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グランドコリアレジャー株式会社
Grand Korea Leisure [GKL]
〒102-0083 東京都千代田区麹町3-5-2 BUREX B.D 701号
Tel: 03-3222-7771 Fax: 03-3222-7784
e-mail: sevenluck@hotmai.co.jp
http://www.grandkorea.com

会社紹介
韓国観光公社の子会社である当社は、外国人専用カジノ「セブンラッ
ク」
（Seven Luck）を運営し、外国人観光客の誘致および外貨獲得、韓
国カジノ産業の国際競争力向上に取り組んでいます。その利益は、観
光インフラの構築および公益事業投資財源への充当を目的としてい
ます。

観 光・航 空・サ ー ビ ス

事業・商品
当社の役割: 高い外貨獲得率と付加価値を誇るカジノ産業は観光サービス産
業発展のトップランナーであり、
「 愛国産業」として評価されています。旅行 ・
宿泊 ・ ショッピング ・飲食など、観光産業全般への波及効果も重要です。ま
た、純粋な人的サービス産業でもあるため、雇用創出効果も期待されています。
カジノ産業は、外国観光客誘致と外貨獲得の最先端にあり、国家の経済発展に
対する貢献度は、単純な数値以上のものがあります。外国人専用カジノという
特性から、射幸産業という意味以上に、韓国観光の重要インフラとして、大きな
役割を担当しています。

ソウル江南店: 江南の中心に位置するセブンラック・ソウル江南店は、2006
年1 月27 日にオープンしました。東洋的な雰囲気と最先端の設備を備えた韓
国型カジノで、総面積6059.85㎡の規模を誇り、テーブルゲーム74 台と最
新型ゲームマシン112 台を備えています。

ミレニアムヒルトン店: 2,840.53㎡（859 坪）規模の営業場に、バカラ、
ブラックジャック、セブンラック21、ルーレット、ダイサイ、カリビアンポー
カー、スリーカードポーカー、カジノウォー、スロットマシンなど全8 種200
台（テーブル60、マシーン140）の最新器具を完備しています。お客様の趣向
に合わせた多様なゲームを楽しむことができ、ハイクラスなサービスで、外国
人のお客様の満足度をワンランクアップさせます。

釜山ロッテ店: 正統ヨーロッパ・スタイルのカジノの華麗な雰囲気と格調の
高いインテリアの中で、バカラ、ブラックジャック、ルーレット、ダイサイ、カ
リビアンポーカー、スリーカードポーカー、ビッグホイールなど（テーブル35
台、マシン70 台）、多様なゲームの神髄を味わえます。
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株式会社コニトラベルサポート
KONI TRAVEL SUPPORT
〒173-0036 東京都板橋区向原3-2-7
Tel: 03-6780-2725 Fax: 03-3973-1441
e-mail: konilife@gmail.com

会社紹介
弊社は韓国と日本の観光事業を中心に代理運転、引越し、何でもお手
伝いなど人によるサービスを主に行っております。
来日26 年の経験と信頼を元に日本政府機関や企業の依頼を受けた実
績を持っています。
大事な皆様の周りのことでお手伝い出来ることなら何でも承ります。

韓国と日本の観光ガイド案内、ホテル手配、車両手配、通訳、代理運転、
VIP 式典案内、お引越し、あらゆる家事お手伝いなど

観 光・航 空・サ ー ビ ス

事業・商品

Korean Enterprises in Japan
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株式会社大韓旅行社
KTB TOUR
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-8 コタニタワー6F（移転予定）
Tel: 03-3508-0225 Fax: 03-3508-0227
e-mail: ktbtyo@ktbtour.co.kr
http://www.go2korea.co.kr

会社紹介
当社は1912 年、現在のJTB の前身である東亜交通公社朝鮮支社から
始まりました。大韓旅行社「KTB ツアー」は、2012 年に会社創立100
周年を迎える、韓国最初の旅行会社です。日本人の韓国旅行に関する
企画・手配・斡旋はもちろん、韓国人の海外旅行も扱っています。韓
国にはソウル本社・釜山・済州島支店、日本には東京・大阪・名古屋・
福岡・仙台・札幌の6 地域に支店を置いて、営業を展開しています。ソ

観 光・航 空・サ ー ビ ス

ウルでは外国人観光客向けに、板門店観光を含む定期観光も運営して
います。

事業・商品
海外旅行
◉ 旅券手続きおよびVISA 手続き業務代行
◉ 国際線航空券予約、発券、航空社別ボーナスサービス提供
◉ 海外ホテル予約およびレンタカー利用斡旋
◉ 新婚旅行 : 24 コースにて毎日出発
◉ 海外インセンティブ：法人等の海外補償旅行に関する企画および進行
◉ 国際会議参加：航空券およびホテル予約、会議登録の代行業務
◉ 海外産業視察：海外の優秀業体見学の斡旋

