2015 駐日韓国企業総覧
Korean Enterprises

機械・鉄鋼・金属
機械

鉄鋼・金属

LS産電Japan株式会社

058

POSCO JAPAN 株式会社

074

クムホタイヤジャパン株式会社

059

株式会社東国

075

サムスン重工業株式会社 東京事務所

060

東部ジャパン株式会社

076

株式会社 CU

061

株式会社世亜ジャパン

077

大宇造船海洋株式会社

062

現代製鉄

078

株式会社大元ACN

063

株式会社 羅寶ジャパン

079

株式会社テクノピア

064

斗山重工業ジャパン株式会社

065

株式会社萬都

066

株式会社BIODYNE JAPAN

067

現代自動車ジャパン株式会社

068

株式会社現代自動車日本技術研究所

069

現代重工業（株）東京支店

070

現代ソンウーオートモーティブ
東京オフィス

071

株式会社 現代尾浦造船

072

ヒュンダイモービス株式会社 日本支店

073

LS産電Japan株式会社
LSIS Japan Co.,Ltd.
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビル13F
Tel: 03-6268-8241 Fax: 03-6268-8240
e-mail: mkchae@lsis.com
http://jp.lsis.biz/

会社紹介
当社は1974 年の創立以来、韓国最高の産業用電気・自動化の企業へ
と成長しました。国内に4 つ、海外に3 つの工場、国内外に6 つの研究
所、8 つの海外法人と9 つの支社を持ち、優れた技術力と品質をベー
スにした経営によって、国内外の顧客から高い信頼と評価を得ていま
す。また、当社は「Green Innovators of Innovation」という新ビジョ
ンを掲げ、産業用電気・自動化の分野とグリーンビジネスの分野を軸
に成長しており、特に、グリーンビジネスの分野では、世界の流れを
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リードしています。

事業・商品
グリーンビジネス： 太陽光システム／スマートグリッド／
電気自動車ソリューション／電力用半導体LED照明／PINS 等

電力ソリューション： 低圧機器／高圧機器／計量・計測機器／
デジタルメーター／配電盤／変圧器 等

自動化ソリューション： RFID/USN／PLC／Remote I/O／HMI／
Process Automation 等

ドライブソリューション： Variable Frequency Drive (AC Drive)／
太陽光インバータ 等

交通システムSOC： ITS／Railway System Solutions 等
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クムホタイヤジャパン株式会社
KUMHO TIRE JAPAN INC.
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-13-4 第三長岡ビル6F
Tel: 03-3553-4076 Fax: 03-3553-4070
e-mail: khinfo@kumho.co.jp
http://www.kumho.co.jp

会社紹介
クムホタイヤは、アシアナ航空をはじめ38 社を傘下に持つ「KUMHO
アシアナグループ」のワールドブランドで、欧米を中心に世界180 カ
国余りに輸出されています。その独自の先進テクノロジーに裏付け
られたハイレベルな性能と品質、信頼性が認められ、ベンツ、GM をは
じめとする世界の自動車メーカーに純正タイヤとして供給していま
す。日本法人は「KUMHO TIRE」の日本拠点として1977 年に設立さ
れ、現在に至ります。これからも、モータースポーツへの積極的な進
BRAND の性能及びブランド力を一層高めていきます。

事業・商品
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出、イベント参加、大手カー用品店での販売などを通じて、KUMHO

タイヤ販売 ( 自社生産の各種タイヤ取扱)
化学品輸出
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サムスン重工業株式会社 東京事務所
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES Co., Ltd. Tokyo Office
〒106-8532 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ
Tel: 03-6234-2237 Fax: 03-6234-2189
http://www.shi.samsung.co.kr/Eng/default.aspx

会社紹介
サムスン重工業は、造船、海洋、電気電子の事業分野で世界最高を目指
し、多様なプロジェクトを成功させてきました。特に、ドリルシップ、
LNG 船、FPSO 等の高技術・高付加価値の製品の分野では世界１位の
市場占有率を維持し、独歩的な競争力を備えております。また、既存
の事業にデジタル技術を取り入れた船舶の自動化システム、バラスト
水処理システム等の電気電子事業を展開し、これらの技術は国内外で
認定を受けております。これからも世界超一流を目指して挑戦し続
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けます。

事業・商品
造船事業
LNG 船の市場占有率は世界１位であり、高技術・高付加価値船の市場を先導
しています。世界初の両方向砕氷油槽船の開発を始め、新概念の船舶市場でも
独歩的な競争力を保有しています。

