2015 駐日韓国企業総覧
Korean Enterprises

銀行・保険・証券
銀行

証券

株式会社 SBJ銀行

194

サムスン証券株式会社 東京支店

206

韓国産業銀行 東京支店

195

大宇証券株式会社 東京支店

207

韓国輸出入銀行 東京事務所

196

大信証券株式会社 東京事務所

208

株式会社 國民銀行 東京支店

197

中小企業銀行 東京支店

198

株式会社 ハナ銀行 東京支店

199

保険

教保生命保険株式会社 東京事務所

200

コリアンリー再保険株式会社
東京駐在事務所

201

サムスン火災海上保険株式会社
東京事務所

202

三星生命保険株式会社 東京事務所

203

ハンファ生命保険株式会社東京事務所

204

現代海上火災保険株式会社 日本支社

205

株式会社 SBJ銀行
Shinhan Bank Japan
〒108-0014 東京都港区芝5-36-7 三田ベルジュビル4F
Tel: 03-4530-0505 Fax: 03-5439-5925
http://www.sbjbank.co.jp/

会社紹介
当行は新韓銀行より100％出資を受け、2009 年9 月14 日に営業を開
始いたしました。親会社である新韓銀行は、1982 年に韓国内初の純粋
民間資本銀行として、主として在日韓国人資本により設立された銀行
です。新韓銀行を中心としてグローバルに展開する新韓フィナンシャ
ルグループの2013 年12 月期総資産は37.1 兆円、時価総額は2.2 兆
円、当期純利益1,902 億円と、韓国を代表する金融グループです。日本
国内においては、東京、大阪等の主要都市に9 つの支店を展開し、2014

銀 行・保 険・証 券

年3 月期の総資産は5,374 億円、自己資本比率は11.02％です。

事業・商品
当行は開業以来、お客さまの利便性を高めるために、対面・非対面双方の営業
チャネルの充実に注力しております。
対面チャネルについては、開業当初の3 支店2 両替所に加え、6 支店、2 両替所
を開設し、現在では9 支店4 両替所となりました。
また、非対面チャネルについては、2011 年春以来、キャッシュカード、メール
オーダーによる預金開設の常時受付、インターネットバンキングサービスを順
次開始し、2012 年7 月にはお客さまが全国どちらにお住まいでも、郵便・電
話・インターネットを通じて、預金口座の開設、振込等が可能となりました。そ
の後もスマートフォンバンキングのサービス開始、ATM 提携網の拡大により
利便性の向上に努めてまいりました。
当行では、お客さまの多様なニーズにお応えするため、金融サービスと商品の
充実にも努めております。
あらかじめ登録した海外送金先に自動で送金される「エクスプレス送金サー
ビス」、一部引出可能な円定期預金「ひきだし君」、1 週間定期預金「なのかちゃ
ん」、特典付定期積金「ベスト積金」、1 週間外貨定期預金「Mr.Weekly」など、
独自性の高い商品を提供しております。
また、2012 年12 月に発売した「ANY 住宅ローン」は外国籍や勤続年数の
少ないお客さまや店舗住宅・賃貸住宅等の物件もご相談いただけるため、大変
ご好評をいただいております。
これからも、当行独自の金融サービスと商品ラインナップで、お客さまとのお
取引の充実を図ってまいります。
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韓国産業銀行 東京支店
The Korea Development Bank
〒100-6736 東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー36F
Tel: 03-3214-4541 Fax: 03-3214-6933
http://www.kdb.co.kr

会社紹介
韓国産業銀行は、1954 年に設立された、韓国政府が100％出資する政
府系金融機関です。韓国には本店のほか、80 を超える拠点を持ってい
ます。海外にも20 拠点を有し、グローバルに活躍するインベストメン
トバンクとして、韓国内外で広く知られています。

