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韓国観光公社
Korea Tourism Organization
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-4-10 コリアセンター6F
Tel: 03-5369-1755 Fax: 03-5369-1756
e-mail: tokyo@knto.or.kr
http://www.visitkorea.or.kr

会社紹介
韓国観光のイメージや魅力を海外で広報し、外国人観光客の韓国訪問
を促進することを主な目的として、公的な事業を展開しています。特
に地方観光、MICE、医療観光などを活性化するための事業を積極的に
推進しています。本社はソウルに位置し、日本地域では東京、大阪、名
古屋、福岡の４ヵ所の支社と仙台の韓日観光交流センターを運営して
います。

経 済 団 体・機 関

事業・商品
韓国観光の海外広報
◉ メディアを活用した韓国観光のCM
◉ メディアへの韓国取材協力
◉ 韓国プロモーションの展開
◉ 観光博覧会等への参加、広報

韓国旅行商品の開発、販売促進
◉ 韓国観光説明会の開催
◉ 日本の旅行会社への韓国旅行商品の開発および集客・販促協力
◉ 日本の旅行会社を対象としたFam Trip実施

韓国観光情報提供サービス
◉ 韓国観光パンフレットや映像の製作および配布
◉ 韓国観光情報のオンライン発信

新成長観光産業の育成と国際観光協力など
◉ MICE（Meeting, Incentive, Convention, Exhibition）関連誘致事業、
訪韓団体への協力
◉ 青少年修学旅行訪韓促進
◉ 国際機構等との観光協力
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韓国技術ベンチャー財団
Korea Techno Venture Foundation
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館B107-2-1号
Tel: 03-3436-1396 Fax: 03-3436-1397
e-mail: ktvf@ktvfjp.com
http://www.ktvfjp.com

会社紹介
韓国技術ベンチャー財団は、韓国の企業対日進出や技術移転、また海
外企業（日本）の対韓進出支援など、日・韓両国の産業技術情報収集及
び提供等を通じて日・韓両国中小・ベンチャー企業の成長発展及び国
際競争力向上に寄与します。

事業・商品
◉ バイヤー斡旋及び商談、契約支援
◉ 輸出などマーケティング代行及び支援
◉ 投資誘致及び協力パートナー斡旋
◉ テクノマート、展示会、商談会などの主催及び参加支援

経 済 団 体・機 関

韓国中小・ベンチャー企業の対日技術マーケティング支援

日本の中小・ベンチャー企業の対韓技術マーケティング支援
◉ 企業の優秀技術の韓国進出支援
◉ 研究所、大学などの優秀技術の韓国進出支援

日・韓現地進出関連コンサルティング
◉ 物件斡旋
◉ 現地市場調査及び情報提供
◉ 法律、会計関連諮問及び斡旋
◉ 現地法人及び事務所設置支援及び斡旋
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（社）韓国船級
KR
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町4-11 サンコー・フジスター共同ビル3F
Tel: 03-3660-7611 Fax: 03-3660-7613
e-mail: tokyo@krs.co.kr
http://www.krs.co.kr

会社紹介
1960 年創立の韓国初の船級です。顧客の人命と財産を保護し、より安
全できれいな海を作るために技術開発とサービスの向上に努めてい
ます。既存の船舶検査業務の他に未来の地球環境保護に貢献する再生
可能エネルギー事業を網羅する新成長事業を拡大しています。また、
スマートフォン用の船舶情報検索アプリ、IMO 公認条約文書プログ
ラムKR-CON を開発し、広くご好評頂いています。韓国船級は、韓国
政府を含めパナマ、リベリア、ギリシャ、香港、シンガポールなど主要

経 済 団 体・機 関

海運国66 ヶ国の政府より各種国際条約による船舶検査及び証書発給
権を受任しています。

事業・商品
マリンサービス分野
船級登録検査、船舶図面検討・承認をはじめ、船舶材料、機資材の承認・検査をおこなって
います。また、船舶検査関連の技術研究、ソフトウェア開発にも力を入れています。