海洋事業
ドリルシップ、FPSO 分野で世界最多の建造実績を保有し、高度の安定性と技
術力が必要な固定式海洋プラットフォーム、TLP、浮体式海洋構造物等、海洋
開発設備の市場でも蓄積された船舶建造技術が生かされています。

電気電子事業
造船・海洋及び建設分野で蓄積した経験と技術を基に多様な産業分野にデジ
タル技術を提供致します。主な製品としては、船舶バラスト水処理システム
のPURIMAR、LNG 推進船、燃料供給システムFuGas と運航制御システムの
SSAS-Master、統合運航システムのXailorStar、船舶用配電盤、電力制御シ
ステム等です。
（ '13 年末基準）
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株式会社 CU
CU CORPORATION
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-10 虎ノ門桜田通ビル8F
Tel: 03-6205-7385 Fax: 03-6205-7386
e-mail: jylee@japan-cu.com
http://www.japan-cu.com

会社紹介
弊社は韓国に本社を置く医療機器メーカーの現地法人です｡日本で第
一種医療機器製造販売業を取得しました｡ 本社のCU メディカルシス
テムは､世界で６番目にAED の特許を取得､現在約70 か国にAED を
輸出しています｡ またAED の普及・啓発を行う事を目的とした「減
らせ突然死～使おうAED ～」プロジェクトにも協賛しています｡ 今
後もAED の設置先を増やし､突然の心停止を起こした方に対して､一
般の皆様が速やかにAED を使用出来る環境を構築していく事がメー

事業・商品
AED(自動体外式除細動器)､高度管理医療機器､特定保守管理医療機器の販売
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カーとしての責務であると考えています｡

< CU-SP1 > 医療機器承認番号： 22500BZX00338000
◉ オートボリューム機能
◉ モード切替機能（成人⇔小児）
◉ ３つのステータスインジケータ
◉ CPRコーチング機能

< NF1200 > 医療機器承認番号： 22100BZI00022000
◉ 簡単操作のお手軽AED
◉ リファレンスガイド機能
◉ 大きくはっきりした音声ガイダンス

◉ ディスプレイガイダンス（絵､文字）
◉ 充電式バッテリ内蔵

低温プラズマ滅菌器とオゾン消毒器
グループ会社の医療機器として一般の医療機関向け販売
◉ 既存の滅菌器は､高温度で２時間以上滅菌作業をすると滅菌対象機器の損傷があった
が､プラズマ滅菌器は､低温度､短時間で滅菌作業を行うことで滅菌対象物の損傷を防
ぐ画期的な機器です｡（プラスチック､ゴム製品も滅菌可能）
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< CU-ER1 > 医療機器承認番号： 21900BZY00077000

◉ 微生物消毒が可能な非熱処理オゾンガス消毒方式に消毒後自動で発生したオゾンを完
全分解出来るオゾン分解処理システムも内蔵されています｡
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大宇造船海洋株式会社
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd.
〒105-6015 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー15F

Tel: 03-5472-1581 Fax: 03-5472-1582
e-mail: pykim@dsme.co.kr
http://www.dsme.co.kr

会社紹介
1973 年10 月に韓国東南の巨済島玉浦湾で創業し、1981 年に大宇造
船海洋株式会社を立ち上げた当社は、各種船舶と海洋プラント、試錐
船、浮遊式原油生産設備、潜水艦、駆逐艦などを建造する、世界超一流
の造船海洋専門企業です。400 万㎡の広大な敷地に世界最大の100
万トン級ドックと900 トンのゴリアテクレーンなどの最適設備を持
ち、卓越した高技術船舶建造を誇っています。IT 技術を基盤に体系化
した船舶建造技術と、高難度海洋プラットホーム建造能力、大型プラ

機 械・鉄 鋼・金 属

ントプロジェクト管理能力、戦闘潜水艦や駆逐艦を建造する高い技術
力を揃え、造船海洋製品を、最上の品質で造り上げます。

事業・商品
船舶事業
◉ ContainerShip：（最大18,000TEU）
◉ Gas Carrier : LNGC/LNG FSRU/LNG-RV/LPGC
◉ Tanker : VLCC／Suezmax／Shuttle Tanker
◉ その他： 旅客船／潜水艦／駆逐艦 など

海洋事業
◉ Drillship／Semi-Submersible Rig
◉ LNG FPSO／Oil FPSO、FPU
◉ Fixed Flatform／Onshore Plant