事業・商品
証券投資等の業務を行っています。お客様のさまざまなニーズに合った金融
サービスを提供できるよう、努力していきます。

銀 行・保 険・証 券

東京支店は1991 年に設立され、各種預金、貸出、トレードファイナンス、有価
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韓国輸出入銀行 東京事務所
The Export-Import Bank of Korea (KEXIM)
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-2 日比谷ダイビル1904号
Tel: 03-3580-8702-3 Fax: 03-3580-8705
e-mail: extokyp@hotmail.com
http://www.koreaexim.go.kr

会社紹介
韓国国民の輸出入、海外投資、海外資源開発など対外経済協力に必要
な金融を提供し、国民経済の健全な発展に寄与する政府系金融機関と
して、日本における国際協力銀行(JBIC) および国際協力機構（JICA）
の機能と類似の業務を遂行しています。

事業・商品
銀 行・保 険・証 券

金融関連
輸出入金融
海外投資金融
貿易金融
対外経済協力基金（EDCF）運営
南北経済協力基金運営など
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株式会社 國民銀行 東京支店
KB Kookmin Bank 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14F
Tel: 03-3201-3411 Fax: 03-3201-3410
e-mail: Kbq142318@kbfg.com
http://www.kbstar.com

会社紹介
在日韓国系企業及び在日韓国人、韓国と取引のある日本企業を主な顧
客層として、預金、貸出等の一般銀行業務、外国送金、輸出入等の外国
為替業務を取り扱っております。

事業・商品
預金業務

貸付業務
不動産担保融資、預金担保融資及びシンジケートローン等

送金・両替業務

銀 行・保 険・証 券

普通預金、定期預金、外貨預金（米ドル）

海外への送金、海外からの送金の受取及び米ドル、韓国ウォンの両替等

輸出業務
輸出手形の買取、取立、信用状通知等

資金業務
金融市場での資金調達・運用及び有価証券投資
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中小企業銀行 東京支店
Industrial Bank of Korea Tokyo Branch
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-12-1 虎ノ門ワイコービル6F
Tel: 03-4477-8200 Fax: 03-4477-8203
http://www.ibk.co.kr

会社紹介
当行は韓国の中小企業に対する効率的な信用制度を確立させ、中小企
業の自主的な経営活動を円滑にし、その経済的地位の向上を図る目的
で、1961 年に設立された国策銀行です。東京支店においては、日韓両
国の経済協力と通商の拡大に伴い、効率的な金融サービスと国際金融
市場への参入を目的として1991 年2 月に開店し、持続的に業務領域
の拡大および営業基盤の構築に力を注いでいます。

銀 行・保 険・証 券

事業・商品
韓国向けのビジネスに、韓国系銀行との取引はいかがでしょうか。 中小企業
銀行は、韓国政府系銀行ですので安心してご利用できます。また、一般銀行とし
ての業務も取り扱っており、顧客の皆様の金融全般を支援しています。

主要業務
預金
普通預金／当座預金／定期預金／定期積立

融資
個人貸付／法人貸付

外国為替
海外送金／輸出入金融
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株式会社 ハナ銀行 東京支店
Hana Bank, Tokyo Branch
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2 新日石ビル1F
Tel: 03-3213-0901 Fax: 03-3213-0975
e-mail: info@hanabank.co.jp
http://www.hanabank.com

会社紹介
ハナ銀行は韓国国内に626 店舗、海外支店4 店舗、海外事務所３ヵ所、
中国及びインドネシアに海外現地法人を置き、従業員数9962 名の規
模を誇る韓国4 大銀行の一つです。(2013 年12 月末現在)
ハナ銀行東京支店は1983 年設立され韓国系企業及び日韓ビジネスを
中心とした顧客への預金、貸付、輸出入及び海外送金等の業務を行っ
ております。

預金
◉ 当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、外貨預金
譲渡性預金 0.5% 定期預金 0.4%

銀 行・保 険・証 券

事業・商品

( 預入期間1 年基準、2014 年10 月末現在)