代行検査業務
67ヶ国の政府代行検査権を保有しています。

多角化事業分野
環境関連事業の技術検討・検査（風力・海洋エネルギー等）をおこなっています。またシス
テム・製品認証業務（CEマーク、ISO）も開始しました。その他、海軍・海洋警察業務（艦艇／
警備艇等の図面承認・検査等）もおこなっています。

世界に広がるネットワーク
韓国国内に15ヶ所、海外には47ヶ所の検査サービス網があり、日本国内には東京以外に
3つの出張所があります。

韓国本部

36, Myeongji ocean city 9-ro, Gangseo-gu, Busan, 618-814
Rep. of KOREA
Tel

+82-70-8799-7114

Fax

+82-70-8799-8999

名古屋出張所 Tel: 052-725-9445   Fax: 052-725-9453
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神戸出張所

Tel: 078-325-3440   Fax: 078-325-3441

福岡出張所

Tel: 092-409-1213   Fax: 092-409-1214

韓国中小企業振興公団 日本事務所
Small & medium Business Corporation
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-5-16 晩翠ビル2F
Tel: 03-3508-0673 Fax: 03-3508-0675
e-mail: sunjy@sbc.or.kr
http://www.sbc.or.kr

会社紹介
韓国中小企業振興公団（SBC）は、韓国政府の中小企業創業および振
興基金の管理、運用を目的として設立された機関です。政府からの出
資金や債券の発行による財源を基に、政策資金の融資、コンサルティ
ング、研修、国際協力ならびにマーケティングなどの事業を行ってい
ます。設立は1979 年1 月30 日、職員数861 名。本部1 カ所、地域本部
及び支部31 カ所、研修院5 カ所、海外ネットワーク13 カ所で構成され
ています。子会社は、株式会社中小企業流通センター、韓国ベンチャー

事業・商品
政策資金

経 済 団 体・機 関

投資株式会社、株式会社SBC 認証院の3 社です。

◉ 中小企業政策資金の融資
◉ 貸出（15兆514億ウォン規模）の管理など

コンサルティング
◉ 現場診断によるコンサルティングなど、オーダーメイド型の連携支援
（苦情解決）

研修（CEO、従業員）
◉ 青年創業士官学校など

国際協力およびマーケティング

◉ 海外支援組織を運営
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◉ 国内外での初期市場開拓を支援
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韓国電力公社 東京支社
KEPCO TOKYO OFFICE
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-10-1 有楽町ビル604号
Tel: 03-3218-4671 Fax: 03-3218-4673
e-mail: A2530000@kepco.co.kr
http://cyber.kepco.co.kr

会社紹介
1988 年韓国電力公社の東京連絡事務所として開設され、主に日本と
海外の電力産業及び電力技術に関する情報の収集· 分析、電力分野の
日本及び海外での事業案件の開発、日本の商事及び電力機器メーカー
や電力会社との共同事業、在日韓国企業との海外共同進出などに取り
組んでいます。また、日本のエネルギー関連機関、研究所、団体などと
の国際交流も盛んに行っています。

経 済 団 体・機 関

事業・商品
主な交流会社
1. 電力会社： 東京電力、
関西電力、
中部電力など日本全国の一般電力事業者及び
J-Power、
日本原子力発電株式会社など
2. 電力関連機関： 電気事業連合会、日本動力協会、電力中央研究所、日本エネ
ルギー研究所、海外電力調査会、原子力安全推進協会など
3. メディア： 電気新聞、IMPRESS Business Media
4. 商事：丸紅、三井物産、三菱、Sojitzなど
5. メーカー： 東芝、日立、川崎重工業、三菱重工業など
6. その他： SoftBank、Bloomenergy Japan、Weathernews など
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株式会社韓国人蔘公社ジャパン
KOREA GINSENG CORP.JAPAN
〒163-0718 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル18F
Tel: 03-5339-2310 Fax: 03-5339-2309
http://kgcshop.jp