新事業
◉ 風力発電事業
◉ 陸上プラント : BMPP／Modularプラント／発電所建設
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株式会社大元 ACN
DAIGEN ACN CO., LTD
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-2-6 第ニ扇屋ビル7F
Tel: 03-5402-3599 Fax: 03-5402-3699
e-mail: info@daigenacn.co.jp
http://www.daigenacn.co.jp

会社紹介
株式会社大元ACN は、2004 年の創業以来、タイヤ・バッテリーなど、
世界的に知名度のある優秀な韓国メーカーの製品を、2 カ所の物流拠
点を通じて、日本全国へと販売を展開しています。
「品質の高い製品
を良いサービスで安定供給する」をモットーとしています。

事業・商品
◉ クムホ・マーシャルタイヤ（クムホタイヤ製）
◉ ロイヤルバッテリー（デルコア製）
◉ その他、ホイール・バランスウェイトなどの自動車用品輸入＆販売
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自動車用品輸入＆販売

物流管理・配送
茨城・広島の2カ所の物流倉庫から全国へ翌日デリバリー体制
（郡部、離島などのエリアを除く）

Web Order System
WEBへのアクセスにより、お客様から直接在庫確認・商品発注ができるシステ
ムを構築しております。発送手配を全て自動化し、在庫状況もリアルタイムで
連動するので、より安全かつ迅速な対応が可能です。
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株式会社テクノピア
TECHNOPIA CO.,LTD.
〒102-0074 東京都千代田区九段南3-3-4 ニューライフビル2F
Tel: 03-3221-4761 Fax: 03-3221-4775
e-mail: info@technopia-net.co.jp
http://www.technopia-net.co.jp

会社紹介
1995 年創業以来、顧客第一主義の信念を持ち激変するグローバル市
場においてリーディングカンパニーとなるため日々精進して参りま
した。海外からの各種製品の輸出入及び販売を幅広い分野で行って
おり、特に新しい成長分野においては活発な投資を行って新たな市場
開拓のために努力しております。
主要取引国： 韓国、アメリカ、ドイツ、ベルギー、シンガポール、中国、台湾
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＜グループ会社 子会社＞
株式会社メニテック
株式会社プライスドットコム
Medical Tech Corporation（韓国）

事業・商品
オート事業部
自動車用用品、部品の製造、販売／自動車用のアルミホイールの製造、販売、輸
出入／自動車用タイヤの輸出入販売／自動車用バッテリーの輸入販売／
自動車用アクセサリー類の輸出入販売

メディカル事業部
各種医療機器の輸出入販売/コンタクトレンズの製造販売/遺伝子診断キット
の販売及び治療/先端医療機器の輸出入販売/病院経営コンサルタント業務/
眼科用手術、検査機器の輸出入販売

新規事業部
産業用機械輸出入販売/不動産賃貸/雑貨類輸出入販売/逆浸透膜（RO）/
IGUASSU浄水器販売
ゴルフ関連用品の販売： クラブ、ボール、ウェア 等
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斗山重工業ジャパン株式会社
Doosan Heavy Industries Japan Corporation
〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル2413
Tel: 03-3452-5451 Fax: 03-3452-5624
http://www.doosanheavy.com

会社紹介
斗山重工業はプラント専門企業として、これまで約 50年間、全世
界約 40カ国に発電、Waterなど各種のプラント設備を供給して来ま
した。海水淡水化分野では自他共に認める世界一位であり、発電設
備分野でもグローバルリーダーに飛躍しております。特にここ 20年
間、世界で最も原子力発電の主機器を供給し、韓国が受注した UAE
原発プロジェクトにも原発主機器を供給しております。また、英国
の DOOSAN BABCOCK、ルーマニアの DOOSAN IMGB、ベトナ
サウジの WATER R&Dセンター、インドの DOOSAN CHENNAI
WORKS、DOOSAN LENTJES、ENPUREなど、海外子会社および
R&Dセンターを通じてグローバル・ビジネス・システムを構築しまし
た。特に、2009年にはチェコの SKODA POWERを買収し、Boiler
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ムの DOOSAN VINA、米国の DOOSAN HYDRO TECHNOLOGY、