貸付
◉ 手形貸付、外貨貸付、手形割引、貿易金融関連
◉ 不動産担保ローン( 住宅ローン、アパートローン等)
取扱可能金額：鑑定額の70%以内
金利水準：最低年利2.61%[LIBOR(3 ヶ月)+2.5%]
(2014 年10 月末現在）
担保の購入、ローンのお借り替え等お客さまの目的にあわせて相談
備考：所得証明が必要であり、審査結果によってはご要望に添いかねる場
合があります。

輸出入業務
◉ 信用状通知、信用状買取、信用状開設等

送金業務
◉ ウォン送金、仕向送金、被仕向送金
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◉ シンジケーションローンへの参加
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教保生命保険株式会社 東京事務所
KYOBO LIFE Insurance Co., Ltd
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7 NBF日比谷ビル312号
Tel: 03-6206-1398 Fax: 03-6206-1399
e-mail: hgwon@kyobo.com
http://www.kyobo.com

会社紹介
当社は創業以来、
「顧客中心」
「真摯な姿勢」
「挑戦と創意」という中心理念
を基礎として、透明性のある、また持続可能な経営を行うことで、お客様
との信頼を築いてきました。特にこの10 年間は、顧客中心の理念を実践
することによって、顧客満足経営部門で業界をリードしてきました。
その結果対外信頼度の側面でも、2012 年に国際的な信用評価機関で
あるムーディーズ（Moody’s）から、韓国の生命保険会社では最高の
A2( 安定的) 格付けを受けて以来、継続的に高評価を維持しています。

銀 行・保 険・証 券

2011 年4 月、教保生命は「最高の顧客保障を行なう会社」というビ
ジョンを掲げ、これを「VISION 2015」と命名して新しいスタートを
切りました。最高の顧客保障とは、お客様の要望に対し期待以上のレ
ベルでサービスを提供することを意味します。そしてサービスを通し
て「あらゆる人々が、将来逆境に陥った時にも挫折することがないよ
う支援する」ことを、わが社の使命として積極的に実践します。
そのため教保生命は、業界で「販売中心」が常識となっている企業文
化を「顧客保障中心」へとシフトし、保険に加入したお客様にとって
最も重要となる「顧客保障」を、ご期待以上に提供することを約束し
ます。お客様が心から満足していただける「顧客期待満足経営」を、実
現したいと考えています。

事業・商品
東京事務所として、韓国と日本の架け橋の役割を果たしています。
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コリアンリー再保険株式会社 東京駐在事務所
Korean Reinsurance Company Tokyo Liaison Office
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-2 丸の内三井ビル508
Tel: 03-3201-1673 Fax: 03-3215-5585
e-mail: tokyo@koreanre.co.kr
http://www.koreanre.co.kr

会社紹介
コ リ ア ン リ ー 再 保 険 株 式 会 社 は、1963 年 に 国 営 企 業 と し て 設 立、
1978 年に民営化された、再保険を専門とする企業です。韓国では唯
一の再保険会社として、産業施設・船舶・航空・建設工事といった大
型のリスクに対する再保険サービスを通じ企業の経営をサポートす
るとともに、国民の安全安心に寄与しています。特に、長年に渡って
培った競争力のある料率と充実したRisk Survey を通じて、さまざま
なリスクを事前に予防するリスク管理コンサルティング、お客様に最
高品質なサービスを提供しています。なお、当社は韓国の再保険市場
が全面的に開放された1998 年を起点に、国内外への営業活動を積極
的に展開、毎年平均12%台の成長率を維持し続けています。 2013 年
現在、再保険業界では世界9 位に位置付けられており、世界的な格付

銀 行・保 険・証 券

適な再保険プログラムを提供するテーラーメード型の商品戦略など、

け機関であるA.M. Best からは「A」、スタンダード＆プアーズ（S&P）
からは「A」の格付けを獲得するなど、その安定性を高く評価されてい
ます。

事業・商品
国内外の損害保険および生命保険に関する再保険業務
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サムスン火災海上保険株式会社 東京事務所
Samsung Fire & Marine Insurance Co.,Ltd. Tokyo Liaison Office
〒106-0032 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ19F
Tel: 03-6234-2208 Fax: 03-6234-2207
http://www.samsungfire.com