会社紹介
韓国国内の健康食品No.1 企業である㈱韓国人蔘公社は、1899 年に
設立され、世界の20 カ国のビジネスパートナーにより40 カ国以上
の国々で製品が販売されています。㈱韓国人蔘公社の日本でのビジ
ネスは、1967 年に初めて製薬メーカーとの取引を開始して以来、40
年以上もの歴史を持ちます。2011 年に現地法人である㈱韓国人蔘公
社ジャパンを設立し、日本国内における高麗紅蔘商品のマーケット
拡大を目指すとともに、日本の消費者の皆様の健康をサポートして

事業・商品
正官庄 紅蔘タブレット

経 済 団 体・機 関

います。

◉ 16年に1度しか収穫できない6年根高麗人蔘だけを100％使用
◉ 6年根だから実現できる圧倒的なサポニン含有量
◉ 韓国が認めた高麗人蔘ブランド「正官庄」の摂取しやすく、携帯にも便利な
100％紅蔘粉末タブレットの製品

正官庄 紅蔘抽出液
◉ 添加物が一切入っていない純粋抽出液
◉ 丸ごと抽出で有用成分を豊富に含む
◉ パウチによる携帯便利性と飲みきりサイズ

正官庄 紅蔘エキス（天）

で、紅蔘の等級分類過程で総生産量の0.5％にも満たない程貴重で、限定生
産された最高級の紅蔘濃縮液(通し番号付与)
◉ 製品の品格のため特殊ステンレス容器に入れ一流の職人が作った黒檀の木
箱で包装し、高級感を強調
◉ 全ての製品には製品製造番号を捺印し、年間生産量が極めて少ない希少価
値が高い製品であることを象徴
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◉ 韓国の人蔘産業法上、紅蔘の最高等級である天蔘だけを抽出、濃縮した製品
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韓国農協中央会日本事務所
NACF Japan Representative Office
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-12-1 西新宿パークウェスト4F
Tel: 03-6911-0301 Fax: 03-6911-0302

会社紹介
韓国農協中央会日本事務所は1978 年に設立され、これまで日韓農業
· 農協の協力事業をやって来ました。日本JA グループと緊密な友好関
係を結び、両国の農業と農協発展のため、国際的協同を実践していま
す。WTO やF TA などの貿易自由化以後、韓国農業は多くの課題を抱
えています。農業経営の環境が似ている日本と韓国の農協が共同で対
処すべき事案も多々あります。今後も日本JA グループと協力を通じ
て両国の農協及び農家の利益を上げる事業に最善を尽くします。

経 済 団 体・機 関

事業・商品
韓国農協中央会日本事務所は海外事務所としての役割を充実に行っています。

＜海外情報の収集及び報告をしています＞
日本の主な農業政策、農協関連の動向に対する情報提供
韓国農民新聞社に記事提供(農民新聞社の海外特派員資格)
情報収集のため、日本の主な機関(農林水産省など)との人的ネットワーク構築

＜日韓農協の架け橋の役割をしています＞
日韓農協間の情報交流及び協力事業展開における架け橋の役割
韓国農協及び農業関連機関の日本研修を支援(通訳、翻訳など)
日本国内の韓国農協中央会に対する窓口

＜国際協力事業を展開しています＞
日本JAグループとの交流活性化を通じ、相互協力関係を確立
日韓の農協及び農家の共同利益のため、お互いに協力と支援活動を展開
日本JAグループ主催の行事に韓国農協を代表して参加
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韓国農水産食品流通公社 東京支社
Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation Tokyo Office
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-4-10 KOREA CENTER5F
Tel: 03-5367-6656 Fax: 03-5367-6657
e-mail: atcenter@atcenter.or.jp
http://www.atcenter.or.jp

会社紹介
韓国農水産食品流通公社は韓国農林畜産食品部傘下の準政府機関と
して、農水産物の価格安定と流通改善、輸出振興、食品産業の育成に資
する政府の政策と事業を遂行しています。日本では東京と大阪に事務
所を置き、情報調査、販促広報、取引斡旋、食文化普及などの活動を通
して韓国産農水産物や加工食品の販路拡大に努めています。
大阪支社
大阪府大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル8F