- Turbine - Generator（ BTG）のフルラインアップを構築、先発企
業だけが参加できる BTGパッケージ市場への進出も可能になりまし
た。未来成長の原動力であり環境にやさしいグリーンエネルギー分
野では 3MW陸海上風力システムである WINDS3000TMの認証を終
え、2011年には韓国国内の 9MW風力団地の受注に成功する一方で、
二酸化炭素の回収、貯蔵（CCS）分野の技術開発と商用化でもリード
しております。斗山重工業は「Global Leader in Power and Water」
というビジョンの基、全世界の人類に光と水を提供し、地球の価値
を高める技術を具現化することでより良い未来をつくるため持続的
に努力していきます。

エネルギー： グリーンエネルギー、発電プラントEPC、発電プラント機器、
発電プラント性能改善＆サービス

Waterプラント： 海水淡水化プラント、水処理プラント、水処理設備
鋳造＆鍛造： 発電素材、船舶素材、製鉄素材、金型工具鋼、石油化学＆一般産
業素材
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事業・商品

建設＆エンジニアリング： 風力、超々臨界圧石炭火力、燃焼後CO2回収、
純酸素燃焼、ガス複合火力発電
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株式会社萬都
MANDO CORPORATION
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-6-8 新宿鈴木ビルA館6F
Tel: 03-6457-8371 Fax: 03-6457-8372
e-mail: kawano@mando.com
http://www.mando.com/

会社紹介
当社はハルラグループの自動車部品製造企業として、1962 年に設
立されました。主な製品は、自動車のステアリング、ブレーキ、サスペ
ンションで、近年では自動車の電子部品をはじめバッテリーチャー
ジャー等、EV 関連製品の研究・開発も始めました。韓国本社、工場（3
拠点）、研究所（1 拠点）を中心に、北・南米、ヨーロッパ、中東、アジア
等の世界各地に支社や工場・研究所を持ち、現地調達に協力します。
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事業・商品
Steering system
油圧式Power Steering Gearをはじめ、C-EPS、Dual Pinion-EPS、
R-EPS、R/P GEAR、COLM、IMS、Manual Steering Gear等の、ステアリ
ングに関する部品の製造

Brake system
CBS (Caliper、Actuation、Drum)、Brake Control system (ABS、ESC、
Integration、EPB) 、Master Cylinder、Booster等の、ブレーキに関する部
品の製造

Suspension system
Shock absorber、Damper(Twin-Tube type、Mono-Tube type)、Air
Suspension、Suspension Strut等の、サスペンションに関する部品の製造

System Integration
Lane Keeping Assist system、Intelligent Parking Assist system等
の、システムインテグレーションに関する部品の製造
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株式会社BIODYNE JAPAN
BIODYNE JAPAN Inc.
〒104-0041 東京都中央区新富1-8-2 八丁堀MIYAMAビル
Tel: 03-3553-7001 Fax: 03-3553-7002
e-mail: bejenr@biodyne.co.jp
http://www.biodyne.co.jp

会社紹介
輸入/ 医療機器製造・販売
2014 年5 月グローバル大手製薬会社であるロシュ・ダイアグノス
ティックス株式会社と共同販促契約を結び日本国内でシェアを伸ば
しています。

事業・商品

液状化細胞診(LBC：Liquid Based Cytology) とは、採取した細胞を専用の
保存液に回収し、細胞浮遊液として保存した後、専用の機器を用いて細胞診標
本を作製する方法で、従来法と比べ、不適正標本の減少や精度向上が期待され
登場した細胞診標本方法です。

機 械・鉄 鋼・金 属

取扱品：液状化細胞診(LBC) 機器 Cellprep AUTO、Cellprep PLUS、消耗品

Korean Enterprises in Japan
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現代自動車ジャパン株式会社
HYUNDAI MOTOR JAPAN Co., Ltd.
〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-30 赤坂一丁目センタービル12F
Tel: 03-6234-3550 Fax: 03-6234-3559
http://www.hyundai-motor.co.jp

会社紹介
現代自動車で生産された大型観光バス「ユニバース」の輸入と販売を
メインに事業展開しています。また、お客様に最高のコンディション
で「ユニバース」をご使用いただけるよう、アフターセールスの充実
を目指しています。あわせて、より良い商品をお客様へ提供するため
のマーケティング活動や日本で現代ブランドを広く浸透させるため
のプロモーション活動も積極的に展開しています。
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事業・商品
現代自動車製 大型観光バス「ユニバース」の販売（卸売り）
大型観光バス「ユニバース」の輸入
現代ユニバース正規販売会社への車両販売および業務指導