会社紹介
1952 年創立の当社は、韓国国内26,800 の代理店、海外6 子会社、7 支
店を通じて、国内外で保険事業を展開しています。ここ5 年間の平均で
売上12.5%、純利益10.8%という過去最高の成長率を記録し、特に長
期保険は平均成長率が17.5%と当社の成長を牽引しています。また、
2011 年から3 年連続でA.M.Best 社の最高位格付けA++(Superior)
が付与されています。今後、海外事業を拡大し、向こう10 年間で総売
上に占める海外事業の割合を現在の2%から18%まで拡大することが

銀 行・保 険・証 券
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目標です。

事業・商品
日本の保険市場に関する情報調査および本社との連絡業務を行っています。

三星生命保険株式会社 東京事務所
Samsung Life Insurance Co.,Ltd. Tokyo Representative Office
〒106-0032 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ19F
Tel: 03-6234-2220 Fax: 03-6234-2218
e-mail: sungjong301.lee@samsung.com
http://www.samsunglife.com/main.html

会社紹介
三星生命は1957 年5 月、国と社会の発展へ寄与するため韓国保険業
界への一歩を踏みだしました。保険の崇高な価値を通じて国民の生
命と財産を守るため努力を重ねてきた結果、国家顧客満足度(NCSI)
評価10 年連続1 位、銀行以外の金融機関で初めての資産200 兆ウォ
ン突破など韓国を代表する金融機関として確固たる地位を築いてき
ました。今後も保険業界のリーディングカンパニーとして保険業界
の発展と健全な保険文化定着のための様々な社会貢献活動を通じて
きます。

事業・商品

銀 行・保 険・証 券

お客さまに愛され社会に貢献する会社となるよう最善を尽くしてい

個人顧客部門: 様々なチャネルを通じてお客様のライフサイクルに合わせた財務計画を
お手伝いする総合コンサルティングを提供し、保険をわかりやすく入りやすくするための
取り組みを進めています。

企業顧客部門: 退職年金制度、医療保険など企業福祉部門に対する社会と企業の関心が
高まる中、企業福祉コンサルティングを通じて企業顧客の発展に寄与し、お客様に満足を
伝える最高の専門コンサルタント養成のため、たゆまぬ努力を続けています。

貸付: 総合金融機関としての更なる成長・発展とともにお客様の資金運用においても株
式・債券などの直接投資資産以外にも様々な貸付商品による資金運用を行い、各産業部門
への資金供給を通じて韓国経済の発展に寄与しています。

ノウハウを基に2005 年の企業年金導入後から商品・システム・コンサルティングなど
多方面でサービスを提供しています。

ファンド: 2004 年に開始したファンド事業は保険会社のメリットである大型・長期の
資産運用ノウハウを活用し、証券会社や銀行とは異なるハイレベルなサービスを提供し、
お客様の効率的な資産管理に役立つよう努力しています。

信託: 2007 年12 月から管理型信託商品による老後・高齢者のための相続計画や様々
な投資型商品の提供やお客様のニーズに合わせた運用を通じて安定的な収益を生み出す
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企業年金: 約30 年間退職金マーケットのリーダーとして積み重ねてきた豊富な経験と

ため最善を尽くしています。
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ハンファ生命保険株式会社東京事務所
Japan Representative Office of HANWHA LIFE CO.,LTD.
〒108-0014 東京都港区芝4-10-1 ハンファビル9F
Tel: 03-5441-5906 Fax: 03-5441-5914
e-mail: sirokuma@hanwha.com
http://www.hanwhalife.com

