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株式会社ウーリ・ケム
WOORI CHEM CORPORATION
〒104-0033 東京都中央区新川2-8-10 第一中村ビル4F
Tel: 03-3297-0141 Fax: 03-3297-0147
http://www.woori.co.jp

会社紹介
当社は、産業用製品および材料を主な取扱商品として、韓国、フィリピ
ン、タイ、中国などのアジア各国と輸出入を行う貿易商社です。日本国
内においてはお客様が求める機能と価格に応じる商品を独自の情報
網で、世界各地からお客様にお届けしています。海外のお客様には、品
質面で特長のある日本独自の商品を提供しています。近年では、貿易
事業で培った情報網を活かしてインターネット事業や酒販事業など

化 学・繊 維・生 活 用 品

の事業を拡大しています。

事業・商品
包装用フィルム事業： 韓国、フィリピン、タイ、中国のBOPP フィルム、CPP
フィルム、PET フィルム、蒸着フィルム、特殊コーティングフィルムなどを日
本国内の製造会社に販売しています。

粘着テープ事業： 韓国、フィリピン、台湾製の粘着テープを日本国内の製造会
社に販売すると同時に、日本の特殊材料を海外の粘着テープ会社に販売してい
ます。

電池事業： お客様の要求仕様に応じて設計した韓国製の特殊高性能パック電
池を販売しています。

機械事業： スリッター、ラミネーター、コーターなど特殊産業用機械を国内外
の製造会社に販売しています。

輸出事業： 特殊機械部品、特殊フィルム材料、医療衛生材料、特殊クロス材料、
食品用フィルム、化学材料、電池材料など日本製の特長を活かせる材料を海外
製造会社に販売しています。

インターネット事業： 日本だけでなく韓国をはじめとする海外の特長のあ
る製品を販売しています。特に、洗顔石鹸、化粧用品などの商品が大きく伸びて
います。

酒販事業： 長年お取引をさせて頂いている海外の得意先の販売網を活用し
て、日本の酒類の販売事業を展開しています。
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SKエナジー株式会社 東京支社
SK energy
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7 NBF日比谷ビル8F
Tel: 03-3591-3041 Fax: 03-3591-7487
http://www.skenergy.com

会社紹介
当社は、1990 年3 月1 日、株式会社油公東京支社として日本に初めて
進出し、1997 年から2003 年までのSKGJ（SK グループジャパン）時
代を経て、2011 年1 月にSK イノベーション傘下の事業会社である
SK エナジーの日本支社として再出発しました。開所20 周年を過ぎた
東京支社は、これまでの経験や能力を基に、SK エナジーのグローバル
な成長を牽引する、代表的な海外組織としての役割を担っています。
石油製品の取引をはじめ、日韓両国の間でエネルギー産業の発展と成
長に貢献し、さまざまなビジネスチャンスを開拓しています。また、日
本の石油会社をはじめとするエネルギー会社、商社などのパートナー
企業との信頼関係を強化し、日本での事業活動を年々拡大してきまし
た。これからはさらに安定的、効率的にエネルギーを確保し、両国の経

化 学・繊 維・生 活 用 品

当社は原油、ガソリン、ナフサ、軽油、灯油、重油、アスファルトなどの

済成長を実現させるべく、最善の努力をしていきます。

事業・商品
エネルギー事業
SK エナジーは、1962 年に韓国初の石油精製会社として誕生して以来、韓
国経済発展の中枢的な役割を果たして、持続的な成長と発展を遂げてきまし
た。当社は、韓国No.1 エネルギー会社としての力量を土台に事業の競争力を
高め、企業価値を創出し、
『 エネルギーにより人類を幸福に導くGlobal Top
Energy Company』へと成長していきます。

Korean Enterprises in Japan
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SKケミカル（株）東京事務所
SK Chemicals Co.,Ltd
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-7-5 虎ノ門Roots21ビル3F
Tel: 03-5733-6095/6 Fax: 03-5733-6097
http://www.skchemicals.com

会社紹介
大韓民国を代表する化学企業へと成長してまいりましたSK ケミカル
（株）は、事業構造をGreen Chemicals Biz. とLife Science Biz. に再編
成して、変革とイノベーションを実践しています。Green Chemicals
Biz. は、環境配慮型の透明耐熱樹脂ECOZEN®、PET 樹脂、高機能性
PETG 樹脂、PPS 樹脂、炭素纎維Prepreg、接着剤用ポリエステル樹脂、
エコバイオエネルギーなど、数多くの優れたエコ化学製品を開発しな

化 学・繊 維・生 活 用 品

がらグローバルプレーヤーへと成長しています。Life Science Biz.
は、合成、天然物、改良新薬、ワクチンなど様々な製品ポートフォリオを
構築し、先進的なマーケティングを展開しています。

事業・商品
Green Chemicals Business： 環境にやさしい素材・エネルギーの開発
を通じて、人と環境が共存する未来を考えます。
バイオコポリエステル樹脂

ECOZEN®

PETG樹脂

SKYGREEN®

PET樹脂

SKYPET®

接着剤用ポリエステル樹脂

SKYBON®

高純度溶媒・ディスプレイ用画素材料・超高容量キャパシタ用電解液
バイオディーゼル

ECOPRIME®

自動車用・建築材料
炭素繊維プリプレグ

SKYFLEX®

PPS

ECOTRAN®

PCT

SKYPURATM

Compound Product

SKYTRATM

Life Science Business： 病気の予防と治療のための革新的な新薬・技術
をもとに、より健康な人類の明日を作っていきます。
合成医薬品

サンプラ®、エムビックス®

天然物医薬品

ギネクシン®、ジョインス®

バイオ医薬品・細胞培養ワクチン
製剤技術

トラスト®、SID710

ニューヘルスケア（遺伝体分析事業・がんの診断事業）

084

SKC株式会社 日本支店
SKC Co., Ltd. Japan Branch Office
〒105-0003 東京都港区西新橋2-7-4 CJビル8F
Tel: 03-3591-6274 Fax: 03-3591-6350
e-mail: hjokim@sk.com
http://www.skc.kr/english/