国内旅行
◉ 外国人の個別、団体国内観光斡旋および案内
◉ 外国の修学旅行団および大型団体の国内観光
◉ 国内企業団およびディラ団体訪韓行事代行
◉ 国際会議、大会業務代行
◉ 外国人定期観光 (DAILY CITY TOUR) および板門店観光
◉ 観光バス貸切事業および国内観光
◉ 国内産業視察斡旋および案内
◉ 国内線航空券、列車切符およびフェリー乗船券発売
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株式会社 ハナツアージャパン
HANATOUR JAPAN CO.,LTD
〒105-0003 東京都港区西新橋3-23-5 御成門郵船ビル6F
Tel: 03-5403-9090 Fax: 03-5403-9088
e-mail: recruit@hanatourjapan.jp
http://www.hanatourjapan.jp/
http://www.japanryokan.net

会社紹介
韓国No.1 の文化観光流通グル－プである、HANATOUR の日本法人
として2005 年設立されました。弊社のHANATOUR JAPAN は、お
客様の満足を最高の価値と考え、旅行業界の中心となって絶え間ない
挑戦と革新で、最高の旅行ポータルサービス会社を目指します。私ど
もはただ旅行商品を提供するだけではなく、旅行を通じてお客様の夢
とビジョンを育むお手伝いをし、またお客様と共に幸せを分かち合う
まぬ情熱とお客様に対する細心の配慮を基盤に、新しい跳躍を始めた
HANATOUR JAPAN にどうぞご期待ください。

事業・商品
1. INBOUND 事業

観 光・航 空・サ ー ビ ス

最高のドリームメーカーになることをここにお約束いたします。弛

① 韓国からのインバウンドビジネス
本社であるHANATOUR（韓国）からの送客に対して全国各地の旅行商品を
企画し現地のホテル、食堂、バス等の手配業務。
② 台湾、香港、中国、東南アジアからのインバウンドビジネス
アジア各国からのパッケ－ジ、インセンティブ、個人、AIR&HOTEL など日本
各地のホテルやバスなどの手配、旅行企画商品の提案及び販売業務。

2. 予約システム—ホテル、旅館
① 日本全国のホテルやレンタカーなどの商品販売
② 旅館販売専用サイト「JAPANRYOKAN.NET」運営

3. 国内旅行や韓国へのOUTBOUND 事業
② 社員旅行など受注型手配旅館商品の販売

4. その他
① 空港カウンター運営「羽田国際空港、関西国際空港」
② 九州各地1 日デイリーツアー「くるくるバス」運行
③ 沖縄のレンタカー事業「くるくるレンタカー」運営

5. 子会社
① 友愛観光バス（所在：大阪本社、東京営業所）
② STAR SHOP&LINE 免税店（所在：福岡）
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① 駐日外国企業の海外、国内出張のチケットの手配

③ マークシティーホテルサッポロ（所在：札幌）
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株式会社パラダイスインターナショナル
Paradise International Co., Ltd.
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-23 ウンピン虎ノ門ビル9F
Tel: 03-5501-2070 Fax: 03-5501-2075
e-mail: info@paradiseinternational.co.jp
http://www.paradiseinternational.co.jp

会社紹介
当社は、韓国を中心にホテルやカジノなどのホスピタリティ産業を展
開するパラダイスグループ（KOSDAQ 上場）が、日本における拠点と
して2001 年6 月に創業されました。
現在ではグループ企業のマーケティング業務のほか、旅行業、広報業、
イベント企画など多岐に渡った事業展開を行っています。特に旅行業
に関しては、2009 年6 月に第一種旅行業免許を取得し、航空券、各種

観 光・航 空・サ ー ビ ス

宿泊手配や募集型企画旅行商品の販売など、旅行業務全般を取扱って
います。

事業・商品
ホテル
パラダイスホテル釜山
パラダイスホテル仁川

カジノ
パラダイスカジノ・ウォーカーヒル
パラダイスカジノ・釜山
パラダイスカジノ・ゴールデンゲート
パラダイスカジノ・済州グランド
パラダイスカジノ・済州ロッテ

ツアー& レジャー
パラダイスT&L
パラダイススパ道高
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アシアナ航空株式会社
ASIANA AIRLINES
〒100-6104 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー4F
Tel: 03-5812-6600 Fax: 03-5807-2603
http://flyasiana.com

