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SK hynix Japan 株式会社
SK hynix Japn Inc.
〒105-6023 東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー23F
Tel: 03-6403-5500 Fax: 03-6403-5590~1
http://www.skhynix.com/ja/

会社紹介
1983 年に設立されたSK hynix は、PC やモバイル製品など各種IT 機
器に必須として搭載されるDRAM とNAND 型フラッシュのようなメ
モリー半導体を主に生産、供給する企業です。1984 年に韓国で初めて
16Kb のSRAM を試験生産して以来、世界最初・最小・最高速・最低電
圧の革新的なメモリー半導体を継続的に市場に供給しています。世界
メモリー半導体2 位、世界最大半導体市場である中国でDRAM 部門1
位を占めるなど、SK hynix は、韓国はもちろん世界IT 産業の未来を
リードしています。

電 気・電 子

事業・商品
SK hynix Japan に半導体製品を供給する韓国の親会社であるSK hynix は、
DRAM とNAND 及びCIS を生産・販売する総合半導体会社(IDM: Integrated
Device Manufacturer) としてICT 環境に応じる様々なDigital 機器に最適
化されたソリューションを提供しています。伝統のメモリー需要先であるPC、
TV、Game 等向けをはじめ、最近広がっているPersonal Device であるス
マートフォンやタブレットPC などにDRAM 及びNAND を供給しつつ、IoT、
Big Data 時代を迎えて、新たに成長するAutomotive やData Center 等の
需要に対しても最適化されたソリューションを持って積極的にメモリー製品
を展開しています。
なお、SK Group の一員として新しいスタートを切って以来、適期投資と継続
的な技術開発による事業強化を図っており、多数の世界初モバイルDRAM を
開発した技術力で、継続に拡大されているモバイル市場を主導しています。
SK hynix はモバイル・通信事業に強みを持っているSK と半導体産業での
リーダーシップを発揮してきたhynix の経験を生かして、グロバールICT 産業
環境でのシナジー効果を追求しています。また、技術競争力と事業ポートフォ
リオをより強化する等、
「 世界最高のメモリーに基づいたソリューションカン
パニー」を目指しています。
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エスビーサイバーパス株式会社
SB Cyberpass Co.,Ltd.
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町15-19 ルミナス3F
Tel: 03-3667-1341 Fax: 03-3667-1345
e-mail: info@sbcyberpass.com
http://www.sbcyberpass.com/

会社紹介
当社は電気通信事業の様々なサービスを行っております。
さらなる努力を積み重ね、日本の情報通信業界で重要な役割を担う企
業として成長するよう努力しています。皆様に、より優れたコミュニ
ケーションサービスを提供することを企業目標とし、今後とも皆様の
円滑なコミュニケーションをサポートすることで、すこしでも社会の
発展に貢献できる企業となれるよう、努力を重ねていきます。

◉ 日本および世界各国の携帯電話、SIM カード、データ通信機器のレンタル、
販売事業

電 気・電 子

事業・商品

◉ システム運用・保守事業
◉ ソフトウェア・ソリューション開発・販売事業
◉ コンサルティング（日本語・英語・韓国語・中国語・ベトナム語対応)
◉ 一般および特定労働者派遣事業

１．Voice

Network

日本の東京を拠点にした国際ホールセール事業者として豊富な通信スキルを
基に世界各国の高品質な音声呼を処理します。当社は通信分野市場で先駆者と
なるため絶えず挑戦し続けています。

２．Resale
携帯電話、Wi-Fi ルータ、3G およびLTE データカード等、世界最高水準のレン

ナーシップを通じて、お客様にご満足いただける高品質の通信ソリューション
を提供します。

３．Application
アプリケーション開発に必要な当社ならではの特徴、機能、技術を保有してい
ます。現在まで蓄積したノウハウでお客様の多様な要求に応えることができま
す。お客様は、当社の技術力でソリューションを開発するという、メリットが得
られます。
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タルサービスを提供します。世界各国のメジャー通信企業との戦略的パート
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LS電線ジャパン株式会社
LS Cable & System Japan Ltd.
〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-2-6 東京倶楽部ビル13F
Tel: 03-6205-7188 Fax: 03-6205-7187
e-mail: e275@lscns.com
http://www.lscns.com

