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STX日本株式会社
STX Japan Corporation
〒105-0001 東京都港区虎の門1-19-5 虎の門1丁目森ビル5F
Tel: 03-5510-3125 Fax: 03-5510-1324
e-mail: jchoi@onestx.com
http://www.stx-japan.co.jp

会社紹介
当社は、韓国のSTX Corporation のグローバルビジネスにおける、日
本の拠点としての役割を強化するとともに、日本国内での独自なビジ
ネス展開のため、2006 年3 月に連絡事務所から日本現地法人となり
ました。
「 造船・機械」
「 貿易」の２つの部門を中心に、日本国内取引先
の皆様方のニーズに応じてハイクオリティなサ－ビスを提供すると
ともに、日本と韓国、中国そして東南アジアを繋げるビジネスの開発
に、全力で取り組んでいます。急変するビジネス環境の中、最高のバ
リューを創出するベストパートナーとして、皆様方から信頼頂ける企

総合商社

業を目指し邁進していきます。

事業・商品
造船・機械
造船機資材、マリ－ン製品、機械部品等の輸出入

貿易
鉄鋼製品、石油化学製品、食品等の輸出入
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エルジージャパン株式会社
LG International Japan Ltd.
〒104-0031 東京都中央中区京橋2-1-3 京橋トラストタワー14F
Tel: 03-5299-4399 Fax: 03-5299-4377
e-mail: khkim2@lgi.co.kr
http://lg-japan.co.jp

会社紹介
当社は過去50 年間、韓国の経済成長に大きく寄与し、グローバル企
業として活躍する、LG グループの総合商事であるLG International
Corp. の日本法人です。

事業・商品
主な事業
当社は、日本において30 年以上にわたり躍進を続けてきました。当社が取り

ます。今後は、総合商社として韓国企業と日本企業との橋渡しをするビジネス
をしながら、多彩な事業を展開していきます。

総合商社

扱う製品は、最終的にAV 製品、携帯電話、家電製品、IT 製品へと利用されてい

◉ 電子部品部門： LCD パネルを中心に、部品・素材の輸出入を基盤とした事
業を展開し、常に多種多様な事業モデルや新規事業に従事
◉ Display 営業部門： 設備輸出と部品輸出業務。スマートフォン、タブレット
PC などの核心部品であるLED やタッチパネルなどをソーシングし、事業
拡大を推進
◉ 電子営業部門： 主にグループ会社であるLG Display 社製の液晶パネルを
日本国内の大手電機メーカーに営業・販売
◉ 事業開発部門： 電子IT 及びEnergy 分野において、日本地域での中長期基

事業Model の開拓及びM&A や事業投資も積極的に推進
◉ 資源化工部門： 石油化学、石炭、鉄鋼・非鉄金属、自動車部品の分野により
構成。各分野は互いに上流から下流までのポートフォリオの構築をしつつ、
LG の保有する世界的ネットワークを通じてグローバルな事業に寄与
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盤を構築する為に有望企業とのPartnership を通じて、多岐に亘る新規の
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サムスン C&Tジャパン株式会社
SAMSUNG C&T JAPAN CORPORATION
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー6F
Tel: 03-6369-6600 Fax: 03-6369-6688
e-mail: sctj@samsung.com
http://www.samsungcntjapan.com

会社紹介
サムスングループとして、そして母体であるサムスン物産初の海外支
店として1953 年に開設されてから61 年間、サムスングループの日本
における総合商社の機能を持ち、日韓の架け橋として発展して参りま
した。現在は、化学・鉄鋼・電子素材・資源分野に集中してビジネスを
行っており日本と韓国だけでなく、アジア、世界を舞台に活躍の場を
広げています。

総合商社

事業・商品
化学
メタノールをはじめとする有機化学品や、プラスチック原料となる合成樹脂、
そしてナフサから派生する様々な石油化学品などの販売を、日本をはじめ、韓
国のサムスングループ会社、中国などの第3 国に販売しております。

鉄鋼
高付加価値・高品質の日本産厚板鋼材を、主に韓国での造船やインフラ建造用
に輸出し、また品質と価格競争力のバランスに優れる韓国産や中国産の熱延、
冷延、ステンレス鋼を日本のお客様向けに販売しています。仁川空港からソウ
ル市内へ向かう際、仁川大橋を通過しますがこちらはサムスン物産本社が施工
主となり、当社が日本の鉄鋼メーカーから調達した鋼材が使われて建造されま
した。今も韓国最長の海上橋として人々に愛されています。