会社紹介
アシアナ航空は、韓国とアジア、そして全世界を結ぶ路線網を広げつ
つ、2014 年11 月現在、24 か国73 都市、89 路線に就航しています。特
に日本―韓国路線に関しては両国間の交流と友情の懸け橋となるべ
く、積極的な路線展開を図り、日本国内15 都市16 空港から運航中です。
また、更なるネットワークの拡充とお客様の利便性向上を図るために
世界最大の航空アライアンスであるスターアライアンスに加入してお

事業・商品
1988 年創設以来26 年間にわたる、最高の安全とサービスによる顧客満足
アシアナ航空 日本― 韓国路線
21 便／週

◉ 松山 ⇔ 仁川

3 便／週

◉ 羽田 ⇔ 仁川

7 便／週

◉ 米子 ⇔ 仁川

3 便／週

◉ 成田 ⇔ 仁川

28 便／週

◉ 宮崎 ⇔ 仁川

3 便／週

◉ 関西 ⇔ 仁川

21 便／週

◉ 熊本 ⇔ 仁川

3 便／週

◉ 関西 ⇔ 金浦

14 便／週

◉ 旭川 ⇔ 仁川

2 便／週

◉ 中部 ⇔ 仁川

14 便／週

◉ 沖縄 ⇔ 釜山

3 便／週

◉ 福岡 ⇔ 仁川

21 便／週

◉ 仙台 ⇔ 仁川

4 便／週

◉ 広島 ⇔ 仁川

7 便／週

◉ 静岡 ⇔ 仁川

3 便／週

◉ 高松 ⇔ 仁川

3 便／週

◉ 沖縄 ⇔ 仁川

7 便／週

◉ 富山 ⇔ 仁川

3 便／週

Korean Enterprises in Japan

◉ 羽田 ⇔ 金浦

観 光・航 空・サ ー ビ ス

り、最高の安全とサービスを提供すべく日々邁進しております。
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エアプサン株式会社
AIR BUSAN CO.Ltd.
〒105-0013 東京都港区浜松町1-29-9 FA小林ビル5F
Tel: 03-6459-0320 Fax: 03-6459-0322
e-mail: jieunkim@airbusan.com
http://www.airbusan.co.jp

会社紹介
釜山を拠点とするエアプサンは、アシアナ航空・釜山広域市ほか釜山
企業14 社が共同出資した航空会社です。定時発着・安全な運航とリー
ズナブルな価格、充実した機内サービスでお客様を感動させる航空会
社として注目を集めています。2010 年には福岡/ 大阪へ、2011 年に
は台北/ セブ/ 香港/ 東京へと就航し、アジアとの繋がりを一層広めま
した。また2012 年から今日まで、青島、マカオ、西安、高雄、シェムリ

観 光・航 空・サ ー ビ ス

アップ等、各国へ就航を始めました。
安全運航・きめ細かいサービス・リーズナブルな運賃で、お客様の最
高のパートナーを目指しています。

事業・商品
当社の歩み
2009.11

顧客満足経営大賞サービス革新部門最優秀賞受賞

2010. 5

大韓民国名品ブランド大賞受賞

2011. 7

エアプサン搭乗客500万人突破（韓国LCCの中で、最速で達成）

2011.11

パンギムン国連事務総長が搭乗し釜山を訪問

2011.12

国土海洋部表彰「最も安全な航空会社」に選定

2012

エアライン満足度調査綜合5位獲得（AB ROAD調査）

2013. 4

2012年度韓国航空交通サービス評価国内線・国際線ともにAクラス
（最優秀）

2013. 5

エアプサン搭乗者1,000万人突破（韓国LCCの中で、最速で達成）

2013. 7

KS-SQI(韓国サービス品質指数)LCC部門で1位獲得

2013.10

KCSI(韓国産業顧客満足調査)LCC部門で1位獲得

2014. 2

2013年遅延・欠航率が最も低い韓国国内航空会社第1位を記録

		
2014. 7
		

（韓国国土交通省発表）
2013年度韓国航空交通サービス評価国内線・国際線ともにAクラス
（最優秀）
（2年連続Aクラス最優秀を受賞）

保有航空機：13機
エアバスA321-2006機・A320-2001機、
ボーイングB737-4004機・B737-5002機

運航路線
韓国国内線：3都市3路線 / 国際線：5カ国13都市13路線

日本路線
釜山⇄東京（1日往復1便）/ 釜山⇄関西（1日往復2便）/釜山⇄福岡（1日往復3便）
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株式会社大韓航空
KOREAN AIRLINES CO., LTD.
〒105-0014 東京都港区芝3-4-15 東京KALビル
Tel: 03-5443-3343 Fax: 03-5443-3398
http://www.koreanair.com