会社紹介
1962 年に設立された韓国最大の電線メーカーとして、弊社（旧LG 電
線）は現LS グループの主要企業です。韓国はもちろん世界各国の電力
網と通信網を構築するのに寄与してきた様々な産業用特殊ケーブルを
供給し、産業の発展の基礎を築いてきました。海底ケーブルと超伝導
ケーブル、超高圧ケーブル、通信ケーブルなどの先端製品を北米、南米、
ヨーロッパ、中東、アジアなど世界各国の電力庁と主要な重電機器メー
カー、通信事業者などに供給する世界的な水準のケーブルメーカーと
して定着しました。韓国国内の4 ヶ所の事業所と1 ヶ所の研究所の他

電 気・電 子

に、全世界的に10 の支社、11 の販売および生産法人を運営しています。

事業・商品
製品
電力: 超高圧ケーブル（超伝導、海底ケーブルを含む）、加工線、中低圧、
産業用特殊ケーブル、バスダクト
通信: 光通信、LAN ケーブル、同軸ケーブル、FTTH、
ネットワークソリューション
素材: Copper Rod、巻線、アルミニウム、産業 ゴム
機器: 産業機器、自動車ワイヤー、チューブ、自動車電装
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エルジーディスプレイジャパン株式会社
LG Display Japan Co., Ltd.
〒104-0031 東京都京橋2-1-3 京橋トラストタワー12F
Tel: 03-5299-9123 Fax: 03-5299-9219
e-mail: yuwatanabe@lgdisplay.com
http://www.lgdisplay.com

会社紹介
当社は液晶ディスプレイの製造、販売を行うLG Display Co.,Ltd の日本法人
です。日本国内においての営業、カスタマーサポートを行っています。平成25
年度の売上高は1786 億360 万円、経常利益は3 億751 万円、従業員69 名、資本
金9500 万円です。沿革としては、1999 年、韓国LG 電子とオランダ・フィリッ
プスとの合弁会社の日本法人として設立され、2008 年度より、事業領域を従
来の液晶パネル中心から、フレキシブルディスプレー、有機発光ダイオード
（OLED）などへと拡大し、ビジネスモデルの多様化を図るとともに、フィリッ
プスの持ち株率縮小による企業構造の変化に伴って、社名を「LG ディスプレ

世界シェアNo.1 を達成しました。また、大型の液晶ディスプレイ（10 型以上）
にも強みを持ち、大型画面においても高精細な液晶を提供できる技術を持って
います。韓国の京畿道・坡州に「第8 世代」と呼ばれる大型のガラス基板を使っ

電 気・電 子

イ」に変更しました。当社は、液晶パネル(TFT 液晶表示装置) において2013 年

た、液晶パネルの大型工場を建設しました。世界23 カ所に現地法人を持つ、韓
国を代表するグローバル企業です。

事業・商品
他社と差別化できる製品・技術を提供
Global No.1 Display Company を標榜し、経営努力を続けているLG グループ。
「 顧客
価値創造」と「人間尊重経営」の2 つを掲げながら、顧客が望み、他社と差別化できる製品・
技術を提供してきました。こうした努力が実を結び、2004 年～2013 年の売上高は、毎
年アップ。9 年間の売上高年平均成長率は14％に至るなど、グローバルディスプレイカン
パニーとして大きな飛躍を遂げたのです。2013 年には大型TFT-LCD（液晶ディスプ

在感を見せつけています。

LCD とは
液晶を利用した表示装置で、2 枚のガラス板の間に特殊な液体を封入したのもです。液
晶自体は発光せず、明るいところでは反射光を、暗いところでは背後に仕込んだ蛍光燈
( バックライト) の光を使って表示を行います。液晶ディスプレイは、CRT ディスプレイ
やPDP など他の表示装置に比べて薄く軽いので、携帯用コンピューターや省スペースデ
スクトップパソコン等によく使われています。近年では、液晶テレビはもちろん携帯電
話、カーナビ等にも用途が広がっています。
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レイ）の世界シェアが27％以上となるなど、市場占有率も大きく成長し、全世界にその存
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LGイノテック株式会社
LG Innotek Co.,Ltd.
〒104-0031 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー13F
Tel: 03-5299-9250 Fax: 03-5299-9252
e-mail: cjhur@lginnotek.com
http://www.lginnotek.com