会社紹介
SKC は主に高機能フィルムと機能性化学製品の事業を行っていま
す。フィルム事業では様々な用途のPET Film を中心にEVA、PVdF
等 の 太 陽 光 関 連 素 材、自 動 車・建 築 用、液 晶 保 護 用 等 の 加 工 製 品 を
製造・販売しています。化学事業ではポリウレタンの原料になるPO
（Propylene Oxide）および関連Downstream 製品を生産・販売して
います。他に、セラミックス部品素材やLED 照明、PI 等のDisplay 素

事業・商品
1．フィルム事業
① PET フィルム
ディスプレイ用や高級光学用、電子部品や医薬品の離型・工程用、Label・印刷

化 学・繊 維・生 活 用 品

材、医薬・化粧品の原料、産業用ガス等も子会社で生産しています。

用、着色フィルム、コンデンサ・TTR 用、高機能性包装用、生分解性Film（PLA）
などの様々な用途のフィルム（韓国､アメリカ､中国に年産約30 万トンの生
産規模を保有）
②太陽光素材
高耐候PET フィルム、フッ素フィルム（PVdF）、EVA、非EVA 封止材等の太
陽電池／モジュール向け総合素材
③ 加工製品
タ ッ チ パ ネ ル 関 連 や 液 晶 保 護、特 殊 用 等 のPET 系 加 工 フ ィ ル ム（Hard
Coating、粘着加工等）、自動車・建築用の省エネウィンドウ・フィルム、近距

2．化学事業
PO、Polyol（PPG）、PG、PGE 製品等

3．子会社と関連会社
SKC Solmics: 半導体や太陽電池向けIngot、
Wafer 等のセラミックス部品素材
SKC Lighting: 産業施設用LED、一般施設用ベースLED、LED 照明用電源装置
SKC Kolon PI: 様々な用途のポリイミドフィルム（ Polyimide）
Bioland: 天然成分の医療・化粧品の原料
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離無線通信やモバイル決済部品向け素材（RFID/NFC 用磁性シート）等

SKC Haas: ディスプレイ向けの素材と加工フィルム
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SK綜合化學株式会社
SK Global Chemical Co.,Ltd.
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7 NBF日比谷ビル8F
Tel: 03-3591-3041 Fax: 03-3591-7487
e-mail: k.s.kim@sk.com
http://www.skglobalchemical.com

会社紹介
SK エナジーの分社により、化学部門を引き継いだ会社として2011 年
1 月に設立されました。主に、石油化学品の基礎原料から先端素材ま
で、お客様のご希望に応じた製品の開発、生産を行っています。

事業・商品
◉ 石油化学品および同加工品、副産物の製造、輸入、貯蔵、輸送、販売、輸出業

化 学・繊 維・生 活 用 品

および、これに伴う関連事業
◉ 合成樹脂製品、ゴム製品、繊維製品および 同加工品、副産物の製造、輸入、
貯蔵、輸送、販売、輸出業および、これに伴う関連事業
◉ 精密化学製品の製造、輸入、貯蔵、輸送、販売、輸出業および、これに伴う関連
事業
◉ 石油類製品の精製、製造、輸入、貯蔵、輸送、販売、輸出業および、これに伴う
関連事業
＊ 2014年後半から弊社で独自開発したメタロセン生産技術でメタロセンポ
リエチレン生産、販売
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SKルブリカンツジャパン株式会社
SK lubricants japan
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7 NBF日比谷ビル8F
Tel: 03-3591-3044 Fax: 03-3591-0108
http://www.sklubricants.com

会社紹介
SK ルブリカンツは1968 年から現在まで韓国の潤滑油市場のリー
ダー的役割を担ってきた潤滑油・基油の専門会社で、2009 年にSK イ
ノベーションの子会社として独立しました。SK ルブリカンツは特化
した技術競争力とグローバルネットワーク能力を活かし、名実共に認
められる「Global Lubricants Top-tier Player」というビジョンを達
成するために革新と成長を続けてまいります。

高級潤滑基油（YUBASE）
YUBASE(ユーベース)は高級基油の世界シェア1位の座を固守しているブラ
ンドです。 SKルブリカンツはグループⅢ潤滑基油製造工程を独自技術で開
発、商用化に成功し、世界23カ国で特許を取得しています。韓国だけではな

化 学・繊 維・生 活 用 品

事業・商品

く、インドネシアやスペインにも基油工場を建設、稼動中です。

高性能潤滑油（ZIC）
世界一のブランドYUBASEを用いて開発したZIC(ジック)は高級潤滑油の完
成品ブランドで、ベンツ、ポルシェ、BMW、フォルクスワーゲン等の世界的な
自動車ブランドに高性能製品を提供しています。ロシアや中東等の世界40カ
国のドライバーに使用されています。

Korean Enterprises in Japan
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LG 化学ジャパン株式会社
LG Chem Japan Co., Ltd.
〒104-0031 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー14F
Tel: 03-5299-4530 Fax: 03-5299-4532
http://www.lgchem.co.kr

会社紹介
LG 化学は、韓国最大手の総合化学メーカーとして、｢To be a global
leader｣のビジョンを基に、高品質な石油化学製品から先端情報電子
まで、LG 化学だけの差別化された製品、そしてソリューションを提
供し、顧客とともに成長しています。東京支社もまた、韓国本社、そし
て全世界の各拠点と連携し、｢Solution Partner｣として、｢顧客価値
創造｣という、LG の経営理念を実現しています。

化 学・繊 維・生 活 用 品

事業・商品
LG化学の三事業
石油化学
NCC（ナフサ クラッキングセンター）を所有しており、基礎原料から合成樹脂ま
で生産しています。石油化学部門は下記の通り、5つの事業を運営しています。
◉ NCC／ポリオレフィン
◉ ゴム／特殊樹脂
◉ PVC
◉ ABS／EP
◉ アクリル＆可塑剤

情報電子材料
LCD偏光板では世界最大のメーカーであり、製品の品質は、世界的にもさまざ
まな顧客から認められています。また、偏光板やバッテリーなどに使われる電
子素材も製造しています。
主な製品: LCD偏光板／感光材／PDP フィルター／PCB素材／トナー

モバイルエナジー
自動車およびさまざまな電子製品に使われる特有のリチウムイオンバッテ
リーを供給しています。その領域は、携帯電子機器から電気自動車まで多岐に
渡ります。
＜主な製品＞
自動車用: リチウムイオンポリマー電池
電子機器用: 角型リチウムイオン電池
円筒型リチウムイオン電池・リチウムイオンポリマー電池
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OCI Japan 株式会社
OCI Japan Company Ltd.
〒110-6103 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー3F
Tel: 03-3593-0493 Fax: 03-3593-0427
e-mail: admin@ocijapan.co.jp
http://ocijapan.co.jp