アフターセールスの提供
現代ユニバース正規サービス工場への技術指導および研修の実施
補修用純正部品の輸入および販売

マーケティングおよびプロモーション活動
市場調査と販売企画の立案および現代自動車へのフィードバック
車両展示会および試乗会の実施
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株式会社現代自動車日本技術研究所
HYUNDAI MOTOR JAPAN R&D CENTER, Inc.
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 みなとみらいセンタービル16F
Tel: 045-633-9121 Fax: 045-633-9125
http://www.hmjrd.co.jp/

会社紹介
現代自動車日本技術研究所は、世界各国にある現代自動車のR&D 拠
点（韓国、日本、米国、ドイツ、インド、中国）の中でも、日本が得意とす
る環境車技術、次世代電子技術、デザイン開発に特化して、次世代技術
の研究開発を推進しており、グループの研究開発戦略を担う重要拠点
として期待されております。

事業・商品
先進エレクトロニクス
生体工学、認知工学、心理学に至るまで人間に関する多様な基礎研究を基盤と
して、全ての乗員が安全で安心できるような快適な空間になるように人間中心

機 械・鉄 鋼・金 属

研究分野

の自動車開発を行います。
主な研究分野
◉ 映像を基盤とした認識、検知技術の研究開発
◉ 各種技術を融合した運転支援技術やUser Experience提供のための研究開発
◉ 次世代自動車を支える新技術や新しいSystemの研究開発

環境車技術
次世代電池とモータ、インバーター、燃料電池システムについて研究開発をし
ています。
主な研究分野

◉ 電動車両向けモータ/インバーターの研究開発
◉ HEV/PHEV/EV/FCVの車両評価及び改善提案

デザイン
欧州、北米、アジアとグローバルに展開するヒュンダイデザインの日本スタジ
オです。日本ならではの感性を通して、世界を魅了する斬新なデザインを発信
していきます。
主な研究分野
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◉ 次世代車両の新型電池の研究開発

量産車デザイン、先行デザイン、単品デザイン
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現代重工業（株）東京支店
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. TOKYO BRANCH
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館8F
Tel: 03-3211-4792 Fax: 03-3216-0728
e-mail: tokyo@hhi.co.kr
http://www.hhi.co.kr

会社紹介
1972 年に不毛の地のごとき漁村で産声をあげた現代重工業は、
“ 現代精神”に
基づく挑戦と開拓により、世界最高の重工業企業として跳躍いたしました。世
界一の造船事業において蓄積した技術をもとに、関連事業への拡大を通じて世
界的な総合重工業企業へと成長いたしました。今後も、現代重工業は、今まで積
み重ねてきた豊富な経験と優秀なインフラ・グローバルネットワークを基盤
として、最高の経営力を備えたグローバルリーダーとして、未来を切り拓いて
行きます。

機 械・鉄 鋼・金 属

事業・商品
造船事業
◉ Drillships, LNG/LPG Carriers, Containerships, Tankers
◉ Product Carriers, LNG FSRU, Bulk Carriers, etc.

海洋事業
◉ FLOATING OFFSHOTRE FACILITIES
– Floating Production Unit (FPSO, FSO, FPU)
– Semi-submersible & Jack-up Drilling Rig, etc.
◉ FIXED OFFSHORE FACILITIES
– Deck, Module and Other Facilities

プラント事業
◉ POWER PLANT
– Combined Cycle Power Plant, Thermal Power Plant, Co-generation Plant
◉ PROCESS PLANT
– Oil & Gas Facility, Gas Processing, Refinery, Petrochemical, GTL, LNG, Co2
		 Removal

エンジン機械事業
◉ Marine Engines & Propulsion System
◉ Steam Turbines & Turbocharger, Diesel & Gas Power Plant Engines
◉ Pumps, Hi/Eco Ballast Water Management Systems, Side Thruster
◉ Industrial & Medical Robots

建設装備事業
◉ CONSTRUCTION EQUIPMENT
– Crawler Excavators, Wheel Excavators, Wheel Loaders, Rollers Loaders
		 Backhoe loaders, Skid Steer Loaders
◉ INDUSTRIAL VEHICLE
– Diesel Forklift Trucks, Electric Forklift Trucks, LPG Forklift Trucks, Towing
		 Trucks

電気電子システム事業
◉ Transformers, Switchgear, Circuit Breakers, Rotating Machinery
◉ Wind Turbine System