会社紹介
当社は韓国LG グループの電子部門の系列会社で、年間売上高は約
6,200 億円(2013 年基準)、世界TOP10 に入る電子部品専門企業です。
設立後、テレビとモバイル向けの部品をはじめ、省エネルギー時代を
支えるLED 製品の光源と車載部品まで事業領域を広げております。
人類が夢見る便利で安全な楽しい未来!
LG イノテックの最先端革新技術がお手伝いいたします。
Inside your life, LG Innotek

電 気・電 子

事業・商品
Mobile 向
Camera Module/Actuator, Touch Pannel, PCB(Build-up, RF PCB)
NFC/Wireless Power Charger, LED Flash, LED Package(Back
Light Unit)

Automotive 向
Motor&Sensor, Camera Module, Connectivity, LED Lighting,
Wireless Power Charger, DC/DC Converter, Battery Management
System, Thermoelectric Module

LED 向
LED Chip & Package for Mobile, Display and Automotive, LED
Lighting(Package/Chip/Module, Wireless Control System), UV
LED

Display 向
Photo Mask, Tuner, Power Module, Wi-Fi Module, LED Back Light
Unit, Smart TV Camera Module

Semiconductor 向
Flip Chip CSP, Tape Substrate, Chip on Board for Smart IC

Network 向
Network Camera, 3G/4G Modem, Mobile Router, Real time
Location System,
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LGエレクトロニクス・ジャパン（株）
LG Electronics Japan Inc.
〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15F
Tel: 03-5299-4600 Fax: 03-5299-4697
e-mail: pr.jp@lge.com
http://www.lg.com/jp

会社紹介
1971 年、東京事務所を設立。主にLG エレクトロニクスが展開する電化製品の
研究開発及び日本企業との提携業務を主要事業とし、1981 年1 月には日本法
人を設立、電化製品の販売事業を開始。1995 年には前社「金星社」より「LG」
へと社名を変更。 現在は、国内4 ヵ所の営業拠点（東京・名古屋・大阪・福岡）
と、約80 ヵ所のカスタマーサービスネットワークを有し、webOS 搭載の次世
代スマートテレビをはじめ、フル円形P-OLED ディスプレイ搭載のウェアラ
ブル端末「LG G Watch R」、デザインや実用性に優れた「21:9 曲面型ウルト
ラワイドモニター」等を販売しています。2014 年には大手通信業者様との共

「isai VL」を展開しています。また、日本メーカーとの相互発展のための素材・
部品の購買や、技術提携の支援に寄与しています。

isai VL

電 気・電 子

同開発で生まれた高精細、日本国内初、WQHD ディスプレイ搭載の「isai FL」

事業・商品
Mobile Communication Sales 部門
2006 年に発売開始以来、大手通信事業者への携帯情報端末供給。
共同開発したスマートフォンisai シリーズの展開もしています。
◉ 国内初、高精細WQHD ディスプレイ搭載の「isai FL」
◉ VoLTE 対応「isai VL」
◉ フル円形P-OLED 採用「LG G Watch R」

LG G Watch R

◉ 「NEXUS 5」
◉ 「LG G2 mini」
◉ 「LG G Pad8.0」等

Consumer Electronics Sales 部門

「Product Trend

Leadership」を目指す戦略で市場に展開。

◉ ｗebOS 搭載4K 対応スマートテレビ

4K 対応 T V 65UB9800

◉ 21: 9 曲面型ウルトラワイドモニター等

営業拠点
大阪営業所

〒541-0053 大阪市中央区本町2-1-6 境筋本町センタービル14F

Tel: 06-62674045 Fax: 06-6267-4551
名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-3-3AMMNATビル7F
Tel: 052-857-0048 Fax: 052-857-0049
九州営業所

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-14-13 天神三井ビル8F

Tel: 092-738-1677 Fax: 092-738-1725
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主要取引先とのWin-Win 戦略による製品開発、及び常に

21:9 曲面型ウルトラワイドモニター
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株式会社 オステムジャパン
OSSTEM JAPAN CD.,LTD.
〒144-0051 東京都大田区西蒲田5-27-14 日研アラインビル4F
Tel: 03-5714-5955 Fax: 03-5714-5956
e-mail: japan@osstem.com
http://jp.osstem.com/