会社紹介
当社は、広大なフライトネットワークと最新鋭の航空機で価値ある航
空サービスを提供する、グローバルエアラインです。変化と革新を追
求するフロンティア精神のもと、世界の航空業界をリードするエアラ
インを目指します。また、ホスピタリティあふれる格調高い機内サー
ビスで数々の国際的な賞を受賞しています。航空アライアンス「スカ
イチーム」の創立メンバーでもあり、スカイチームのネットワークは
177 カ国1062 都市に及んでいます。

ネットワーク
ソウル仁川空港をハブに、世界46 カ国131 都市へ就航。日本からは12 都市
13 空港より、週240 便以上を運航。地方空港からも、仁川空港で乗り継ぐこと
で、アジア、ヨーロッパ、アメリカ、オセアニアに簡単アクセス。利便性の高いフ

観 光・航 空・サ ー ビ ス

事業・商品

ライトスケジュールをご提供。また、ラスベガス、プラハなど日本から直行便の
ない都市へも、スルーチェックインで身軽な乗継が可能。

機内サービス
◉ 機内食：出発地の地域色を生かした、さまざまなメニューを提供。
「ビビン
バ」と「ビビンククス」は、機内食業界最高栄誉の「マーキュリー大賞」を受賞。
◉ 機内エンターテインメント：パーソナルモニターとAVOD（オーディオ・
ビデオ・オン・デマンド・システム）で、100 本以上の映画や短編ドキュメ
ンタリーなどの番組の視聴が可能（一部機材除く）。
◉ 保有機材：旅客機、貸物機など、合わせて161機を保有。2011 年に導入し

ゆとり空間を実現し、さらに2 階席全てをフルフラット座席のプレステージ
クラス（ビジネスクラス）に設定。ゆったりと空の旅を楽しめる。また今後
も航空機を積極的に導入予定。
◉ マイレージプログラム：大韓航空マイレージプログラム、スカイパスは、大
韓航空での旅行の他、提携航空会社やホテル、レンタカー、クレジットカー
ドのご利用で、マイレージの獲得が可能。獲得マイルで、スカイチーム加盟
航空会社およびその他の提携航空会社のボーナス航空券が利用可能。レン
タカー、ホテル割引サービスなどにも利用できる。

Korean Enterprises in Japan

たA380 は、総座席数407 席と、A380 運航会社の中でも最少の座席数で

※保有機材、就航都市数は2016 年10 月31日現在
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株式会社 永山
EISAN co.,ltd
〒111-0053 東京都台東区浅草橋2-2-6
Tel: 03-5833-3877 Fax: 03-5833-3878
e-mail: info@eisan-inc.co.jp
http://www.eisan.jp

会社紹介
1995 年6 月 永山は世界の高品質の商品をお客様に提供する専門流通企業と
して設立し創業20 年を迎えました。
弊社は訪日外国人旅行者のお客様向けに楽しんでお買い物がしていただける
ように東京・秋葉原を始め札幌・大阪の観光地、茨城・広島・米子の各空港内更
に2014 年から沖縄にて免税店を運営しております。独自の仕入ルートを開拓
しお客様に少しでもご満足がいただけますよう上質で低価格の商品をご提供
する事を念頭に運営を行っております。又、韓国・中国・香港・米国等を中心と

観 光・航 空・サ ー ビ ス

してグローバルに商品を供給すると共に電動アシスト自転車の製造販売を開
始し更なる事業の多角化に注力をいたしております。

事業・商品
国内営業部
家電製品・PC 関連商品・美容関係用品・化粧品・民芸・雑貨類などの日本国内卸業務

法人営業部
学校・大手百貨店・教育機関・官公庁向け入札業務

国際営業部
総合商社として、日本商品の輸出販売や海外アイテムの輸入を主に営んでいる。
取り扱いアイテムとしては、家電、カメラ関連製品、AV 関連製品、生活関連製品、化粧品関連、
日用品雑貨、食品等

免税店事業部
免税店：秋葉原本店・大阪道頓堀店・札幌店・茨城空港保税売店・茨城空港店・米子空港保税
売店・境港店・佐賀空港保税売店・広島空港店・対馬店・沖縄店
取扱っているアイテム：家電・美容器具全般・化粧品全般・健康食品・南部鉄器・ブランド時
計全般・日用雑貨品・珊瑚・ジュエリー・赤ちゃん用品・日本民芸品・玩具等