会社紹介
1946 年に韓国国内最初の生命保険会社として設立されたハンファ生
命は2002 年12 月にハンファグループの一員となり、2010 年3 月に
は有価証券市場への進出に成功し、更なる飛躍のための足がかりを築
きました。ハンファ生命は2013 年12 月末現在で、総資産82 兆500
億ウォン、当期純利益3,890 億ウォン、収入保険料9 兆9,700 億ウォ
ンと、生保業界のNo.2 として生保業界を先導しています。営業部門で
はNo.2 の地位を堅く守り、国内の信用等級では最高水準であるAAA

銀 行・保 険・証 券

を獲得いたしました。

事業・商品
ハンファ生命は、ハンファ金融ネットワーク( ハンファグループの金融部門会
社で構成されたネットワークで、ハンファ生命、ハンファ証券、ハンファ損害保
険、ハンファ投信運用、ハンファ技術金融、プルデンシャル投資証券、ハンファ
貯蓄銀行で構成される) の中枢を担う会社です。
ハンファ生命はハンファ金融ネットワークの一員として、ハンファ金融プラザ
を通じて、グループの金融系列社間のシナジー効果を創出しており、保険、信託
商品、収益証券等を販売し、顧客にワンストップ金融サービスを提供するため
に最善の努力を尽くしております。
ハンファ生命の主力販売チャネルである営業職員を通じて販売している商品
は、変額保険、年金保険、貯蓄保険、子供保険、障害者保険等です。
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現代海上火災保険株式会社 日本支社
Hyundai Marine & Fire Insurance 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: 03-5511-6565 Fax: 03-5511-6566
e-mail: japan@hdinsurance.co.jp
http://www.hdinsurance.co.jp

会社紹介
現代海上火災の本社は、その「利益創出力」と「資本の健全性」が認められ、世
界的に信用のある格付け機関S&P 社から A-Stable、また、A.M.Best 社から A
（Excellent）の評価を受けております。お客様の信頼を最高の財産と考え、
「お
客様の満足」を会社の営業活動の中心に設定し、お客様とともにこれまでの歴
史、伝統を受け継ぎ、世界の保険市場を先導するグローバルな損害保険会社に
なることを目指し、引き続き努力して参ります。

【法人向け商品】
火災、風水害等に備える財物の保険 : お店や事務所などの建物や、その中の営業用什
器・備品、商品などの動産に対し、火災、落雷、破裂・爆発、風災・ひょう災・雪災等により
生じた損害を補償する「店舗総合保険」などがあります。

銀 行・保 険・証 券

事業・商品

賠償責任に関する保険 : 貴社が所有、使用または管理している施設の欠陥や管理不備に
よる事故や、業務の遂行により発生した偶然な事故、貴社の商品や製品などの生産物、も
しくは仕事の結果に起因して第三者に損害を与えた場合に被る法律上の損害賠償を補償
する保険です。

取引に関する保険 : 商品販売またはサービスの提供による継続的な取引に関して、
「取
引先の倒産」または「一定期間を経過した債務不履行」により被った貸し倒れ損害を補償
する取引信用保険や、債務不履行による保証債務を履行することによって被る損害を補償
する保証機関型信用保険などがあります。

貿易貨物に関する保険 : 国際間を輸送する貨物に発生する損害を補償する外航貨物海
上保険があります。空輸における損害を補償するものもあります。

住宅総合保険 : 個人の建物や家財を対象とした火災保険です。火災や破裂・爆発をはじ
め、盗難や洪水などの水災、持ち出し家財の損害に至るまで、多くの災害により生じた、大
切なお住まいや家財への損害を補償します。借家にお住まいでも家財を対象にご契約いた
だけます。

普通傷害保険 : 家庭、職場、学校や交通事故によるケガ、レジャー・スポーツ中のケガ、お
よび海外・国内旅行中のケガなど日常生活全般における突発的な事故によるケガを補償
します。

海外旅行傷害保険 : 海外旅行に出発してから帰宅する間の事故によるケガや病気、携行
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【個人向け商品】