会社紹介
当社は韓国のグローバル企業であるオステムインプラント㈱の日本
法人であり、2009 年10 月に厚生労働省の承認を取得して、日本で歯
科インプラントおよび関連製品の販売を開始しました。オステムイ
ンプラントは、日本、アメリカ、中国など21 ヶ国の現地法人と、ディー
ラーなどを通じ世界60 ヶ国で広く使用されており、アジアシェア
No.1 のインプラント会社です。当社は日本に進出して5 年が経ちま
すが、東京、大阪、名古屋、九州など7 ヶ所の支店を保有し、日本国内の
歯科界に高品質なインプラントを供給しており、年々シェアを拡大し

電 気・電 子

ている会社です。

事業・商品
◉ グローバルな歯科インプラント新製品の開発
当社では、オステムインプラント㈱で開発された歯科インプラント及び関連
製品を販売しています。オステムインプラント㈱は、1998 年に設立されて
以来、売上の10％以上を研究・開発に投資し、今や歯科インプラント界のリー
ディングカンパニーとしてグローバル市場に新製品を提供し歯科界に貢献し
てきております。2014 年10 月には、韓国釜山に新工場を建設し、4000 品
目以上の生産ラインナップと共に、年間300 万セットを超えるインプラント
システム大量生産体制を整えています。
◉ インプラント研修制度(AIC)
AIC(Advanced Dental Implant Research & Education Center) は、世
界的なインプラント臨床教育機関として、著名な専門家を講師として招き、歯
科医師を対象にインプラント研修会を実施しています。インプラント臨床知識
の普及と共に毎年多くの研修生を指導し、徹底的なインプラント臨床教育を実
施しています。
◉ OSSTEM World Meeting
毎 年1 回、世 界 各 地 で オ ス テ ム イ ン プ ラ ン ト ユ ー ザ ー が 集 ま るOSSTEM
World Meeting が開催されています。この世界会議は、オステムインプラン
トの臨床知識とスキルの情報支援とその研鑽場となっています。
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株式会社コステルジャパン
COSTELJAPAN
〒101-0031 東京都千代田区東神田2-3-3 東神田藤和ビル3F
Tel: 03-5809-2294 Fax: 03-5809-2294
e-mail: ask@costeljapan.com
http://www.costeljapan.com/index.html

会社紹介
韓国に本社をもつ家電メーカーです。
日本法人は創立5 年目の小さな企業ではありますが、国内大手量販店
やネットショップを中心に精力的に卸や物流事業を展開しておりま
す。大手では取り扱っていないようなアイデア製品、家電等を扱いな
がらみなさまのくらしに役立つ企業を目指しております。

事業・商品

ヤマダ電機や、amazon を中心とする販売店へ様々なアイテムを展開。自社製
品だけではなく他社製品の取扱も充実。韓国メーカーだからできる日本では珍

電 気・電 子

電気製品の企画、開発、製造、販売並びにこれらのコンサルティング

しい斬新なアイテムを発信していきます。

主なラインナップ
・ポータブル防水TV CP072-FW
・車載用空気清浄機 air vita USB13
・車載用空気清浄機 air vita CARVITA ⅡS
・wiTV CVS-150CA
・布団用ダニクリーナーCOSBEE CSV-500UY
・キッチンTV CVK-106SX

Korean Enterprises in Japan
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サムスン電機ジャパン株式会社
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS JAPAN Co., Ltd.
〒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: 03-6369-6461 Fax: 03-6369-6490
e-mail: f.takanori@samsung.com
http://www.samsungsem.com

会社紹介
サムスン電機は、超小型コンデンサ/WiFi/Bluetooth 等、最先端の電
子部品から、モーター等の機械部品までを手がける総合部品メーカー
です。サムスン電機のテクノロジーと製品は、スマートフォン、タブ
レット、パソコン、テレビ等のエレクトロニクス機器を中心に、皆さま
の生活の様々なシーンで活躍しています。サムスン電機ジャパンは
サムスン電機の日本販売法人として、30 年以上にわたり、日本の電機
メーカー様に電子部品を納めさせていただいております。これからも
日本のエレクトロニクス業界の発展のために、微力を尽くしてまいり

