ならびに食肉製品（冷凍と冷
蔵）の促進を行っています。当団体の小間に、
食肉関連等数社も来日出展しています。

www.oliveoilavlaki.com

AVLAKIオーガニックエクストラバージンオリー
ブオイルは、オリーブ圧搾後に可能な限り早く
ビン詰を行うことで、本当に新鮮なオリーブオイ
ルの風味、アロマ、栄養素を最大限に閉じ込め
ています。

http://camelliasteajapan.com/

カメリアズ・ティー・ハウスは、ハンドメイドの紅
茶とハーブティーのブランドです。
代理店： 合同会社ライジングエイジア
Tel: 011-624-5072
www.camelliasteajapan.com

www.championreeves.com

チャンピオン・リーブスは、高級菓子、バタース
コッチ、デザートヌガー、クリームトフィーのメー
カーです。
代理店： プリムスフード株式会社
Tel: 075-757-8247

Christie
International

www.christieinternational.com

クリスティ・インターナショナルは、英国高品質
食品飲料のサプライヤーです。

www.churchillsconfectionery.co.uk

チャーチルズ・コンフェクショナリーは、お洒落
なエンボスギフト缶入りのショートブレッドなど
菓子のメーカーです。
代理店： 宝商事株式会社
Tel: 03-3254-0232 www.tskk.co.jp

www.etsjapan.co.jp

イングリッシュ・ティー・ショップは、現代の生活
にポップでカラフルなアクセントを添える、フェ
アトレードのオーガニックティーブランドです。
代理店： SEAコーポレーション
Tel: 03-6416-5686

www.fairmantrading.com

フェアマン・トレーディングは、伝統的なイングリ
ッシュフルーツケーキのメーカーです。真空パ
ックのエレガントな缶にパッケージすることで、
長い賞味期限を可能にし、フレーバーと新鮮さ
を密閉しています。高級小売店、百貨店、オン
ラインショップ、ハンパー（ピクニック向けの食
品や食器を入れたバスケット）、ギフトに最適で
す。

www.keith-spicer.co.uk

キース・スパイサーは、紅茶、緑茶、特産茶、フ
ルーツやハーブティーの英国主
要サプライヤーです。Dorset Tea, Tea India, St
James’sといったブランド
を持っています。

Snowdonia Cheese

www.snowdonia-cheese.co.uk

スノウドニア・チーズは、カラーワックスでコーテ
ィングしたブレンドナチュラルチーズのメーカー
です。多くの種類があり、いずれも、最上級の
原材料を使用、特徴のある食感と濃厚な味で
す。英国内ならびに海外の主な高級小売店
で販売されています。
代理店： 株式会社ウィッシュカンパニー
Tel: 03-5413-2048

SuperJam

www.superjam.co.uk

スーパージャムは、フルーツ 100％の高級ジャ
ムのメーカーです。

Churchill’s
Confectionery

English Tea Shop
(Nichiei Trading)

Fairman Trading

Keith Spicer

The Silver Crane
Company

www.silvercrane.co.uk

FDEA (Food &
Drink Exporters
Association /
PS8 Ltd

www.ukfdea.com

www.ps-8.com

Williamson Teas

www.williamsontea.com

シルバークレーンは、35年の歴史を持つ、ブリ
キ缶パッケージのリーディングカンパニーで
す。2000種類のアイテムがあり、英国パッケー
ジアワード受賞チームによるオーダーメードの
デザインも可能です。「ワンストップショップ」と
してパッキング、運送、品質チェックなどお客様
が必要な全ての手配を行います。

FDEA（英国食料品輸出協会）は英国の食品飲
料輸出企業をサポートするメンバー制の組織
です。バイヤーとメンバー企業をマッチングさせ
て、英国ブランドや新商品を探すことも可能で
す。PS8 社は、FDEA のイベント運営を担当し
ており、FOODEX をはじめ様々な国際展示会
における UK パビリオンを手がけています。

ウィリアムソン・ティーは、茶園ビジネスの現在
5代目で、ケニアの社会、野生生物、環境など
の利益となるよう、最高品質で持続可能なお茶
を栽培しています。
代理店： 有限会社ボーアンドボン
Tel: 03-3778-6799

英国パビリオンに関するお問い合わせ：
駐日英国大使館 貿易・対英投資部
在阪英国総領事館 貿易・対英投資部

柳澤 ／ 長谷川 (Tel: 03-5211-1154 / 1171)
大角 (Tel: 06-6120-5654)

スコットランドパビリオン

会社名

(ホール 5 小間番号 5E02)

ウエブサイト

www.chocstars.com

Chocolate & Love
www.chocolateandlove.com

Craft Beer Clan of
Scotland

Hebridean
Smokehouse

Mackie’s of
Taypack

Plan Bee

Tunnocks

概要
受賞歴のあるチョコレートバー。原材料はす
べてオーガニックで、フェアトレードで調達し
ています。
Chocolate & Love 代理店：
西本貿易株式会社
Tel: 03-6870-2004
Choc Star 代理店：
株式会社山本商店
担当: 加藤安都子
Tel: 078-331-3155

www.craftbeerclanscotland.com

スコットランドには、多種多様なクラフト醸造
所、蒸留所が数多くあります。クラフトビア・
クラン・オブ・スコットランドは、これらのスコッ
トランドの優れたクラフトビールと蒸留酒を楽
しみ、世界に発信するというシンプルな目標
と共に創設されました。

www.hebrideansmokehouse.com

ヘブリディアン・スモークハウスは、地元産
のアトランティックサーモンやキングスキャロ
ップを使い、様々な最高品質の製品を提供
し、世界的に高い評価を得ています。
代理店：ホンダシーフーズ株式会社
Tel/Fax: 03-3542-0517

www.mackiescrisps.com

マッキーズは、ポテトチップス向きの最適な
ジャガイモを使い、プレミアムなポテトチップ
スを各種つくっています。じっくり揚げる独自
の製法で、新鮮なジャガイモの風味もそのま
まに、パリッとした歯ごたえと舌ざわりが自
慢です。
代理店：株式会社 Heritage Japan
Tel: 052-783-5645

www.planbeeltd.com

www.tunnock.co.uk

英国グレート・テイスト・アワードでゴールド
スターを獲得しているプラン・ビーの蜂蜜
は、スコティッシュ・ブロッサムやヘザー・ハ
ニーなど伝統的なものから、10年物のグレ
ンゴイン・シングルモルト・ウイスキーとブレ
ンドしたブロッサム・ハニーなど、多彩な味が
並びます。オリジン・ハニーガーは、蜂蜜と
熟成させたアップルビネガーをブレンドした
サラダドレッシングで、健康にも良い効果が
あります。
家族経営のターノックは、ファミリー独自のレ
シピを基に高品質のチョコレート菓子を製造
し、その製品が評判となり、現在では35カ国
に輸出をしています。
代理店： レンホウジャパン株式会社
Tel: 0989-560-031

以上スコットランドパビリオンに関するお問い合わせ： スコットランド国際開発庁 塘田 ／ 吉田 （Tel: 03-5501-3480）