事業・商品
日本国内での韓国農水産食品普及に向けた総合マーケティング

経 済 団 体・機 関

Tel: 06-6260-7661 Fax: 06-6260-7663

◉ 韓国フェアの開催等 流通業者様への販促支援
◉ 食品展示会参加支援（FOODEXやベンダー展示会への韓国館出展）
◉ 韓国農水産食品の商品提案会等 取引支援事業
◉ 韓国での商談会・展示会開催に合わせたバイヤー様ご招待事業
◉ 韓国農水産食品のTV・雑誌・HP・SNS等の広報活動
◉ 韓国食文化普及の為のプロモーション活動（マッコリの日、キムチ君キャ
ンペーン等）
◉ 市場動向調査、業界動向調査など
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韓国貿易協会 東 京支部
KITA(Korea Internatinal Trade Association) Tokyo Branch
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-13-10 プルデンシャルタワー3F
Tel: 03-6826-5170 Fax: 03-6826-5171
e-mail: jjpp@kita.net
http://www.koba.or.jp

会社紹介
韓国貿易協会（略称： KITA）は、1946 年7 月31 日に貿易増進および
拡大の支援のために社団法人として設立されました。現在、会員社は
約7 万社、国内支部が12 カ所、海外支部が9 カ所あります。 KITA は
韓国経済４団体の一つで、貿易業界の意見を収斂、調整して貿易振興
に必要な諸般事業を遂行するほか、韓国綜合展示場（COEX）運営、電
子貿易インフラ構築（KTNET）、韓国都心空港（CALT）運営など、出
資法人を通じて貿易業界への支援活動を展開しています。 韓国貿易

経 済 団 体・機 関

協会東京支部は、日韓間の交易拡大のために1948 年4 月16 日に設立
され、1993 年11 月15 日に日本に進出した韓国経済人の協力強化を
通じたビジネス与件の改善および権益擁護のために発足した、駐日韓
国企業連合会の事務局として、現在に至っています。

事業・商品
日韓間の交易拡大及び経済協力に寄与/日韓企業間のビジネスマッチング
◉ 韓国企業の対日ビジネス環境の改善および、日本における権益擁護のための日本政府
との交渉、対日ビジネスのバリア調査および報告書の発刊、経済産業省等への日本関係
機関に対する改善建議等
◉ 韓国商品の輸入を希望する日本企業と輸出を希望する韓国企業との取引を支援（商談
会、
1:1ビジネスマッチングなど）
, 韓国商品展示·商談会の開催（毎年 4月、
東京, 14年目）
  

産業と貿易に関する各種調査および情報提供
◉ 省エネ、家電、自動車など、日本の産業および貿易に関する調査をし、その関連資料を
ホームページ(www.koba.or.jp)に掲載する等の情報提供

日本の関連経済団体との協力および情報交換等
◉ 日本貿易振興機構（JETRO）、日韓経済協会、日本貿易会等との協力ネットワーク構築

駐日韓国企業連合会（韓企連）事務局の役割遂行
◉ 日本国内における韓国企業の活動支援
各種通商および産業情報を収集して会員社に提供、定期説明会（ビジネスマナー、経済
展望および為替動向等）開催
◉ 日本人従業員を対象とする韓国経済視察団の派遣等
◉ 駐日韓国企業間の協力強化、ビジネス環境改善および権益擁護
◉ 会員社相互の親睦増進および情報交換
◉ 駐日韓国大使館および在日韓人経済団体との協力強化等
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韓国貿易保険公社 東京支社
KOREA TRADE INSURANCE CORPORATION
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館1056号室
Tel: 03-3216-0601 Fax: 03-3216-0602
e-mail: zzh91084@ksure.or.kr
https://www.ksure.or.kr