会社紹介
韓国OCI 株式会社の日本法人であるOCI Japan 株式会社は1994 年
の連絡事務所開設以来、OCI 及び関連会社製品の輸出業務を行ってい
ます。太陽光発電の原材料となるポリシリコン、ゴム製品に広く使わ
れているカーボンブラック販売等の主力事業に加え、日本の市場情報
や最新情報を本社に提供することで、新規事業開発をサポートしてい
ます。

基礎化学品
ポリシリコン/ヒュームドシリカ/リン酸／過酸化水素／亜塩素酸ソーダ／
過炭酸ソーダ／苛性ソーダ／塩酸／塩化カルシウム／次亜塩素酸ソーダ／
四塩化ケイ素（STC）

化 学・繊 維・生 活 用 品

事業・商品

石油化学品
2シアン化トルエン（TDI）

コールタール誘導品
ナフレタン／フェノール／クレゾール／キシレノール／ポリオール／ピッチ／
無水フタル酸／DOP/DINP／Isoquinoline/Quinoline／カーボンブラック

BTX
ベンゼン／トルエン

FS VIP（Vacuum Insulation Pane）／Sapphire Ingot

Korean Enterprises in Japan

その他
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株式会社 KCC JAPAN
KCC JAPAN CO.,LTD.
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館12F
Tel: 03-6895-9361 Fax:03-6895-9364
e-mail: tokyo@kccworld.co.kr
http://www.kccworld.co.kr/

会社紹介
エネルギーの高効率化及び環境配慮型の技術開発を基にした製品の
高付加価値化とともに、世界市場をリードする「One and Only」製品
の開発に全力を注いでいる総合建築・産業用資材及び塗料・シリコー
ンなどを生産する世界的な精密化学企業である株式会社KCC の日本
法人です。

化 学・繊 維・生 活 用 品
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事業・商品
KCC製品の日本国内販促、シリコーンの研究開発を展開しております。主な
商品は、建築用断熱材、石膏ボード、ガラス長繊維、シリコーン、床材、建築・船舶
用塗料、有機・無機素材などを取り扱っております。

サムスン精密化学
Samsung Fine Chemicals.
〒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9F
Tel: 03-6369-6492 Fax: 03-6369-6494
e-mail: info.sfc@samsung.com
http://www.sfc.samsung.co.kr

会社紹介
1964 年創業したサムスン精密化学は韓国の化学歴史とともに経済発
展に貢献してきました。建築、造船、医薬など様々な産業分野の中間原
料および基礎化学製品をはじめ技術集約の高付加精密化学と先端電
子材料、人類の持続的な繁栄のため、新再生・エネルギー素材に至るま
で継続的に事業内容を拡大・発展させています。

塩素·セルロース事業
Mecellose®: 建築用·産業用の添加剤や医薬品原料
Hecellose™ : 水溶性ペイント及びヘルスケア増粘剤、安定剤
Anycoat®: 医薬コーティング剤やカプセル原料、健康食品·機能性食品用
ECH: 建築用コーティング剤、塗料、船舶などに使用されるエポキシ樹脂の原料

化 学・繊 維・生 活 用 品

事業・商品

苛性ソーダ: 水処理、金属表面処理、pH調節など化学産業の基礎原料

アンモニア事業
アンモニア商品: 合成繊維のナイロンやABS樹脂など基礎化学物質
EUROX®: 質素酸化物除去用 尿素水

電子材料事業
TMAC: 半導体現像液の重要原料
トナー: カラーレーザープリント用重合トナー
2次電池活物質: モバイル機器、電子自動車、ESSなど2次電池の核心化学素材

Korean Enterprises in Japan
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株式会社三養ホールディングス東京支店
SAMYANG HOLDINGS CORPORATION, TOKYO BRANCH
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-1 日比谷マリンビル8F
Tel: 03-3501-2371 Fax: 03-3501-0220
e-mail: tokyobranch@samyang.com
http://www.samyang.com

会社紹介
三養グループは、金秊洙会長が1924 年に設立し、産業報国の実現と
いう企業理念をもとに、韓国の近現代史の発展に寄与してきました。
1955 年製糖事業に進出して以来、化学、食品、医薬バイオ、産業資材用
繊維、環境、貿易分野で着実に成長してきました。当社は、三養グルー
プの持株会社である三養ホールディングスの東京支店として1953 年
に設立して以来、グループ内生産製品の日本国内輸入販売、製品の主

化 学・繊 維・生 活 用 品

原料・副原料 および生産設備の輸出、日本国内での技術連携推進な
ど、グループの対日本ビジネス窓口としての役割を果たしています。

事業・商品
輸入
食品： 砂糖調製品・小麦粉調製品・葡萄糖・プレミックス等
繊維： PET・産業資材用繊維（高強力糸・スパンボンド・ジオグリード 等）

輸出
食品・化学生産設備及び主原料・副原料

その他、関連分野
化学： TPA、BPA
		

エンジニアリング プラスチック（PC、PBT、TPEE 等）

		

イオン交換樹脂

		

ディスプレイ用有機化学素材（Column spacer、有機絶縁膜 等）

		

PET Bottle

食品： 食用油、マーガリン、澱粉、澱粉糖、オリゴ糖 等
医学： パッチ剤（禁煙補助剤、関節炎治療剤)
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抗癌剤(ジェネックソル、ジェネックソル注射剤)

		

医療機器（手術用縫合糸、歯周組織再生膜）

ソンウォンインターナショナルジャパン株式会社
Songwon International-Japan K.K.
〒105-0003 東京都港区西新橋1-5-8 西新橋1 川手ビル8F
Tel: 03-6268-8721 Fax: 03-6206-1302
e-mail: jaewon.choi@songwon.com
http://www.songwon.com

会社紹介
当社は樹脂添加剤を初めとした精密化学品を製造・販売しています。
当社のコア事業である樹脂添加剤は、世界で30％を超えるシェアを
持っています。
「Better Quality, Better Service, Better Value」と言
う企業理念を掲げて、より環境に優しく、より競争力ある製品を作る
ために尽力しています。
製造拠点は韓国、中国、インド、ドイツ、アメリカ、中東にあり、主な販
ります。