グリーンエネルギー事業
◉ Solar Energy & Energy Storage System
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現代ソンウーオートモーティブ 東京オフィス
Hyundai Sungwoo Automotive Tokyo office
〒105-0003 東京都港区西新橋2-6-3 越後屋ビル3F
Tel: 03-6268-8168 Fax: 03-6268-8169
e-mail: fukudadon@swa.co.kr
http://www.hyundai-sungwoo-automotive.co.kr

会社紹介
韓国ソウル市に本社がある弊社は、現代自動車の協力メーカーとし
て、自動車部品の製造、販売の業務を行っている自動車部品総合製
造メーカーです。2011 年4 月に東京オフィスを設置し、日本の自動
車、部品メーカー向けに弊社製品のOEM 納品拡大を図っておりま
す。弊社の主力製品は、アルミホイール、各種鋳物製品、自動車用バッ
テリーです。

生産拠点として、韓国内に3 拠点( アルミホイール－忠州、鋳物－浦項、バッテ
リー－慶州)、海外では中国の煙台にアルミホイール工場、米国アラバマにバッ
テリー充電設備を保有している販売法人会社があり、海外駐在事務所は東京、

機 械・鉄 鋼・金 属

事業・商品

北京、ドイツに設置されております。
販売先としては、韓国現代自動車グループをはじめ、北米、欧州、アフリカ、中
東、中国、日本の自動車メーカーと、幅広く取引を行っています。
アルミホイール部品は、主に現代グループ、三菱、BMW、日産とのOEM などを
行っております。
鋳物事業としては自動車用、産業用向けに生産を行い、主に現代グループ、
Mercedes-Benz、CHRYSLER、DAIMLER、TIMKEN、Amsted Rail、
MERCURY、EXEDY などに納品しています。

り、主に現代、Kia 自動車へのOEM、世界80カ国A/S 市場への納品を行って
おります。
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バッテリー事業は、ブランド「SOLITE」の自動車用及び産業用で生産してお
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株式会社 現代尾浦造船
Hyundai Mipo Dockyard Co.,Ltd.
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル8F
Tel: 03-3212-7941 Fax: 03-3216-0728
e-mail: yoonsw.1983@hhi.co.kr
http://www.hmd.co.kr

会社紹介
1975 年に設立された当社は、中型船舶分野において世界マーケット
シェア1 位を記録している造船所です。当初は船舶改造および修理
事業を主力としていましたが、90 年代後半より船舶建造事業分野へ
と進出しました。1996 年以降、新造船所として事業転換に成功し、
石油化学製品運搬船と中型コンテナ運搬船などを中心とした、世界
最高の「名品船舶」を建造する造船所として生まれ変わりました。特
に、LPG 運搬船、自動車運搬船、コンロ(CON-RO) 船、アスファルト

機 械・鉄 鋼・金 属

運搬船、石油試錐船などの高附加特殊船舶市場にも進出し、多彩な船
種を通して国際競争力を一層強化しています。

事業・商品
新造船事業
◉ Product／Chemical Tanker（18,000~75,000 DWT）
◉ Container vessel（1,000~5,000 TEU）
◉ Bulk carrier（33,000~82,000 DWT）
◉ PCTC／LPG／Drillship／Pipe layer／Cable layer／MPP／
Asphalt carrier／Con-Ro
◉ Offshore vessels
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ヒュンダイモービス株式会社 日本支店
HYUNDAI MOBIS JAPAN BRANCH
〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-30 赤坂一丁目センタービル12F
Tel: 03-6234-3080 Fax: 03-6234-0391
e-mail: visitt006@mobis.co.kr
http://www.mobis.co.jp

会社紹介
当社は、世界の自動車産業で高いシェアを有する日本の自動車生産
企業に、車両用ランプ、カーナビ、エンジンの部品を供給しています。
日本国内はもちろん、海外拠点にも部品供給を拡大し、部品の輸出を
メイン業務として行っています。

事業・商品
◉ 車両用ランプ
◉ カーナビゲーション
◉ エンジン部品
◉ ポンプ (ギアポンプ、スクリューポンプ、真空ポンプ 等)

機 械・鉄 鋼・金 属

取扱製品
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POSCO JAPAN 株式会社
POSCOJAPAN Co., Ltd
〒104-0051 東京都中央区銀座5-11-14 POSCO東京ビル5F
Tel: 03-3546-1212 Fax: 03-3546-1215
e-mail: posco-japan@posco.net
http://www.poscojapan.co.jp