電 気・電 子

ます。

事業・商品
受動部品： MLCC（積層セラミックチップコンデンサ）、タンタルコンデンサ、
インダクタ、チップ抵抗、チップビーズ、EMIフィルター 等

基板： メインボード用基板（HDI）、半導体パッケージ用基板（FCBGA/
FCCSP）、リジッドフレックス基板

通信部品： WiFiモジュール、Bluetoothモジュール、ZigBeeモジュール、テ
レビ用チューナー 等

電源： TV用/LED照明用/サーバー用 各種電源
機械部品： カメラモジュール（スマートフォン/タブレット/ゲーム機等用）、
HDDモーター、振動モーター（スマートフォン/タブレット/ゲーム機等用）
この他サムスン電機では新製品として、電子棚札（ESL : Electronic Shelf
Label）を 展 開 し、欧 州 を 中 心 に、ス ー パ ー マ ー ケ ッ ト 各 社 様 向 け に 展 開、
2013 年からは日本の小売店様にも導入いただいております。画面は目に優
しい電子ペーパー、NFC 内蔵、5 ～7 年の長寿命を実現し、ご好評いただいて
おります。
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サムスン電子ジャパン株式会社
SAMSUNG ELECTORNICS JAPAN
〒106-8532 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ
Tel: 03-6234-2111 Fax: 03-6234-2040
http://www.samsung.com/jp

会社紹介
サムスン電子ジャパンは、サムスンの世界各国で認められる技術と
サービスのもと、スマートフォン「GALAXY」シリーズなどの携帯電
話端末やLTE などの次世代通信装置を日本国内に提供し、日本の情報
通信社会の発展に寄与しています。

事業・商品
携帯端末

ブレット、ウエアラブル端末などを取り扱っています。
◉ スマートフォン： GALAXY S5、GALAXY Note Edge
◉ タブレット

電 気・電 子

世界のお客様から高い評価をいただいているサムスンのスマートフォンやタ

： GALAXY Tab S

◉ ウエアラブル ： Gear 2、Gear S

通信システム
サムスンの世界各国で認められる技術とサービスのもとLTE などの次世代通
信装置を日本国内に提供し、日本の情報通信社会の発展に寄与しています。

医療機器
サムスン電子では2010 年から医療事業を開始し、日本国内においては、産婦
人科や放射線科、内科向けに超音波診断装置を販売しています。サムスン電子
がこれまでに培ったIT 技術を医療機器に融合させ、独自の革新的開発を行う
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ことで日本のヘルスケア事業に寄与します。
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株式会社シムテックジャパン
SIMMTECH JAPAN Inc
〒104-0033 東京都中央区新川2-22-6 SJIビル4F
Tel: 03-3523-9700 Fax: 03-3523-9701
e-mail: tanemoto@sji.co.jp
http://www.simmtech.com

会社紹介
半導体向けPCB の世界トップ企業、シムテック！

より豊かな世界を

切り開くため、日々最善を尽くしています。1987 年の設立以来、半導
体および通信機器用向けPCB を軸に成長し、最高の製造技術力および
デジタル時代をリードしています。蓄積した技術ノウハウと価値経営
を通じ、世界超一流のお客様とともに、半導体部品におけるグローバ
ル・リーディング・カンパニーとして飛躍しています。

電 気・電 子

事業・商品
主要製品群
◉ メモリモジュールPCB
◉ サブストレート
◉ ビルドアップ基板
◉ 上記に関連する材料

製品の特徴
世界市場のシェアトップのメモリモジュールであるPCB。全世界にあるパソ
コンの3 台のうち1 台には、シムテックが造ったPCB が入っています。サブス
トレートは、半導体チップを電子機器の本体に接続するPCB ですが、こちらも
やはり世界シェアトップを誇ります。また、各種の半導体チップの進化を支え
るサブストレート製品群により、当社は、差別化した製造競争力、および付加価
値の高い製品を通じて、市場をリードしています。さらに、モバイル機器のボ
ディーのコア部品であるビルドアップ基板も、蓄積された技術に基づいて、次
世代の製品を生産しています。このように高い競争力を持つシムテックは、世
界の半導体会社からトップクラスのサプライヤーとして認められています。
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Sindoh Tokyo Branch Co.,Ltd.
Sindoh(Tokyo Branch)Co.,Ltd.
〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-11 銀座三番館Ⅱ3F
Tel: 03-3546-6281 Fax: 03-3546-6288
e-mail: tokyo@sindoh.com
http://www.sindoh.com/