WEB 事業部
家電製品・PC 関連商品・美容関係用品・海外家電など
４ヵ国語（日・韓・中・英）サイト運営

商品開発部
商品企画、海外製品の日本販売（大手量販店、テレビショッピング、GMS など）
企業向けOEM・ODM 企画、生産

事業開発部： EISAN BIKE
「リーズナブル価格で品質の良い商品をお客様に提供し、日々の生活をアシストする」という
事業理念の基に2013 年から国内量販店に26 インチ電動アシスト自転車をお客様に提供
しております。
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株式会社 巨山
KYOSAN Co.,Ltd.
〒169-0072 東京都新宿区大久保1-16-29
Tel: 03-3232-2000 Fax: 03-5292-6651
e-mail: info@k-town.jp
http://www.kyosanjapan.com

会社紹介
1997 年創立以来、既存の枠組と価値観から脱し、未来志向の日韓関係
と文化交流、事業等の総合的な窓口になってきた会社です。事業の柱は
５つ。韓国料理専門店や韓国の伝統なおやつ ｢ジョンノ・ホットク｣店
を中心とした外食事業部、韓国の食文化とカルチャートレンド等を日
本に伝えることを目指すイベント事業部、新大久保にて好評を得た ｢
コリアタウンMAP｣の広告事業部、各種印刷物に関する印刷事業部を
外送金、旅行・観光事業、化粧品関連の特約事業部等、多様な戦略事業を
展開しています。

事業・商品
外食事業部

観 光・航 空・サ ー ビ ス

運営しています。ほかに、
｢大江戸温泉物語｣の総代理店業やジョンノ海

◉ 新大久保コリアタウンを中心として、都内に5 店舗の韓国料理専門店を展開
◉ 新宿・新大久保エリアを基盤とするブランド ｢ジョンノ・ホットク｣5 店舗運営
◉ 新宿で17 年間、韓国の伝統的な餅を製造。｢ジョンノお餅屋｣販売所２ヵ所

イベント事業部
◉ ｢日韓交流フェア｣、｢ビックサイトデザインフェスティバル｣、｢コリアフード
フェスティバル｣、
｢グローバルフェスティバル｣、
各種大手祭り等の催事に出店
◉ 小田急百貨店、同藤沢店、イトーヨーカドーArio 亀有店、丸井北千住等のデ
パートに出店やK-POP 等、協賛事業

◉ 新大久保代表の ｢コリアタウン MAP｣( 毎月１回刊行)
◉ ドン・キホーテ新宿店や大久保通り大型LED ビジョン賃貸事業、コリアタ
ウンマップ等の弊社媒体の広告代理業及び約150 社の大手クライアント
の広告プロモーション制作業務を担当
◉ 日本・韓国の空港、各機関における広告媒体の代理業

特約事業部
◉ 大江戸温泉物語の総代理店業
◉ ジョンノ海外送金事業
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KBS JAPAN 株式会社
KBS JAPAN Inc.
〒107-0052 東京都港区赤坂5-5-13 赤坂周山ビル2F、5F
Tel: 03-3568-7791 Fax: 03-3568-7749
http://www.kbsworld.ne.jp

会社紹介
当社は韓国の公営放送KBS(Korean Broadcasting System)の日本法
人として 2005年に設立されました。
KBSの人気の高い韓流ドラマをはじめ、急変する韓国の情報をリアル
タイムで視聴できるニュース番組、流行のK-POPや韓流スターの最新
情報をいち早くキャッチできる音楽番組、韓国の魅力を再発見できる
高品質なドキュメンタリー番組を

チャンネルを通

観 光・航 空・サ ー ビ ス

して、日本全国450万世帯の視聴者にお届けしています。
は、ありのままの韓国を日本に正しく伝え、民間レベ
ルでの日韓相互理解を深めていきます。

事業・商品
放送事業
◉ 韓国KBS TVの1ch、2chの選りすぐりの人気ドラマ、K-POP、バラエ
ティー番組を日本語字幕付きで24時間放送
（衛星: スカパー ch656 / ケーブル: J:COM ch756 等 /
IPTV： ひかりTV ch552 等）

コンテンツ販売・制作事業
◉ KBSの人気ドラマ、バラエティー番組の放送権などの権利販売及び
放送用コンテンツの制作

広告事業
◉ CMの企画から制作、放送までクライアントまたは広告代理店のニーズに合
わせた広告の販売
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GOLFZON Japan 株式会社
GOLFZON Japan Co., Ltd.
〒140-0013 東京都品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森4F
Tel: 03-5767-8901 Fax: 03-5767-8902
e-mail: info@golfzon.jp
http://company.golfzon.jp
http://www.golfzon.jp