事業・商品
樹脂添加剤
酸化防止剤： SONGNOX

化 学・繊 維・生 活 用 品

売拠点は韓国、日本、中国、スイス、アメリカ、バーレーン、インドにあ

紫外線吸収剤： SONGSORB
光安定剤： SONGLIGHT, SABOSTAB
PVC 安定剤： SONGSTAB
金属石鹸： SONGSTAB

有機錫化合物
Octyl 錫系、Butyl 錫系、Methyl 錫系：SONGCAT

その他

ポリウレタン
高吸水性ポリマー
凝集剤
スペシャルティケミカル：機能性モノマーなど
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Toray Chemical Korea（株）日本事務所
Toray Chemical Korea Japan office
〒107-0052 東京都港区赤坂1-3-5 赤坂アビタシオンビル7F
Tel: 03-5114-5950 Fax: 03-3683-4361
http//www.Toray-tck.com

会社紹介
1972 年設立した三星Group の第一合繊株式会社
韓国の繊維、フィルム、水処理、フィルターの専門メーカー
2014 年から日本の東レグループの系列会社

事業・商品
繊維（長繊維、短繊維、Textile)、Polyester Film、

化 学・繊 維・生 活 用 品
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Filter（RO、UF、MF、Airfilter）
Aramidなどの事業

株式会社 NOROO ペイント 東京支店
NOROO Paint&Coatings Co.,Ltd. Tokyo Branch
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7 NBF日比谷ビル17F
Tel: 03-6673-2194 Fax: 03-6672-7738
http://www.noroo.co.kr

会社紹介
1945 年の創業以来、韓国の塗料産業をリードするNOROO ペイント
は、伝統のノウハウと最高の技術およびサービス、そして透明経営と
責任経営をベースとする国際的競争力を持つグローバル企業として、
成長し続けています。また、
「 美しい世界、調和のある価値創造」の経営
理念のもとにグリーン成長を追求、企業市民としての社会的責任を果
たすべく、常に努力を重ねています。変化と革新、そして国境を越えて
ントは皆様の輝かしい明日を切り開いていきます。

事業・商品
建築用塗料
◉ 各種環境配慮型建築用塗料

化 学・繊 維・生 活 用 品

世界中の人々の生活と共にあるグローバル企業として、NOROO ペイ

◉ DIY 用塗料
◉ 重防食塗料／防水用塗料
◉ 遮熱塗料

自動車補修用塗料
◉ カラーバンクシステムによる完璧なカラー表現により、韓国内外で高い評
価を受けています。

工業用塗料
◉ 一般用塗料、家電製品用、IT 部品用等

◉ PCM 塗料、各種樹脂製品
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株式会社暁星ジャパン
Hyosung Japan Co.,Ltd.
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-11-15 SVAX TTビル6F
Tel: 03-3432-1005 Fax: 03-3459-9300
http://www.hyosung.co.jp

会社紹介
当社は設立以来、約半世紀にわたり韓国の経済発展の一翼を担って
きました。現在では化学繊維、重工業、建設、石油化学、情報通信、貿
易部門等を有し、韓国を代表するグローバル企業として成長を遂げ
ています。また、タイヤコード（補強材）では世界でナンバーワンの
シェアを有し、繊維のスパンデックス、重工業製品である変圧器や遮
断機でも、世界でのリーディングポジションを保っています。当社は

化 学・繊 維・生 活 用 品

HYOSUNG コーポレーションの日本拠点として1966 年に活動を開
始し、1978 年に現地法人化して現在に至ります。日本での主な取り扱
い製品はタイヤ補強材、化学繊維、鉄鋼、化学、重工業、情報通信等です
が、近年は外食産業に進出するなど、幅広い活動を行っております。

事業・商品
化学分野
化学PG においては、合繊原料のTPA をはじめポリプロピレン樹脂、ペットボトル、
各種フィルム等、さまざまな化学製品を生産しています。また、最近では生活環境関
連のバイオ製品に至るまでの総合化学体制を構築し、化学産業で積み上げてきた豊
かなノウハウを基に、最高レベルの技術と競争力を確保しています。また相互の有
機的結合を強めることで、総合化学企業としての地位を築いています。

繊維分野
合繊の一貫生産体制を持ち、特に繊維IPG は、ナイロンおよびポリエステル、スパン
デックス等の原糸からロールカーペット、タイルカーペット、補助マット、ラグペッ
ト等のインテリア製品までを生産、国内外に供給しています。

重工業分野
超高圧電力用変圧器、配電用油入およびモールド変圧器、GIS、電装品等の各種電力
機器はもちろん、電動機、減速器、ポンプ等の産業機械設備と郵便機械化設備、熱併
合設備等、さまざまな事業分野で一貫した総合システム体制を構築しました。また、
これまで蓄積してきた技術と信用を基に、アメリカ、東南アジア、中東地域等、世界
各所に進出して、世界トップクラスの企業と肩を並べています。

情報通信分野
国内で初めてコンピューター専門工場を設立した暁星の情報通信PG は、金融自動
化機器と中大型コンピューターをはじめとするハードウェア、各種プログラムおよ
び情報通信のソフトウェア部門を同時に備え、先端情報システムを構築します。
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株式会社UNID日本支店
UNID Co.,Ltd. Japan Office
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-2 オランダヒルズ森タワー18F
Tel: 03-5733-2766 Fax: 03-5733-2767
e-mail: sjkim@unid.co.kr
http://www.unid.co.kr

会社紹介
当社は産業全般に必須なカリウム系基礎無機化学事業と代表的な建築
資材として脚光を浴びているMDF 事業を並行しております。
特に化学事業は韓国１カ所、中国2 カ所3 店の事業所で世界最大の生
産能力を保有したGlobal No.1 で、日本を含め世界90 カ国に輸出し
ております。

化学事業部
固体炭酸カリ99.5%（粒状、粉末、低密度）/ 液体炭酸カリ（49%）
固体苛性カリ（Flake-95%、90% / Pellet-85%)
液体苛性カリ（工業用45%～48% / 高純度48%）
塩酸、塩化鉄