品損害、法律上の損害賠償責任などを補償します。
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サムスン証券株式会社 東京支店
SAMSUNG SECURITIES Co.,Ltd. Tokyo Branch
〒106-8532 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ
Tel: 03-6234-2792 Fax: 03-6234-2800
http://www.samsungfn.com

会社紹介
サムスン証券株式会社東京支店は、2010 年4 月に金融商品取引業と
して登録、同年5 月に営業を開始しました。

事業・商品
今後の事業方向性
機関投資家を対象として、韓国株式・香港株式の媒介業務に特化した営業活動

銀 行・保 険・証 券
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を行っております。将来的には韓国本社のビジネス拡大に伴って、中国、台湾な
どアジア各市場へのビジネスへと展開していく計画を持っています。

大宇証券株式会社 東京支店
Daewoo Securities Co., Ltd. Tokyo Branch
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビル7F
Tel: 03-3211-5511 Fax: 03-3211-5544
e-mail: info@dwsec-jp.com
http://english.kdbdw.com

会社紹介
大宇証券株式会社は、1970 年に設立された韓国を代表する大手総合
証券会社であり、KDB（韓国産業銀行）産銀金融グループの証券会社
です。自己資本、資産額、利益、株式流通市場シェア（手数料基準）など
で業界の先頭に立ち、最近ではアジア地域の増強など、国際業務も活
発に展開しています。東京支店では、機関投資家向け株式・債券営業の
他、韓国取引所への日本企業のIPO 誘致、日韓の企業間のM&A 業務
を行っています。

機関投資家・事業法人を対象とした韓国株式・債券の売買仲介
◉ 韓国企業持分の取得（ 韓国投資ID、取引口座の開設）
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事業・商品

◉ 海外直接取引における為替送金と売却資金受領の手続き、為替予約のご案内
◉ 大宇証券本社による顧客有価証券の保管、常任代理人業務のご案内
◉ 韓国国債（ KTB ）、会社債など債券の取得・売買のご案内
◉ KOSPI 指数先物・オプションなど取引のご案内

投資銀行業務（韓国市場への新規株式公開支援業務 ）
◉ 大宇証券本社と連携し、日本企業の韓国市場上場をサポート
◉ 日本企業・韓国企業間のM&A（合併・買収）のアドバイザリー
◉ 韓国企業の公開買付（TOB）、大量取得のご案内（過去の日本企業による韓

◎韓国企業の子会社化、完全子会社化による上場廃止のアドバイザリー
◎投資案件のご紹介

その他
◎日韓における有価証券に関する業務
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国企業のTOBは当社が買付代理人を務めております）
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大信証券株式会社 東 京事務所
Daishin Securities Tokyo Representative Office
〒104-0033 東京都中央区新川1-3-2 ナックスビル
Tel: 03-3551-8088 Fax: 03-3551-5533
http://www.daishin.co.kr

会社紹介
創 立52 周 年 を 迎 え る 大 信 証 券 は、1975 年 に 業 界 初 のKRX 上 場、
1998 年に業界初のWEB-TRADING システムを開発、2004 年にはタ
イのSETTRADE の取引システム開発など、韓国証券業界ではIT 部門
の強者としての位置を維持。さらに、既存のブローカレッジと資産管
理に続く新たな収益源の確保のため、2011 年には大信貯蓄銀行の設
立と2014 年にROE17%を誇る韓国のNPL 市場での寡占企業の一社
であるF&I 社を吸収合併し大信F&I を大信金融グループの一員とし

銀 行・保 険・証 券

て迎えました。
世界的な証券関連ビジネスの手数料低下傾向と金融市場の激しい変化
に積極対応するため、コアビジネスである株式売買部門の維持と資産
管理業務の強化と共に新しい金融分野への進出を目指しております。

事業・商品
韓国株式、債券、IPO、派生金融商品、韓国不動産関連商品
韓国不良債権処理業務（NPL 関連の大信F&I）、投資信託・アセットマネジメ
ント関連商品など
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