会社紹介
「いつでも、どこでも、誰でも」ゴルフを楽しめるゴルフを創る
これがGOLFZON のMISSION です。
その実現のために、ゴルフとIT の両分野で世界最高レベルになるよう
努力し、その結果として築き上げた基礎を元に、全く新しいゴルフ文
化を創出することで、ゴルフ人口の底辺を拡大し、ゴルフ産業の成長
に貢献できるよう努力しています。

ゴルフシミュレーター販売事業
最高の技術力で開発された、屋内で誰でも簡単にゴルフが楽しめるゴルフシ
ミュレーターを販売。
ラウンドシミュレーター「GOLFZON-Real」
「GOLFZON-VISION」

観 光・航 空・サ ー ビ ス

事業・商品

練習用シミュレーター「GOLFZON Training」
「GDR-GOLFZON Driving
Range」

シミュレーションゴルフ店舗運営事業
全打席に最新の練習用シミュレーター「GDR」を導入し、初心者から熟練者ま
でゴルフの全てを楽しむことができるインドアゴルフ練習場「ゴルフゾンア
カデミー日比谷」を運営。

オンラインサービス事業

を通じて様々なコンテンツやサービスを提供。
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株式会社スポーツソウルメディアジャパン
Sportsseoul Media JAPAN
〒169-0072 東京都新宿区大久保2-1-3 プラザ新大樹 南棟4F
Tel: 03-4400-0257 Fax: 03-6233-9875
e-mail: ssmj1@sportsseouli.com
www.sportsseoul.jp/
http://m.sportsseoul.jp/

会社紹介
韓国の総合ニュースサイト＜THE FACT ＞の芸能・経済ニュースを
中心に、日本人向けのニュースを配信しています。90 万枚以上の写真
データや記事など、自社の豊富なコンテンツを12 社の日本媒体に提
供しており、韓流および韓国文化の発展と拡大に中心的な役割を果た
しています。

観 光・航 空・サ ー ビ ス

事業・商品
オンラインニュースおよびコンテンツ販売事業
◉ 韓国芸能情報を中心に経済· 社会ニュースなどをウェブとモバイルで配信。
◉ カカオトークジャパンの公式パートナーとして「韓SCOOP」
「新大久保タ
ウン」という２つの公式アカウント運営。
（※登録ユーザーは約13 万人）
◉「日刊スポーツ」
「女性自身」
「楽天Infoseek」など日本のメディアやポータ
ルサイトなどにニュース、コンテンツなどを提供。

広告ビジネス・プロモーション事業
◉ 韓流の聖地である新大久保の中心部にある大型ビジョン＜SSTV ＞を運営
多くの日本企業と提携し、様々なプロモーションを進行
◉ PC サイトおよびモバイルサイトの諸広告制作
◉ 韓流スター報道写真展＆STARDOLL 展開催（2012.8.13 ～23,11 日間）

184

株式会社 第一企画 日本支店
Cheil Japan
〒106-8532 東京都港区六本木3-1-1 六本木T-CUBE18F
Tel: 03-6234-2764 Fax: 03-6234-2801
e-mail: gyuyeom.kim@samsung.com
http://www.cheil.com/

会社紹介
サ ム ス ン グ ル ー プ の 一 員 と し て、韓 国 の 最 大 手 広 告 代 理 店 で あ る
Cheil Worldwide（本社）の海外拠点第１号として1988 年にオープ
ンした。以来、サムスン電子ジャパンの日本市場におけるマーケティ
ング強化により、2013 年に支店として新たな一歩を踏み出す。日系代
理店との差別化を図り、競争力を確保するために、既存のATL 中心か
らDigital Marketing を中心とした、Cheil Worldwide（本社）と連携
現在、サムスン電子ジャパンのデジタル部門以外、ギャラクシーノー
トエッジCM 等の制作を行う。Cheil Worldwide（本社）クライアン
ト（韓国観光公社、新羅免税店、Coway、Crocs など）の一部業務を担っ
ている。今後は、日本国内のDigital Marketing の専門代理店として国
内の優良クライアントの確保を目指す。

観 光・航 空・サ ー ビ ス

し、より高いクォリティー創出のため総力を上げている。

事業・商品
デジタル・ソーシャルメディアマーケティング業務
・アカウント戦略提案
・アカウント運用
・効果測定、レポート
・キャンペーン企画、制作

Web
・サムスン公式ホームページ管理・運営

・CM制作
・各種イベントの企画・運営
・Cheil Worldwide（本社）発イベントの管理・運営
・市場調査・分析
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株式会社大悟
DAIGO CO.,LTD
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-28-19 きりしまビル5F
Tel: 03-3360-7998 Fax: 03-3360-7996
e-mail:info@dai-go.co.jp
http://www.dai-go.co.jp