等

化 学・繊 維・生 活 用 品

事業・商品

ボード事業部
中密度繊維版（MDF 2.0mm～30mm）
JIS認定獲得
E0 ＆ Super E0 対応可能
原木、製材木、フォルマリン（Formalin）
LED事業部
LEDサファイアインゴット＆ウェハー
（4インチ以上、
キャリアウェハーを含む）

Korean Enterprises in Japan
097

栗村化学株式会社
YOULCHON CHEIMICAL CO.,LTD.
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-2 大同生命霞が関ビル4F
Tel: 03-3595-0880 Fax: 03-3595-0864
e-mail: y204046@youlchon.com
http://www.youlchon.com/

会社紹介
栗村化学は1973 年の創立以来、時代に先駆けて高品質の包装材をお
客様に提供することで⎾環境に配慮した包装文化⏌をリードしてま
いりました。当社は絶え間ない変革・チャレンジ精神を通じて2000
年からは最先端技術の代表格である産業素材の開発に乗り出し、IT、
自動車、建設などのグローバル市場で存在感を増すとともに、お客様
を満足させるブランド価値向上に取り組んでまいりました。栗村化

化 学・繊 維・生 活 用 品

学は世界一流企業を目指して現在に甘んじることなくクリエイティ
ブな技術とアイデアを基に技術革新に挑戦し続けてまいります。今
後も、栗村化学は飽くなき創造活動を続けることで、世界の明るい未
来を切り開く企業に飛躍してまいります。

事業・商品
包装事業 栗村のエコ包装材は保存性に優れているだけでなく作業しやすい
特徴を有しており、お客様のニーズを見極めて最高品質の包装材を提供させて
いただきます。
【製品類】食品包装材、生活包装材、医学医療用包装材、産業建築資機材用包装
材、ラミネートチューブ

フィルム事業

30年以上にわたり築いてきたノウハウと韓国トップの技術

力、最先端自動設備などを備え、包装FILM業界で最高品質の製品を仕上げてま
いりました。蓄積してきたノウハウを生かした新事業にも積極的にチャレン
ジしています。
【製品類】BOPP FILM(一般用、共押出用)、CPP FILM（一般用、蒸着、特殊
用）、収縮FILM

電子材料事業 この40年、高品質のグラビア印刷、精細なコーティングとラ
ミネーション技術、そしてフィルム製造技術を基盤とし国内のIT産業と製造産
業を支える先端産業素材の生産に力を入れてまいりました。
【製品類】離型素材、粘接着素材、複合素材、Lithium ion bettery pack (LIBP)

ダンボール事業 30年にわたり商品業界No.1である株式会社農心に包装材
を提供しながら築いてきた研究開発能力を活かし、厚みを20％ほど薄くした
韓国初のC-flute Boxの開発を成し遂げました。
【製品類】 A-Type Box, 変形Box, Visual Box
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コーロンインダストリー株式会社
KOLON INDUSTRIES, INC.
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-21 第一日比谷ビル9F
Tel: 03-3503-9986 Fax: 03-3508-2105
e-mail: ktpark@kolon.com
http://www.kolonindustries.com

会社紹介
当社は、1957 年に韓国で初めてナイロンを生産し、韓国の経済発展に寄与し
てきた株式会社コーロンを前身とし、2010 年、コーロングループの持ち株会
社体制転換によって、株式会社コーロンの製造事業部門として新設された企業
です。現在は、産業素材、化学、フィルム／電子材料およびファッションの4 大
部門を中心に、関連市場をリードしています。21 世紀のグローバルな化学／素
材企業へと成長していくため、当社は自動車素材、先端素材、光学用フィルム、
化学およびファッションなどの高付加価値製品を中心に投資および増設を進

事業・商品
先端素材
◉ タイヤコード（POLYESTER TIRE CORD、NYLON66 TIRE CORD）
◉ エアーバック（KOLON-SECURA）

化 学・繊 維・生 活 用 品

め、関連産業のグローバル化をリードします。

◉ 産業用糸（AKILEN） ◉ 人工皮革（Chamude） ◉ SPB（FiNON）
◉ アラミド（HERACRON） ◉ MIOCELL（MIOCELL CASA）

フィルム／電子材料
◉ ポルリエストテルフィルム（ASTROLL）
◉ ナイロンフィルム（AMIDROLL）
◉ 加工フィルム（STAMPING FOIL、蒸着フィルム）
◉ 光拡散フィルム（EverRay LD、LX）
◉ プリズムフィルム（EverRay LC、DCS、BK、LF）
◉ 光拡散版（EverRay DP）
◉ MICRO LENS FILM（EverRay LM） ◉ 導光板（EverRay AL）
◉ ドライフィルム（Accuimage）
◉ ポジティブタイプレジスト（Rubyguard Series）
◉ BEAD

化学
◉ 石油樹脂（HIKOTACK、HIKOREZ、SUKOREZ）
◉ フェノール樹脂（HiRENOL） ◉ エポキシ樹脂（HiROXY）
◉ PU/TPU（KONY URETHANE、ELLAS） ◉ GRP製品（KOA PIPE）

ファッション
◉ アウトドア、スポーツ＆ゴルフ（KOLON SPORT、ELORD、HEAD、Jack nicklaus）
◉ メンズ（Customellow、Cambridge Members、The SUITHOUSE、 Brentwood)
◉ レディース（QUA、Sandro）
◉ カジュアル（Henry Cottons、Series）

Korean Enterprises in Japan

◉ OVERCOAT

◉ ACC（COURONNE、GEOX）
◉ PREMIUM (MARC JACOBS、JIMMY CHOO、Berluti、John varvatos、Costume National）
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株式会社サンオクス
SUNOCS CO.,LTD.
〒162-0832 東京都新宿区岩戸町4 87ビルディング岩戸町5F
Tel: 03-3269-5858 Fax: 03-3269-5619
http://www.sunocs.co.jp

会社紹介
当社は、紙・板紙・紙パルプをはじめ、多岐に渡る新たなビジネスを
提案し、独自の情報力と市場分析でユーザーとサプライヤーをマッ
チングさせる総合商社で、多様化するユーザーニーズに的確に応え
ています。