会社紹介
SINDOHは、デジタルネットワークの未来型オフィスを構築する、
トータルビジネスソリューション企業です。1960年に創立以来、韓
国ソウルに本社を持ちまして、韓国(牙山：アサン)、中国（青島）、
日本（東京、銀座）に拠点を展開しています。 事務機器の設計、開
発、生産から営業およびサービスまで、あらゆる部門で力を備えて
います。2010年を基準として売上1兆2,000ウォンに達する、韓国の
代表的な事務機器メーカーです。

主な業務

電 気・電 子

事業・商品

◉ 独自の技術を生かしたデジタル複合機、レーザープリンター、FAXおよび周
辺機器の設計、生産、SWソリューションの開発
◉ デジタル複合機および周辺機器等の事務機器部門において世界的に技術力
を認められ、約40カ国へ製品を輸出しています。

今後の戦略
2011 年に発表した新製品のラインアップはグローバル市場で大きな注目を
受け、アメリカのグッドデザイン賞および、ドイツのレッドドット賞を受賞し
ました。このように、デザイン面での競争力を一層強化し、シェアの拡大を図っ
ています。
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デミオジャパン株式会社
DemiO Japan Co. Ltd
〒169-0074 東京都新宿区北新宿1-8-21 鴨石ビル6F
Tel: 03-6908-5942 Fax: 03-6908-5943
e-mail: info@demio.co.jp
http://www.demio.co.jp

会社紹介
日本の飲食店・ビル・介護施設など･･･
水道をたくさん使用して経費を圧迫している企業様を対象に節水機
器を提案するエコ・コンサルティング企業です。施設の水回りの95％
をカバー出来る節水機器のラインアップの豊富さと、成果報酬型、導
入初期費用０円によるノーリスク提案を主としております。
※DemiO とは、フランス語のDemieau から由来した“ 半分の水” を
意味しており、50％の水の節約を象徴しています。

電 気・電 子

事業・商品
節水ソリューション事業
◉ 建物の水使用状況の調査
◉ 節水シミュレーション
◉ 節水テスト
◉ 節水装置施工設置
◉ 節水装置の保守管理
などの節水総合プロデュース
※水回り、特にトイレとお手洗の節水機器を中心にラインアップを多数取り揃
えており、初期費用０円で各施設における約50％の節水が出来るようご提案
致します。( メーカー別適合機種も取り揃えております) また、節水機器を用い
たコンサルティング・レンタル推進は勿論の事、節水機器の提案によって派生
した各種エコ商材の取扱いやトイレリフォームに関しても幅広く対応をして
おります。

節水・省エネ製品の販売事業
◉ 節水、省エネ関連の機器設計、製造、輸出入、販売
リース、レンタル、設置施工、修繕および管理運営

コスト削減コンサルティング
◉ ビル管理費削減（節電、空調、通信、印刷etc.）
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東部大宇電子ジャパン株式会社
DONGBU DAEWOO ELECTRONICS JAPAN CO.,LTD.
〒110-0005 東京都台東区上野3-1-2 秋葉原新高第一生命ビル7F
Tel: 03-3834-3177 Fax: 03-3834-3188

会社紹介
韓国のDONGBU DAEWOO ELECTRONICSの日本法人として、日
本国内の量販店に重点を置き、家庭用の電気製品の輸入、販売など
を行っている電気メーカーです。
高品質な冷蔵庫・洗濯機・電子レンジなどの白色家電を、消費者の
ご家庭に提供しています。
また、自社のサービスセンターを持ち、修理や部品受注業務を行って
います。

特長

電 気・電 子

事業・商品
1995年設立以来15年間にわたる、営業体制および品質管理体制
◉ 日本で、家電代表品目である冷蔵庫・洗濯機・電子レンジを販売する唯一の
韓国メーカー
◉ 日本国内メーカーへの豊富なOEM 供給実績があり、他海外メーカーと一線
を画した本社ならではの品質とスペック

主な製品群
冷蔵庫
冷凍庫
洗濯機
全自動 & 2槽式

テレビ 他 AV 製品 等

その他の業務
◉ 商品のアフターサービス、修理・部品販売
◉ 日本国内の部品の輸出業務

Korean Enterprises in Japan

電子レンジ（単機能＆オーブンレンジ ）
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ハイディス･ジャパン株式会社
HYDIS JAPAN CO., LTD.
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-3-12 第12大鉄ビル2F
Tel: 03-5369-5030 Fax: 03-5369-5035
e-mail: tommy.kim@hydis.com
http://www.hydis.com