会社紹介
韓国貿易保険公社（K-sure）は韓国の「輸出・輸入保険制度」を担当・運
営する韓国政府の出捐機関として1992年設立されました。

事業・商品
K-sureは様々な国外取引においての13種の保険制度、2種の保証制度及びそ
の他のサービスを提供しています。

決済期間2年以内の輸出取引が対象
短期輸出保険、輸出信用保証（船積前、船積後、Nego）、中小企業Plus+保険など

2. 中長期性の種目

経 済 団 体・機 関

1. 短期性の種目

決済期間2年超過の輸出取引が対象
中長期輸出保険、海外事業金融保険、海外投資保険、海外資源開発ファンド保
険、海外工事保険、輸出保証保険など

3. その他の保険種目及びサービス
為替変動保険、信頼性保険、バイヤー信用調査サービスなど
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金融監督院 東京事務所
Financial Supervisory Service Tokyo Representative Office
〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館1051号室
Tel: 03-5224-3737 Fax: 03-5224-3739
e-mail: tokyo@fss.or.kr
http://www.fss.or.kr

会社紹介
金融監督院は、金融機関に関する検査・監督業務などの業務を通じて
韓国国内の健全な金融取引を確立させ、また預金者や投資者など金融
需要者を保護することにより、経済発展へとつなげる目的を持ってい
ます。1999 年1 月に、銀行監督院、株式監督院、保険監督院、信用管理
基金の4 つの機関の統合によって設立されました。同年10 月に金融監
督院東京事務所が設置され、現在に至っています。

経 済 団 体・機 関

事業・商品
主要業務案内
◉ 駐在国の金融監督機関との業務協力
◉ 駐在国の金融情報の交流
◉ 駐在国の金融マーケット動向調査
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KOTRA大韓貿易投資振興公社

東京輸出インキュベーターセンター
KOTRA Business Incubation Service Korea Business Center, Tokyo
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-5-16 晩翠ビル2F
Tel: 03-3508-0673 Fax: 03-3508-0675 e-mail: yokoaso@kotra.or.jp
http://www.kotra.or.jp/bi/BI_Center_top.html

会社紹介
大韓貿易投資振興公社（KOTRA）は、1962 年に設立された韓国の国
営貿易投資振興機関です。東京輸出インキュベーターセンターは、日
本進出を推進する韓国中小企業が経営基盤を固めるまでのインキュ
ベーターを運営。入居企業の営業に関連する各種情報の提供や日本企
業とのビジネス仲介など様々な要望に対応しています。

事業・商品
韓国中小企業を対象とするインキュベーター（オフィススペース、個室15 部
屋）を運営。入居企業は、東京虎ノ門のビジネス適所に事務所を開設できます
（法人登記可能）。また、日本出張者用に一時的に利用できる事務スペース（デ

経 済 団 体・機 関

インキュベーター運営

スク4 机）も併設しています。

事務業務支援
法人設立、就労ビザ取得、税務など日本進出に関する法令手続、事業認証や免許
申告などに関する各種情報提供や仲介等の支援を行い、韓国からの進出企業の
現地化及び地域拠点化をサポートしています。

営業支援
市場動向、マーケティング情報、会社信用情報等、営業関連情報提供ならびに契
約書や営業資料の作成、翻訳等、営業付帯作業のサポートを初め、取引先開拓、

販促支援
トレードショー、展示会等各種ビジネスイベントの情報提供ならびに出展支援
など、入居各社の広報を支援しています。
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パートナー企業との提携仲介等、各種営業業務を幅広く支援しています。
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KOTRA 東京 IT支援センター
KOTRA IT Business Service
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル18F
Tel: 03-5501-2847 Fax: 03-5501-2850
e-mail: infoit@kotra.or.jp
http://www.kotrait.or.jp

会社紹介
大韓貿易投資振興公社（KOTRA）は、1962 年に設立された韓国の国
営貿易投資振興機関です。東京IT 支援センターは、KOTRA の日韓IT
協力支援専門組織で、IT 関連の政府間協力、企業間交流および広報活
動等の交流を推進しています。
日本でビジネスを立ち上げる韓国IT 企業に対して、各種ファシリティ
の提供やオフィスサービスの提供を行なっています。東京IT 支援セン
ターファシリティでは、韓国IT 企業相互の交流や日韓IT 企業の交流