事業・商品
化 学・繊 維・生 活 用 品

特種紙・機能紙・産業材料
紙管原紙、耐油耐水紙、蒸着紙、不燃紙、剥離紙、滅菌紙、混抄紙

印刷・情報用紙
書籍や雑誌、カタログなど商業印刷媒体
板紙、コート紙、塗工紙、上質紙

包装・各種パッケージ
クラフト紙、純白紙、グラシン紙

原料・化成品
パルプ、古紙、合成樹脂、顔料

印刷資材
オフセットインキ、UVインキ

衛生用品
紙おむつ、生理用品

不織布・繊維
スパンボンド、スパンレース、伸縮性不織布
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アモーレパシフィックジャパン株式会社
AMOREPACIFIC JAPAN Co.,Ltd.
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-1-1 商船三井ビル4F
Tel: 03-5561-6800 Fax: 03-5561-6801
http://iope-cosmetics.jp/
http://www.etude.jp/
http://ro-haircare.jp/

会社紹介
1945 年に設立された韓国化粧品市場シェア第1 位の化粧品メーカー。
アジアでは売上高第3 位。韓国では30 以上のブランドを持ち、トイレ
タリー及び緑茶をはじめとする健康食品の製作・販売を展開。
1945 年、創業者ソ・ソンファンがアジア発の新しい美で、世界の人々に
美と健康のトータルケアで貢献するAsian Beauty Creator をめざすと
いう意味を込め、
「 太平洋(PACIFIC)」の名を掲げた会社を興す。現在で
2005 年に日本現地法人アモーレパシフィックジャパン株式会社を設立。

事業・商品
化粧品輸入販売、化粧品原料・包装材等の輸入。
現在はIOPE、ETUDE、呂の3 つのブランドを展開。

化 学・繊 維・生 活 用 品

は8 系列社、11 ヶ国、14 の海外法人を持つグローバル企業へと成長。

IOPE（アイオペ）
植物抽出物にバイオサイエンス技術を融合したテクノロジーコスメブランド。
肌本来の美しさを引き出すため、肌との親和性の高い成分にこだわり、限りな
くスピーディーで、目に見える結果をもたらすことをブランドの根幹としてい
る。日本では2012 年にテレビ通販でデビュー。現在ではテレビ通販、自社EC
サイトを中心に展開。

ETUDE（エチュード）
メイクアップを決まりきった習慣の繰り返しではなく、毎日新しく、メイクを

でキュートなデザインのアイテムを届ける。日本では2011 年にルミネエス
ト新宿店に1 号店をオープン。ファッションビルを中心に展開。

呂（ろ）
400 種類以上の植物成分を厳選し開発したスキンケア発想のヘアケアブラン
ド。
「 韓方」の考え方に基づき、根本、地肌、髪をトリプル補修することで頭皮環
境を整え、すこやかで美しい髪へと導く。日本では2012 年にデビュー。
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楽しく遊ぶこと「Make-Up Play」をコンセプトに、豊富なカラーとユニーク
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株式会社 アイベック
Ibec.co.,ltd.
〒102-0083 東京都千代田区麹町6-4-3 麹町三幸ビル4F
Tel: 03-5357-1241 Fax: 03-5210-0020
http://www.ibec.jp.net

会社紹介
情報社会である現代は良いアイディアと集中力なくしては良い結果
は期待できません。私達は事務スペースとして最適な環境づくりを目
指し、リーズナブルな価格と安心できる品質を誇る韓国最大手のオ
フィス家具を輸入し、販売しております。
「常にお客様の立場に立って考え、その信頼に応える」という精神を
忘れず、生活環境に優しい素材と優れたデザイン商品を求め、お客様

化 学・繊 維・生 活 用 品

と共に成長していく企業を目指します。

事業・商品
オフィス・学校・病院の家具輸入販売
オフィス家具専門、OAシステム、高級椅子、会議テーブルなど

建材 • LED照明機材の輸入販売
建材·機器、フローリング、インテリアの仕上げドア、壁の装飾、ハードウェア
＆ツール、街灯、ソーラー街路灯、セキュリティ灯、投光灯、トンネル灯、工場灯、
室内灯、評判灯

事務所、店舗、住宅の設計及び管理

102

APMジャパン株式会社
APM JAPAN INC
〒110-0005 東京都台東区上野5-15-14 ミヤギビル7F
Tel: 03-3832-4531 Fax: 03-3832-4533
e-mail: info@apmjapan.co.jp
http://apmjapan.co.jp

会社紹介
当社は粘着テープの製造、販売を国内外で支えている粘着剤、粘着
テープ分野のエキスパート企業です。迅速かつ的確な商品開発と高度
な製造技術でお客様のご要望にお応えします。海外工場と生産技術・
生産管理の連携を図り高い品質とコストパフォーマンスを提供いた
します。グローバル展開を通じ、国内外の最新技術の製品情報からソ
リューションを提供します。当社の開発製品は国内粘着テープメー

事業・商品
粘着テープ
◉ 建築用両面テープ（基材: PE フォーム、PET、不織布、アクリルフォーム）
◉ 電気電子用両面テープ（基材: PET、アクリルフォーム）

化 学・繊 維・生 活 用 品

カー、小売り流通各社などにお納めしています。

◉ 包装用テープ（基材: 布、PET クロス、PE クロス、OPP）
◉ 印刷テープ（基材: OPP、PET)

各種粘着テープ用ディスペンサー
包装資材
◉ ストレッチフィルム（基材: LLDPE、厚み: 8 ～24 μ)
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エーピー・ジャパン株式会社
AP-JAPAN Co., Ltd.
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北3-25-2
Tel: 03-5946-3144 Fax: 03-5946-3146
e-mail: info@ap-japan.jp
http://www.ap-japan.jp/

会社紹介
平成17 年３月に韓国AP 電子社、PNV（電光掲示板/ 昼夜変換型マル
チビジョン）の販売代理店として設立。LED 電光掲示板で得た知識・
経験を活用し、現在はサイン照明関連用途のLED 製品の販売、電子広
告の企画・販売、店舗の企画設計施工、内外装改装工事、ECO 関連商品
の販売等を行っております。
弊社は創業よりお客様の創造表現の場を提供する事を会社の理念と

化 学・繊 維・生 活 用 品

し、日々お客様に新たな創造・表現に必要な商材やサービスの開拓に
努めております。

事業・商品
電光掲示板事業
電子掲示板及び、電子看板の販売代理店業務。
電子掲示板、及び電子看板に関する企画、販売、リース、メンテナンス、アフター
サービス事務等