会社紹介
POSCO JAPAN は韓国の鉄鋼最大手であるPOSCO の日本法人とし
て2004 年に設立されました。POSCO は1970 年東京連絡事務所の開
設を皮切りに日本に進出しました。40 年余りが過ぎた現在は, 鉄鋼
販売を中心に素材及びエネルギー分野にまで進出、顧客へ良質な製品
とソリューションサービスを提供しており、日本産資材及び設備供給
社を発掘し、韓国及び海外に販売する事により両国間貿易の架け橋の
役割を遂行しています。

機 械・鉄 鋼・金 属

事業・商品
鉄鋼販売
自動車、造船、家電、機械、建設など主要産業向けとして熱延、冷延、表面処理、
厚板、線材、STSなど高品質、高付加価値の鉄鋼素材を供給しています。

ソリューションマーケティング
技術とマーケティングの融合を通じて顧客が必要とするソリューションを提
供することにより、顧客の価値向上に寄与しています。

購買
POSCO及び海外グループ社に工場で必要な日本産の優秀資材及び設備を発
掘し購買を代行する機資材購買支援センターとしての役割を遂行しています。

加工センター
東日本、西日本の2拠点(6つの工場)で加工センターを運営、鋼材の保管、加工、
販売まで最適化システムを構築し顧客に最適な製品を供給しています。

エネルギー
鉄鋼だけでなく次世代新再生エネルギーに対する投資として海水温度差発電
及び、排熱発電分野の源泉技術を有するゼネシス社を保有し、親環境エネル
ギー技術開発に積極的に参加しています。
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株式会社東国
Dongkuk Corporation
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-11-10 PMO日本橋茅場町7F
Tel: 03-5623-5723 Fax: 03-5623-5722
e-mail: jiwon.kang@dongkuk.com
http://www.dongkuk.co.kr

会社紹介
当社は、1971 年に東京事務所を開設しました。日本現地法人である
当社は、東国グループの厚板と冷延製品の販売、Slab やHot-Coil など
の原材料の輸出、JFE スチールなどとの業務協力等を行っています。
親会社である東国製鋼は、厚板を主力とし、鉄筋、形鋼製品等も生産し
ています。年間360 万トンほどの溶鉄を使用し、770 万トンにも達す
る鉄鋼製品を生産しています。また、ユニオンスチールは、亜鉛鍍金鋼
板、ガルバリウム鋼板、家庭用カラー鋼板、建材用カラー鋼板、機能性

事業・商品
輸入業務

機 械・鉄 鋼・金 属

鋼板等、年間180 万トンの表面処理鋼板を生産しています。

熱延製品（厚板、H形鋼）や電気亜鉛鍍金鋼板（EGI）、溶融亜鉛鍍金鋼板（GI)等
の冷延鋼板の販売

輸出業務
年間100万トン以上のSLAB、Hot-Coil等の原材料の輸出
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東部ジャパン株式会社
DONGBU JAPAN CO.,LTD.
〒105-0004 東京都港区新橋2-1-10 第一田村町ビル
Tel: 03-3508-2070 Fax: 03-3501-6643

会社紹介
当社は東部製鐵（株）の日本法人であり、1990 年度に設立されました。
日本高炉社からのホットコイル輸入と、東部製鐵（株）
・東部仁川スチー
ル（株）の製品を日本に輸出する窓口としての役割が主な業務です。
・ 東部製鐵（株）及び 東部仁川スチール（株）の製品販売 ／
原料（ホットコイル）購買拠点
・ 日本国内の対顧客技術サービス、鉄鋼技術情報収集及び交流

機 械・鉄 鋼・金 属

・ 日本国内のビジネスパートナーの管理
・ 顧客維持及び拡大のための貿易業務拡大
・ 独立法人としての収益性拡大及び事業化

事業・商品
事業
◉ 顧客満足を通じた日本国内市場確保（提案営業／技術サービス）
◉ 当社ネットワークを通じたグローバル BIZ随行
（日本系海外投資社及び関連社）
◉ ホットコイル購買拡大及び高級鋼種開発
◉ 技術人力交流を通じた力量拡大
◉ 新製品 ベンチマーキングを通じた事業化提案