電子素材
高性能な日本の電子素材を韓国のサムスン電子をはじめグループ会社に販売
しています。半導体や液晶パネル、電池材料、電子写真材料など多岐にわたる品
目を取り扱っており、サムスンが誇るGalaxy シリーズをはじめ韓国において
様々な競争力のある商品として生まれ変わっています。

資源
東日本大震災以降、注目を集めているクリーンエネルギーですが当社は韓国産
の良質な太陽光モジュールを日本国内のお客様へご紹介・販売を行っており
ます。またサムスン物産本社と協業し、パームヤシを利用したバイオマス燃料
など環境に負担をかけない次世代のエネルギー開発の開拓を行っています。
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GS ジャパン株式会社
GS Global Japan CO., LTD.
〒106-0041 東京都港区麻布台1-11-10 日総第22ビル5F
Tel: 03-6831-5118 Fax: 03-5575-9091
e-mail: wkshin@gsglobal.co.jp
http://www.gsglobal.co.jp

会社紹介
当社は1977 年の設立以降、韓国と日本、ひいては中国を含んだアジア
圏間のビジネスの架け橋として、地域の発展に尽くしてきました。現
在では鉄鋼製品、セメント建資材、自転車、機械、産業用資材、一般商品
などの事業分野において、持続的なビジネスを展開しています。

事業・商品
鉄鋼部門

POSCO CNC 等、韓国屈指の鉄鋼メーカーの多様な生産商品を、日本に輸入
◉ 韓国への輸出： HRC および鉄筋を中心に、日本メーカーの鉄鋼製品を、韓国

総合商社

◉ 韓国からの輸入： POSCO および現代製鉄、HYSCO、東部製鉄、東国製鉄、

へ輸出
◉ その他： 韓国製品の第3 国への輸出、および中国メーカーの鉄鋼製品の日本
への輸入を、活発に展開

セメント素材部門「普通ポルトランドセメント(JIS 規格)」
韓国からの輸入販売を開始して30 年。今では年間約50 万トンを数える販売
量となり、千葉、横浜、名古屋、大阪の４カ所のSS を通じて、数百カ所に販売し
ています。素材事業は韓国雙龍マテリアルから、最高品質のフェライト磁石と
切削工具、セラミックス製品を輸入販売しております。

潤滑油石油化学部門
潤滑油＆石油化学部門は、主に韓国GS カルテックスをはじめとした高品質で

国間取引を手がけております。すでに多くの代理店様を通して日本全国に石油
製品を供給しており、今後もよりよい顧客サービスを提供していきたいと思っ
ております。

自転車部門
現在取り扱い中のアイテムは約150点。大手量販店、スポーツ専門店、ホーム
センター、自転車専門店を中心に販売しています。
取り扱い品目： MTB／CTB／幼児車／折りたたみ車／軽快車／シティサイクル
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低価格の潤滑油製品の輸入販売と多様なメーカーの石油化学製品の輸出入、三

取り扱いブランド： JEEP／STRIDA／AVIREX／LONDON TAXI／DP780
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大宇ジャパン株式会社
DAEWOO INTERNATIONAL JAPAN Corp.
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館24F
Tel: 03-5220-6123 Fax: 03-5220-9083
e-mail: webmaster@daewoo.co.jp
http://www.daewoo.co.jp

会社紹介
主な取扱品目は、鉄鋼金属、非鉄金属、機械、自動車部品、化学、電子部
品などです。日本では、東京本社を中心に、大阪支店と名古屋支店の3
拠点で事業を展開しています。
大阪支店
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜3-5-29 日本生命淀屋橋ビル8F
名古屋支店
〒460-0008 愛知県名古屋市栄2-3-1 名古屋広小路ビル6F

総合商社

事業・商品
鉄鋼
自動車・造船・家電関連、鋼管等、各種鉄鋼製品、その他

金属
ステンレス鋼、非鉄製品、普通鋼、鉄鋼原料、その他

自動車部品・機械
自動車部品( バッテリー、アルミホイール、シートファブリック他、OEM 供給
用各種部品)、建設機器部品、産業機械( プレス他)、プラント機器、その他

化学
石化基礎原料、高機能樹脂・汎用樹脂、合成原料、製紙、肥料、その他

電子・LED
通信装備、LED 製品（パネル照明、保安灯他）、太陽光発電設備、その他

繊維・軽工業
綿糸、綿紡、合成繊維、プリント生地、産業資材、その他
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現代ジャパン株式会社
HYUNDAI JAPAN CO., LTD.
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7 NBF日比谷ビル11F
Tel: 03-5532-8134 Fax: 03-5532-8145
e-mail: hskang@hyundaicorp.com
http://www.hyundai.co.jp/