電子広告事業
広告制作に関する企画立案から制作までのご提案から運用までのマネージメント

LED事業
照明、看板、什器照明等の企画、製造、販売
建造物及び店舗の企画、設計、外装工事業務

アート事業
建造物、店舗等の建築工事、内装意匠の設計・企画・管理

ECO事業
ECO関連商品の企画・製造・販売

104

韓国農協インターナショナル 株式会社
N.A.C.F INTERNATIONAL CO.,LTD
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-11 ダイワビル2F
Tel: 03-5577-4521 Fax: 03-5577-4522
e-mail: nacf@koreacoop.com
http://www.koreafood.co.jp

会社紹介
韓国農協インターナショナル株式会社は、韓国農協中央会の系列社の
NH 貿易が100％出資した会社です。主に韓国国内の各地域の組合で
生産された安全で高品質な製品を、日本の消費者に向けて紹介してい
くことを目的として設立されました。生産地から世界の人々の食卓
へ、最高の農産物及び加工食品をお届けする輸出専門会社を目指して
おります。

農産物の輸入ならびに卸売、通信販売業務を行っております。
韓国食文化及び韓国産農産物の紹介をしています。
新鮮農産物･･･ 韓国農協の新鮮農産物は安全に栽培されております。主な生産輸

化 学・繊 維・生 活 用 品

事業・商品

出品目はチャメ、パプリカ、メロン、すいか、梨、キャベツなど多岐にわたります。
キムチ･･･ 韓国農業協同組合直営の工場で生産される弊社のキムチは、韓国の
大地で生産された農産物のみを使用した、本物の韓国産キムチです。特に化学
調味料の使用を最小限に抑えることで、農産物の持つ自然の旨味を最大限に生
かした農協キムチは、韓国内の家庭や学校・軍隊などで使用されております。
また生産工場はISO22000 の認証を受け、HACCP システムを導入するな
ど、安全面でも非常にすぐれた生産を行う工場です。
その他･･･ 参鶏湯・禅食・柚子茶・紅参製品を始めとした韓国食品全般を取り
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巨山ジャパン株式会社
GEOSAN JAPAN CO.,LTD
〒334-0011 埼玉県川口市三ツ和2-9-20
Tel: 048-229-2841 Fax: 048-229-2862
e-mail: trade-1997@geosan.jp
http://www.geosan.jp

会社紹介
当社は1997 年の設立以来、アジアを中心としたグローバルなネット
ワークと人脈・情報力で多様なニーズにお応えしてきました。貿易商
社として国内外に20 を超える活動拠点を有し、最適拠点を利用した
クイックレスポンスを実現、安心の品質保証体制を整えています。中
国・韓国をはじめとする海外の新市場開拓から国際的企業へのご発展
まで貴社を全力でサポートいたします。

化 学・繊 維・生 活 用 品

事業・商品
取扱商品案内
◉ カー用品: カーマット、シートカバー、ハンドルカバー、クッション
◉ 中古車販促用品: 看板、整備用品、トラックアイテム、のぼりなど繊維製品
◉ マイクロファイバー製品: キッチン、掃除用品、洗車クロス、クリーンルーム
ワイパーなど
◉ インテリア・雑貨: カーペット、バスマット、トイレタリー
◉ 繊維原料: 天然・化学繊維原糸、不織布原反など
◉ ゴムスリーブホース、トンネル用防水シートなど
◉ ネットショップ（1147ショップ）運営、通信販売、カタログ販売

代表運営ネットショップ
◉ 韓国商品館(楽天 – 韓国商品):
http://www.rakuten.ne.jp/gold/koreatrade/
◉ 韓国商品館(Qoo10 – 韓国商品):
http://www.qoo10.jp/shop/tradekorea
◉ 1147SHOP (自社サイト): http://www.1147info.com/
◉ CARlife (楽天 – 車用品): http://www.rakuten.co.jp/smalife/
その他６個のネットショップ運営
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錦江株式会社
KINKOU CO., LTD
〒140-0012 東京都品川区勝島1-4-11 宝組B-305
Tel: 03-5753-3422 Fax: 03-5493-3489
e-mail: jhlee@kin-kou.jp
http://www.kin-kou.jp

会社紹介
当社は従来の物流事業に加えて、新たにエネルギー関連事業に進出し
ました。特に、電力市場の自由化による電力販売事業、太陽光発電・バ
イオマス発電など再生可能（新再生）エネルギー関連事業や日韓共同
での天然ガス（LNG）関連事業およびエネルギー関連のコンサルタン
ト業務などを中心に取り組んでいます。

エネルギー関連事業
太陽光発電、バイオマス発電など発電事業および電力販売、燃料供給に関する
業務。
石油、ガス、その他燃料に関する日韓の共同事業に関するコンサルタント業務。
石油、天然ガス、その他燃料類の資源開発に関する調査、技術協力、経済協力に

化 学・繊 維・生 活 用 品

事業・商品

関するコンサルタント業務。
地域開発、海洋開発、資源開発、エネルギー供給、排出権取引および環境整備に
関するコンサルタント業務。

物流事業
少量貨物から重量貨物までの運送および保管、物流に係るすべての業務。
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銀座STEFANY化粧品株式会社
Ginza stefany Inc.
〒105-0004 東京都港区新橋1-5-1 ステファニー銀座中央通りビル
Tel: 03-3289-1168 Fax: 03-3289-1167
e-mail: pr@stefany.co.jp
http://www.ginza-stefany.com

会社紹介
1992 年「本当に満足できる化粧品を作りたい」という思いから誕生
したエイジングケアを主体とする化粧品会社です。使用する水や成分
に徹底的にこだわり、肌にやさしいスキンケアをお届けできるよう常
に努力を重ねています。そして、2012 年創業20 周年を迎え、その節目
にLG 生活健康グループの傘下へ。国内にとどまらず、グローバルな
視点で、これからも自信をもってお届けできる製品作りをおこなって

化 学・繊 維・生 活 用 品

まいります。

事業・商品
医薬部外品・化粧品・健康食品の輸出入および製造販売

Beauty事業
(ブランド名)

ワールドワン、美肌ステファニー、ピュアード100、

STEFANY KOU、su:m37°、belif、THE FACE SHOP、THE GOLDEN
SHOP、BIO SILK、The history of fo、BEYOND