会社紹介
日本国内の外国人市場を中心に、韓国と日本、中国と日本に重点を置
き、企画・市場調査・コンサルティングなどの業務を行っています。日
本国内においては学校・駐日企業および、在日外国人と留学生の市場
を中心とした広報プロモーション、出版、イベント、Web サイト製作
運営などを行っています。

観 光・航 空・サ ー ビ ス

事業・商品
広告代行、プロモーション事業
日本の大学、専門学校への留学生募集代行および進学プロモーション。
日本の大学、専門学校への進学資料館運営（日本、韓国）。
日韓、日中の国内、国外広告代行業務。

出版・デザイン
月刊誌「月刊留学生」、日本留学大辞典、ガイドブックなどの制作、出版。
カタログ、広告、各種印刷物の制作。

イベント
「日本検定クイズ大会」、日本語学校での進学ガイダンス、
海外での留学博覧会などのイベント企画、運営。

Web
日本留学ポータルサイト
http://www.jstart.co.kr (韓国語)
http://www.goto-japanschool.jp/
ベトナム語、台湾語の進学サイト運営。
ホームページ制作、運営。
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株式会社 韓進インターナショナルジャパン
HANJIN INTERNATIONAL JAPAN CO.,LTD
〒104-0015 東京都港区芝3-4-15 東京KALビル
Tel: 03-5443-1240 Fax: 03-5443-1598
e-mail: hij@hanjinjp.com
http://www.hanjinjp.com

会社紹介
当社は、韓国の韓進グループの大韓航空関連会社として、1993 年に誕
生して以来、
「 飛躍の翼となるサービスを」をモットーにサービスを提
供し、実績を培ってきました。弊社の主要事業は、空港における航空旅
客グランドサービス・航空貨物の業務受託、予約等の業務受託、及び派
遣事業です。当社は、韓国語・英語・フランス語などスタッフの優れた
語学力を生かし、妥協することなくより良いサービスを追求していま
しています。

事業・商品
受託業務
◉ 航空旅客グランドサービス業務

観 光・航 空・サ ー ビ ス

す。サービスに対する高いプロ意識と向上心を持ち、日々業務に従事

・大韓航空の成田国際空港・関西国際空港・福岡国際空港・中部国際空港で
		のグランドサービス業務
・エールフランス航空・エアカラン・KLM オランダ航空の成田国際空港で
		のグランドサービス業務
・ジン・エアーの関西国際空港・福岡国際空港でのグランドサービス業務
◉ 航空貨物業務
・大韓航空の成田国際空港・関西国際空港での輸出入業務
◉ 大韓航空日本地域サービスセンターでの予約受付・発券業務

◉ 航空旅客グランドサービス業務
・大韓航空が就航している札幌・青森・秋田・新潟・羽田・小松・岡山・鹿児
		島等の各空港でのグランドサービス業務等
◉ 航空及び物流関連一般事務業務
◉ ホテル予約センターでの予約業務
◉ 韓国系企業での一般事務業務
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株式会社ホテル新羅
HOTEL SHILLA CO., LTD.
〒100-856 韓国ソウル市中区東湖路249
Tel: 82-2-2233-3131 Fax: 82-2-2230-3769
e-mail: shilla.reserve@samsung.com
http://www.shilla.net

会社紹介
ホテル新羅はビジネス＆リゾートホテル、免税店、フィットネスクラ
ブ、コンサルティング等、様々なサービスビジネスを展開していま
す。韓国内だけでなく、海外でのホテルや免税店の運営を通して、ホ
テル新羅は最高のグローバルホスピタリティ企業を目指しています。
ホテルのサービスノウハウをもとに、免税店事業を1986 年から展
開、ソウル市内をはじめ、済州市、仁川空港、金浦空港、大邱空港、清

観 光・航 空・サ ー ビ ス

州空港などで 新羅免税店を運営しています。また、国内外でホテルや
フィットネスクラブの 委託運営などを行い、事業の範囲を拡大して
います。
新羅ホテル東京事務所： 東京都港区虎ノ門2-10-4
Tel： 03-3586-7571