会社紹介
当社は、韓国の現代グループの製品を現地にて販売することを目的と
し、1984 年の設立後、日本の産業変化に積極的に対応し、高付加価値鉄
鋼製品、高層ビル用資材と一般材の、三国間製品を取り扱っています。ま
た、住宅用／産業用の太陽光設備と船舶／プラント機資材および各種石
油化学製品、情報通信関連製品等の取引も、活発に行っております。
当社は、顧客の満足を通じて株主の投資価値増大を最優先とする専門家
集団として、顧客とともに発展することを営業目的としています。今後
もさらに先進化された営業活動を行い、その役割を果たすべく、最善を

事業・商品

総合商社

尽くします。

鉄鋼・金属部門
◉ 取扱品目 : 薄板（熱延、冷延、メッキ）／ 厚板 ／ 鋼管 ／ 形鋼 ／アルミニウム
／ステンレス ／ブリキなど
◉ 主要取引先 : JFE 商事、新家工業、阪和興業、住金物産、三井物産、伊藤忠丸紅
鉄鋼、三井金属、鹿島建設および鉄鋼二次問屋、コイルセンターなど
◉ 主要仕入先 : 韓国( POSCO、現代製鉄、現代HYSCO、東部製鉄、NOVELIS、
MIJU 製鋼)など

電気・機械部門
◉ 取扱品目 : 太陽光 ／ 風力発電装置 ／ 重電機製品（変圧器、モーター）／ 鉄塔

鋼品 ／クレーン／ 鉄道車両 ／ 電動車および部品など
◉ 主要仕入先 : 韓国（現代重工業、現代ROTEM）などプラント・船舶
◉ 取扱品目 : プラント（製鉄設備、発電設備、石油化学設備、運搬機械）／ 船舶お
よび、機資材など

化学・商品部門
PET CHIP ／ 肥料などの化学原料および、石油精製品、タイヤ／バッテリーな
どの一般用商品
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／エンジンおよび部品 ／ 鉄構造物（ 陸上、海上 ）／ 工作機械 ／ 建設機械 ／ 鋳
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ハンファＱセルズジャパン株式会社
Hanwha Q CELLS Japan Co., Ltd.
〒108-0014 東京都港区芝4-10-1ハンファビル9階
Tel: 03-5441-5900 Fax: 03-5441-5920
http://www.hanwha-japan.com

会社紹介
1984 年に韓国の大手財閥企業であるハンファグループの日本法人と
して設立され、太陽光発電関連事業及び商品の販売、韓国、中国、アジ
ア諸国との間で化学品、鉄工、機械・設備といった基幹産業の輸出入業
務などを幅広く事業展開しています。また、日本企業との業務・技術提
携を仲介し日本における窓口としての役割も担っています。
日本で30 年以上の活動により積み上げてきた貿易のノウハウや築き
あげてきた強い信頼関係で、日本企業及び経済の発展に貢献できる企
業であり続けるため、これからも努力と挑戦を続けていきます。

総合商社

事業・商品
太陽光発電

世界水準の認証取得、品質管理の徹底、価格競争力を強みとして

日本国内に下記2 ブランドを販売中。日本にもＲ＆Ｄセンターを保有し、日本
独自の品質管理と、充実したメンテナンス体制を構築

▲ ハンファグループ本社（ソウル）

◉ Ｑセルズ : 1999 年にドイツで創業、2007 年、2008 年には生産量世界
一になった世界的ブランドで、2012 年よりハンファグループの一員として
世界で、高品質の太陽電池セル・モジュールを生産・販売。同年より日本で、
品質の高い太陽電池モジュールと日本に適したパワーコンディショナ、架
台を組み合わせた太陽光発電システムを販売
◉ ハンファソーラー : 2010 年に中国の太陽電池モジュールメーカーとして
設立。日本では2011 年より販売開始、特に公共・産業用両分野において日

化学

▲ 大分24MW 太陽光発電所

石油化学の基礎原材料であるエチレン・プロピレンをはじめ、その誘導

本、PE・EVA・電線用樹脂・PVC 等の樹脂および苛性ソーダの輸出入。建築資
材や床材および新機倉フィルム等を、日本のメーカヘ供給

金属 ・鉄鋼

建築および工業用材料として、一般鋼や表面処理鋼板、ベアリン

グ鋼等の特殊鋼製品、Scrap 等の原資材を日韓両国のメーカヘ供給。中国をは
じめ、アジア諸国および世界各国との3 国間取引等

機械・設備・機械部品

産業全般に必要な油・空圧部品、工作機械、電子部品

等を弊社グループ系列会社等へ輸出。韓国から工作機械およびその部品等を
輸入し、曰本企業ヘ供給

▲ ハンファケミカル ヨス工場
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本全国に多数の実績