InnerBeauty事業
（ブランド名）プラセンタ100、プラセンタ100ぷるうる
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株式会社コリアワールドトレーディング
KOREA WORLD TRADING CO.,LTD
〒106-0041 東京都港区麻布台2-4-2 保科ビル5F
Tel: 03-5570-2391 Fax: 03-5570-2390
e-mail: postmaster@koreaworldtdg.co.jp
http://www.koreaworldtdg.co.jp/

会社紹介
当社は日韓の中小企業の橋渡しとして活躍することを目的に、韓国中
小企業側が、さまざまな情報や支援を受けながら活動できるよう、設
立した会社です。日韓両国間のより円滑な交流を図るべく、自らの利
益概念を超越した事業活動を推進し、信用とサービス精神をモットー
に、誠実かつ全力を挙げて驀進していきます。

業務の紹介
韓国と日本を結ぶ「韓国商品展示商談会」などのコンサルタント業、韓国企業名
簿など、在日企業と日本企業を結びつける業務、韓国商品(テキスタイル、韓国
食品)を輸入し販売する小売、卸など、韓国全体を幅広く網羅したきめ細かな対
応をモットーに、業務を行っています。

化 学・繊 維・生 活 用 品

事業・商品

また、原資材の輸出業務もやっております。

Web Shop
http://ginsenjp.shop24.makeshop.jp/
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(株)シ－エヌ グローバル
CN-GLOBAL CO., LTD.
〒111-0032 東京都台東区浅草6-2-3 ACNJビル2F
Tel: 03-5824-2721 Fax: 03-3876-3781
e-mail: hsoh@cn-global.co.jp
http://www.cn-global.co.jp

会社紹介
弊 社 の 前 身 は 日 本 三 星SHOES 部 門 で2004 年 末、
（ 株 ）日 本 三 星 の
SHOES 事業撤退に伴い、2005 年1 月に（株）CN-GLOBAL を立ち上
げ日本三星SHOES 部門の営業を譲り受け現在に至っています。弊社
の主な業務は婦人靴の製造及び輸入販売であり、中国と日本国内に専
属の生産拠点を置いて日本国内の一流百貨店や専門店などを中心に
中・高級品の婦人靴を展開するメ－カ－型革靴専門商社です。

化 学・繊 維・生 活 用 品

事業・商品
弊社が主に取り扱っている分野は婦人革靴のOEM方式とODM方式の生産お
よび販売が中心です。大部分の商品は中国青島にある専属工場で生産され日本
に輸出されます。これを加古川にある専属工場で仕上げ直しをした後、お取引
先様に納品するという形をとっています。販売先は全国主要百貨店、有名ブラ
ンドの専門店、アパレル大手企業など約20社あります。
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株式会社 ジャムス
JaMS Co.,Ltd.
〒104-0061 東京都中央区銀座3-13-17 辰中ビル6F
Tel: 03-6278-8276 Fax: 03-6278-8229
e-mail: song@jams21.com / Jams_kor@hotmail.com
http://www.jams21.com
http://www.jamshouse.com

会社紹介
貿易業として、建築資材・オーダーメイドのLED 照明など輸出業と、
長年の経験をもとに貿易コンサルタント、日本進出のサービスを行
なっています。www.jams21.com
当社はジャムスハウスという不動産サイトを運営し、グローバル時代
に相応しい不動産会社として最大規模の物件ネットワークを通じ、皆
様の予算と生活の利便性等のニーズに合った物件を紹介しておりま
質のサービスをご提供致します。
公益社団法人全日本不動産協会会員及び公益社団法人不動産保証協
会会員として、安心・安全な不動産取引の仲介・売買などを含むお客
様の住環境のサポートを目的としております。
www.jamshouse.com

化 学・繊 維・生 活 用 品

す。常に顧客相談窓口を始め、ジャムスハウスだけのノウハウと高品

* 東京都知事免許（２）第89339 号

事業・商品
貿易業としての建築資材全般
環境ビジネスに適した商品であるオーダーメイドのLED 照明
建築資材の日韓における商談会
機能性化粧品の輸出入
日韓ビジネス研修
日韓コンサルティング支援

駐在員向けの高級マンション仲介
UR 都市機構のUR 賃貸住宅仲介
保証人不要・礼金不要・家電家具付の住宅システムの賃貸仲介
オフィス賃貸仲介
予算や交通面など会社の要望に応じたオフィス仲介
日韓アセットマネジメント
ゴルフ場売買、マンション売買、収益ビル売買など
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ユーキャンバイザワールド株式会社
Youcanbuytheworld CO.,LTD
東京支社：〒114-0014 東京都北区田端2-1-17 1F
ソウル支社：〒110-310 ソウル特別市鍾路区慶雲洞91-1 ソウォンビル5F

Tel: +81-3-6906-5099（東京）、+82-2-732-8055（ソウル） Fax: +81-3-6906-7287（東京）、+82-2-734-8138（ソウル）
e-mail: info@innolife.net
http://www.innolife.net/

会社紹介
ユーキャンバイザワールド株式会社は、
innolife.net を運営しています。
いつも躍動感溢れる韓国のリアルタイムニュース！
韓 国 の 取 材 現 場 を リ ア ル タ イ ム で お 届 け し ま す。ド ラ マ、映 画、
K-POP、スポーツなど様々な情報はもちろん、韓国旅行や時事まで～
イノライフでご覧下さい。

化 学・繊 維・生 活 用 品

韓国に関連したものなら、ないものはない？
イノライフショップでは各種CD、DVD、マガジン、人気韓流スターの
関連商品、キュートなキャラクター商品、贈答用にも良いファンシー
商品、クオリティの高いアクセサリーまでないものはありません。そ
れだけでなく様々な韓国のファッションスタイルもチェックするこ
とができます。

事業・商品
韓国映画および音楽などのエンターテインメント関連 輸出入
韓国映画および音楽などのエンターテインメントショッピングモール運営
韓日文化交流およびオンラインビジネスのコンサルティング

e-learning ビジネス
- コンテンツ事業 : 顧客の要求を最大限取り入れたオーダーメード型のコンテ
ンツ開発
- システム事業 : 最適化されたハードウェア、ソフトウェアネットワークを構築
- コンサルティング事業 : e-learning 運営と係わる最適のコンサルティング
サービス
その他
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