会社紹介
当社は韓国HYDIS TECHNOLOGIES の日本法人で、液晶パネルの原
部材の輸出、販売を行っています。主に、産業機器及び特殊アプリケー
ション用の液晶パネルを専門に取り扱っています。また、親会社であ
る台湾E Ink の電子ペーパーモジュールを取り扱っています。

事業・商品
主な取り扱い商品

電 気・電 子
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産業機器、特殊アプリケーション用の液晶パネル
カスタム品の液晶パネル
電子ペーパーモジュール

パンテック・ワイヤレス・ジャパン株式会社
Pantech Wireless Japan Inc.
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-5-1 オーク神田小川町ビル4F
Tel: 03-5217-7080 Fax: 03-5217-7090
http://jp.pantech.com

会社紹介
当社は2003 年11 月14 日に設立されました。主に、通信端末の販売業
務をおこなっています。

事業・商品
通信BOX
◉ PR-L300 : 4port Ethernet、UART、マイクロUSB の様々なインター
フェースに対応

電 気・電 子

通信モジュール
◉ PM-L300 : LTE/WCDMA Band に対応

スマートフォン
◉ VEGA PTL21 : タッチレススマートフォン
◉ MIRACHI IS11PT : シンプルモード搭載のグローバルスマートフォン
◉ SIRIUS α IS06 : Android2.2 搭載 先進スマートフォン

※2012 年12 月現在

フィーチャーフォン
◉ PT003 au by KDDI : LED ×カジュアルカラーケータイ
◉ PT002 au by KDDI : スマートデザインケータイ
◉ PT001 au by KDDI : 通話専用シンプルケータイ
◉ W62PT au by KDDI : 簡単×スタイリッシュ[ ミリオンセラー]
◉ W61PT au by KDDI : コンパクトスライドケータイ
◉ A1407PT au by KDDI : 骨伝導スピーカ搭載

◉ A1405PT au by KDDI : 洗練されたシンプルフォン

デジタルフォトフレーム
◉ PHOTO-U

SP01 : ケータイからメールするだけで、撮った写真をリビ

ングに飾れるデジタルフォトフレーム

Wi-Fi ルーター
◉ Wi-Fi Walker DATA05 : ネット環境を自由に持ち歩き、さまざまな場所
で自由にネットにアクセスできます。
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◉ A1406PT au by KDDI : 簡単ケータイ[ ミリオンセラー]
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株式会社マックステル
MAXTEL CO., LTD.
〒363-0009 埼玉県桶川市坂田東1-1-6
Tel: 048-793-7471 Fax: 048-793-7475
e-mail: honbu@maxtel.co.jp
http://www.maxtel.co.jp

会社紹介
弊社は、韓国MAXTEL、中国MAXTEL、日本MAXTEL の3 社にて事業
活動を展開しております。テレビ受信機器を中心に、有線・無線イン
ターネット接続機器等の情報通信機器を自社ブランド及びOEM ブラ
ンド商品として製造販売しております。また、弊社中国現地法人の中
国MAXTEL を活用した企画提案商品の輸入販売や日本のクライアン
トと中国工場のビジネスマッチングやコンサルタント業務も行って
おります。

電 気・電 子

事業・商品
テレビ受信機器
◉ 分波器、分配器（屋内・屋外）
◉ 室内卓上・屋外ブースター
◉ 小型直列ユニット、各種プラグ・コネクター
◉ 各種プラグ・コネクター付ケーブル、ＨＤＭＩケーブル
◉ アンテナ取付金具、工事用金物
◉ 同軸ケーブル

情報通信機器
◉ イーサネットギガビットバブ
◉ WiFi アクセスポイント
◉ POE 対応イーサネットハブ、WiFi アクセスポイント

ケーブルテレビ機器
◉ 光送信機及び増幅器
◉ デバイダー、コンバイナー及びヘッドアップ

中国におけるコンサルタント業務
◉ 生産、出荷の管理およびコンサルタント業務
◉ 輸出入代行
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ユニモテクノロジー株式会社
UNIMO TECHNOLOGY Co., Ltd.
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル4F
Tel: 03-3837-6744 Fax: 03-3837-6745
e-mail: support-2@unimo.co.jp
http://www.unimo.co.jp