製品
◉ 冷延鋼板（CR）
◉ 各種表面処理鋼板（GI、GA、SGL、ALCOT、EG、ブリキ など）
◉ 着色塗装鋼板（COLOR. PRINTEC）
◉ 鋼管、溶接軽量H形鋼
◉ その他鉄鋼材（線材類 など）
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株式会社世亜ジャパン
SeAH Japan Co.,Ltd.
〒105-0003 東京都港区西新橋2-6-1 小川ビル5F
Tel: 03-3501-1347 Fax: 03-3501-1387
e-mail: info@seahjapan.co.jp
http://www.seah.co.kr

会社紹介
株式会社世亜ジャパンは韓国大手企業であるSeAH Group の日本販
売法人として1989 年に大阪事務所を立ち上げ、1991 年度には東京へ
事務所を移転し1995 年度は法人を設立致しました。世亜グループの
日本拠点として世亜の生産製品（鋼管・STS 鋼管・棒材・溶接棒・表
面処理鋼板等）を日本国内へ輸入・販売し、SCRAP・HRC・各種部材
等世亜グループが必要とする日本国内の素材を輸出しております。
その他、BILLET・鉄鋼石等の第3 国貿易を行っている鉄鋼専門総合商

事業・商品
輸入

機 械・鉄 鋼・金 属

事として活躍しております。

世亜製鋼 : 鋼管・STS鋼管・表面処理鋼板
世亜 BESTEEL : 特殊鋼・大型鍛造・金型鋼
世亜特殊鋼 : CHQ WIRE、CD BAR
世亜 FS : 小径チューブ
世亜 ESAB : 溶接棒、溶接WIRE
世亜メタル : STS WIRE
世亜 E&T : 化学装置器具、フラントボイラー
世亜 M&S : モリブデン

輸出

◉ 各種 SCRAP、鉄鉱石

大阪（OSAKA）
〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-23-15 セントアーバンビル706号
Tel: 06-6838-8782 Fax: 06-6838-8784
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◉ 熱延(COIL、PLATE、BILLET、STS類)
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現代製鉄
HYUNDAI STEEL
〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-30 赤坂一丁目センタービル12F
Tel: 03-6234-9202 Fax: 03-6234-9203
e-mail: park.s.s@hyundai-steel.com
http://www.hyundai-steel.com

会社紹介
現代自動車グループの鉄鋼大手である当社は、熱延鋼板、厚板などの板
材類等および鉄筋、H 形鋼、ステンレス鋼板、棒鋼、鋳鋼、その他スチー
ル製品を製造し、国内や海外で製品を販売しています。韓国国内では、
仁川工場、唐津製鉄所、浦項工場が稼動しています。海外では、中国の青
島工場で製造しています。

事業・商品
機 械・鉄 鋼・金 属

事業
◉ 熱延鋼板 Hot Rolled Steel（自動車や家電、コンテナなどに使われる）
◉ 厚板 Steel Plate（造船、タンカーなどに使われる）
◉ H形鋼 Wide Flange Beams（主に構造用として建築用の柱・梁・基礎杭や
		機械製品などに使われる）
◉ 一般形鋼 Sections（鉄構造用、自動車部品などに使われる）
◉ 鉄筋 Reinforcing Bars（鉄筋コンクリート構造をはじめとする鉄骨鉄筋
		コンクリート構造、鉄骨造の基礎部分、土木・建築用の柱・梁などに使われる）
◉ その他（Railway Railsや重機、ステンレスなど）

078

株式会社 羅寶ジャパン
LABO JAPAN CO.,LTD
〒541-0048 大阪市中央区瓦町1-7-2 TTNビル10F
Tel: 06-6209-8899 Fax: 06-6209-8839
e-mail: hojinp21@yahoo.co.jp
http://www.labojapan.jp

会社紹介
（株）羅寶ジャパンは、1992 年大阪にて設立された韓国電炉大手の韓
国鉄鋼グループの日本現地法人として、大形鍛造品を始め日韓間の鉄
鋼関連の貿易及び営業活動を行っております。

事業・商品
輸入品目

鉄鋼材 : 形鋼類、棒鋼類、板材類、線材類、PIPE、ビレット等
鉄原料 : 鉄／非鉄スクラップ、ミールスケール、ガスバーナー、チタン鉱石等
その他 : 韓国製ツール及び機資材類等

輸出品目

機 械・鉄 鋼・金 属

鍛工品 : 大形鍛造品、リング鍛造品、鍛造用インゴット等

◉ スクラップ（鉄、非鉄、SUS）
◉ 鉄鋼材
◉ 製鉄関連の副資材及び各種機資材等
◉ その他製鉄プラント用の機材、工作機械、中古設備等
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