経 済 団 体・機 関

が活発に行なわれ、小規模な韓国IT Cluster として機能しています。

事業・商品
日韓国際協力支援
日韓ICT 関連機関との交流を活性化させ、両国IT 産業のかけ橋としての役割
を担っています。

日韓IT 企業のビジネス支援
両国企業のBiz マッチング事業や韓国IT 企業の製品説明会等を定期的に開催し、
交流の場を支援しています。韓国IT 企業には、入居施設の提供や、
BIS(Bisiness
Insaight Seminar) を開催し、早期現地定着及び円滑な企業経営の支援活動を
行っています。
「 韓国IT 企業紹介」では、優秀な韓国IT 企業の製品やソリューションについて
の情報を提供するとともに、日本企業の皆様の要望に基づき、ご要望に応じて
韓国IT 製品、ソリューション等のサーチ・紹介サービスを行っています。その
他にも、韓国IT 企業訪問のコーディネーションサービスも提供します。

情報交流および広報
定期的に開催する韓国IT セミナーでは、韓国IT 業界で活躍する企業人を招待し、
最新のIT 市場の現状を日本企業の皆様に紹介しています。
また、
展示会、
トレード
ショー等を開催し、
韓国の最新のIT 技術、
ソリューション等も紹介しています。
ビジネス交流会では、韓国IT 企業と日本企業の情報交換、交流の機会を提供しま
す。
また、
東京および韓国ソウルにおいてビジネス商談会を開催し、
韓国IT 企業と
日本企業のビジネス提携、
技術提携等のパートナーシップ構築を推進します。

国際協力のための政策および制度の調査研究
日本の政策および制度、IT 市場に対する調査研究を随時行い、韓国政府および
IT 企業へ提供します。
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KOTRA 東京貿易館
KOREA BUSINESS CENTER, TOKYO
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9F
Tel: 03-3214-6951 Fax: 03-3214-6950
e-mail: kotratokyo@kotra.or.jp
http://www.kotra.or.jp

会社紹介
KOTRA は貿易振興のための韓国政府機関として、1962 年に設立さ
れました。海外84 カ国122 カ所に貿易館を配置し、韓国内外のビジネ
スインフラ構築に寄与しています。KOTRA 日本地域本部では、東京・
大阪・名古屋・福岡の4 カ所に貿易館を設置し、日韓両国の貿易・投資
拡大のために尽力しています。日本に進出する韓国企業を支援するた
め、東京IT 支援センター、東京輸出インキュベーターセンターも運営
しております。
KOTRA大阪貿易館：大阪府大阪市中央区本町2-1-6
Tel : 06-6262-3831

KOTRA名古屋貿易館：愛知県名古屋市中村区那古野1-47-1
名古屋国際センタービル23F

Tel : 052-561-3936

KOTRA福岡貿易館：福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1
日本生命博多駅前ビル11F

Tel : 092-473-2005

経 済 団 体・機 関

堺筋本町センタービル7F

事業・商品
マーケティング事業
韓国中小企業を日本に招致し、
電気電子・機械部品・金型などテーマ別の商談会を
定期的に各地で開催するなど、
ビジネスマッチングサービスを提供しています。

展示会事業
韓国内で『ソウル国際食品技術展 』など大型展示会を主催するほか、日本で開
催される大型展示会への、韓国企業の出展をサポートしています。

支社化事業
KOTRA の海外拠点にて韓国中小企業の「支社 」的な役割を担い、商談代行等
を通じて外国企業との取引をサポートしています。

投資誘致事業（Invest KOREA）
韓 国 へ の 外 資 誘 致 を 目 的 と し、日 本 企 業 の 皆 様 の 相 談 を 承 っ て い ま す。
KOTRA 本社では、韓国に進出する準備を進めている外国企業のためのイン
キュベーション施設『 Invest Korea Plaza 』を運営しています。

海外人材誘致事業（Contact KOREA）
「 高 度 な 外 国 人 人 材 を 採 用 し た い 」と 希 望 す る 韓 国 企 業 と、
「韓国で働きた
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海 外 に 営 業 拠 点 を 置 い て い な い 韓 国 の 優 良 中 小 企 業 の 輸 出 促 進 の た め、

い」と希望する外国人求職者との交流を目的としたWeb サイト『 Contact
KOREA 』を運営しています。
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