事業・商品
Leading Hotel of the World のメンバーであるソウル新羅ホテルは、韓国
の伝統美とモダンさが調和したラグジュアリーホテルです。2013 年8 月に
リニューアルオープンし、エグザクティブラウンジや 客室、野外プールなどが
一新しました。Travel+Leisure、Zagat、Institutional Investor など、世界
の有力メディアからは毎年、ソウルのベストホテルに選定されています。
世界自然遺産で有名な済州島の海岸沿いに建つ済州新羅ホテルは、異国情緒
豊かな韓国を代表するリゾートホテルです。ゆったりとした客室をはじめ、上
質な食材のレストラン、年中利用可能な野外温水プール、アウトドアが楽しめ
るグランピング施設、自然豊かな広々とした庭園など、ホテルは充実した施設
とサービスを 誇ります。
免税店事業は、韓国内で市内免税店（ソウル市、済州市）と空港免税店（仁川、
金浦、大邱、清州）を運営しています。
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(株)ホテルロッテ
Hotel Lotte Co. Ltd
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町18 高正ビル3F
Tel: 03-3255-2571 Fax: 03-3255-2575
e-mail: tokyo@lotte.net
http://www.lottehotel.com

会社紹介
ロッテホテルは韓国最大規模のホテルグループです。今アジアを越え
世界へと成長するグローバルブランドとして、世界中のどこでも一貫
した品位あるサービスと施設によりお客様に深い感動をお届けしてい
くことを目指しています。調和のとれたライフスタイルを追求し、品格
の価値を知るお客様のために洗練されたモダンで快適な客室そしてき
め細やかなサービスでおもてなしいたします。またロッテホテルなら
ではのオートキュイジーヌ、様々な経験を提供するホテル施設はさら

事業・商品
ロッテホテルソウル 韓国を代表するホテルとして客室数1,120 室を誇り、最
先端でスタイリッシュな雰囲気をお楽しみいただけます。

ロッテホテルワールド リゾートタイプのビジネス向けホテルでソウル南部の

観 光・航 空・サ ー ビ ス

なる感動をプレゼントいたします。

中心地である蚕室に位置しており、ロッテワールドアドベンチャーに隣接し、便
利です。

ロッテホテル済州 500 の客室と9 つのレストラン、6 つの宴会場、カジノ、免
税店、その他様々な便利な機能を備えております。

ロッテホテル釜山 650 室の釜山最大規模のホテルで、お客様のニーズに合わ
せ洗練されたサービスを提供しています。

ロッテホテル蔚山 211 の客室を擁し、空港やバスターミナル、ショッピングセ
ンター、金融地区へのアクセスも良好です。

ロッテシティホテル麻浦 高級ビジネスホテルで、明洞、ソウル駅、汝矣島に近

ロッテシティホテル金浦 ロッテモール金浦空港内に位置し、仁川国際空港お
よびソウル都心へのアクセスも良好です。

ロッテシティホテル済州 済州島で最高の高さであり、済州国際空港から車で5
分の距離で最適な位置で、
海や漢拏山までを一望できる最高の展望を誇ります。

ロッテシティホテル大田 18 階建てで312 室の客室を備え、おしゃれなビュッ
フェ・レストランと学会の開催に理想的な宴会場もあります。

ロッテシティホテル九老 283 室の豪華客室と、マルチスタイリッシュビュッ
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く、便利で立地の良いホテルです。

フェレストランをお楽しみいただけます。
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ロッテ免税店
LOTTE DUTY FREE
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-7-12 虎ノ門3 アネックスビル7F
Tel: 03-5404-3220 Fax: 03-5404-2270
http://lottedfs.com
http://japan.lottedfs.com

会社紹介
ロッテ免税店は、ロッテホテルやホテルと隣接するロッテ百貨店内の
本店、ホテルロビー店、ワールドタワー店、釜山店、済州店をはじめ、空
の玄関口である仁川、金浦の各空港にも展開しております。日本人に
人気がある商品や流行の商品を厳選して取り扱っているだけでなく、
約400（本店）種類以上もの豊富なブランドを取り備えており、ロッ
テ免税店だけで効率よくショッピングができます。さらにキムチや高

観 光・航 空・サ ー ビ ス

麗人参、海苔、チョコレート、韓国茶といった食品も、ロッテ免税店の
厳しい基準を満たした商品ばかりですので、安心してお買い求め頂け
ます。

事業・商品
国内支店
本店、ホテルロビー店、ワールドタワー店、釜山店、済州店、仁川空港店、金浦空
港店、インターネット免税店

海外支店
ジャカルタ空港店、ジャカルタ市内店、シンガポール空港店、グアム空港店

お取扱い品目
LOUIS VUITTON、CHANEL、CARTIER、MIUMIU、GUCCI、DIOR、
BALENCIAGA、CHLOE、FENDI、COACH、SALVATORE FERRAGAMO、
ESTEE LAUDER、SK-2、MAC、BOBBI BROWN等

エンターテイメント
韓流スター体験館「スターアベニュー」をお客様に提供。豪華なモデルラインを
モチーフに創られた、韓流スターコンテンツを体験できます。
（本店:無料、ワールドタワー店:入場料10,000ウォン）
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