会社紹介
弊社は40 年以上の歴史がある防犯カメラ関連機器の老舗メーカーで
す。製品は世界各国に多数の販売実績があり、お客様からは録画画質
や操作性以外にもネットワーク転送のクォリティに高い評価を頂い
ております。主な納入実績としてはケネディ空港、モスクワ市営地下
鉄等があり、日本国内は飲食店やスーパー、ホームセンター等の商業
施設以外にも、警察や公共施設へ採用されています。日本法人は1995
年に設立され、長い実績が支持されております。

セキュリティ 製品の開発・製造・販売

電 気・電 子

事業・商品

◉ HD-SDI High Speed/Hybrid デジタルビデオレコーダー（DVR）
HD-SDI High Speed 120fps～240fps、UHDR-J9xxシリーズ/
UDR-J7804Axxシリーズ
◉ 960H 480fps/D1 480fps デジタルビデオレコーダー（DVR）
UDR-J76xxAシリーズ/UDR-J75xxシリーズ
◉ PCレスNVR(IP自動認識機能＠指定モデル)/NVR/ハイブリットNVR/NVS
UNVR-J31xxシリーズ/ FW-5072/FW-5870/FW-3170
◉ HD-SDIカメラ_BOX/DOME/赤外線/PTZ
UHC-1110/1120、UHD-1210/1220、HDIR-			
1310/1420/1500AF、UHS-H10/H20
◉ NTSCカメラ_BOX/DOME/赤外線/PTZ

◉ 自動IP設定ネットワークカメラ
UNB-210M3、UNT-230M3、UND-240M3、UNT-250M3-AF
最大転送速度 30fps@1080p(H.264)、20fps@3MP(H.264)、
H.264/M-JPEG 同時出力
◉ ONEケーブルカメラ
UON-218/318、UOD-219
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UCNシリーズ/UDNシリーズ/ AVIRシリーズ/USCシリーズ
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リカ ジャパン 株式会社
LIKA JAPAN Co.,Ltd
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-6-1 荒木ビル1F
Tel: 03-5209-6411 / 03-5209-6412 Fax: 03-5209-6413
e-mail: oysk@lika-jp.com
http://lika-jp.com/

会社紹介
当 社 は、韓 国LIKA Co., Ltd（ デ ジ タ ル サ イ ネ ー ジ Digital signage
専門メーカー）の日本販売法人であり、韓国本社のデジタルサイネー
ジ製品を日本市場にカスタマイズにて販売しています。
デジタルサイネージ分野でも、最も高い技術力を求めるアウトドアデジ
タルサイネージで、豊かな経験から蓄積したノウハウ及び製造分野の専
門技術と固有技術を基に、
競争力のある製品で市場を広げています。
LIKA JAPAN Co., Ltd は、積極的な研究開発と次世代ディスプレイ
事業の拡大を介してディスプレイ市場をリードしています。

電 気・電 子

事業・商品
OUTDOOR DISPLAY TYPE (STAND ALONE)
◉LK32OTKG ◉LK47OTKG ◉その他（オーダーメードサービス）
・高輝度（2000cd/m²）LCD 採用 ・D-LED Backlight 採用
・フロントガラス- 直射日光の遮断とCFF 搭載により、LCD のブラックアウト
防止及び耐久性の向上 ・照度センサー搭載-3 段階自動調光
・自動で最適な解像度の信号を出力 ・高応答速度で、動きの速い画像でも対応
・放水・防塵IP55

INDOOR DISPLAY TYPE
◉LK32INWD ◉LK42INWD ◉LK42INSP ◉LK47INKG
◉その他（カスタマイズ）
・Full HD IPS の広い視野角

・E-LED Backlight 採用

・写真・動画の再生プレイヤー搭載

・自動で最適な解像度の信号を出力

◉LK32INWD ◉LK42INWD
・タテ置き ・ヨコ置きに対応する両用モデル
・設置場所を選ばないスリムベゼルデザイン
◉LK42INSP
・L 字デザイン固有の安定感
・ウレタン製キャスター採用で衝撃を和らげるため、移動に容易
◉LK47INKG
・高さ調節ができるウレタン製キャスター採用
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電 気・電 子
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