開催日時：2016（平成28）年 6月 23日（木） 10：00～17：30

運営コーディネーター：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)内

担当: 尾木、則長（のりなが）、藤波

商談会会場：品川プリンスホテル メインタワー 28階 「エメラルド28」 〒105-8501 東京都港区虎ノ門5-11-2（オランダヒルズ森タワー）
TEL：03-6733-3900
FAX：03-6733-1049
E-mail： ko-shodan@murc.jp

１．(株)美路
MIRO Corporation

【業種】 電装・電子部品
(家庭用電気機器製造業)

【事業内容・特徴】
家庭用電気機器（ヘルスケア）専門メーカー。主な製品は加
湿器/空気清浄機/温風器/ヘルスケア（めまい症治療器、温
度計、体重計、電磁波測定器）である。加湿器については国
内外での部門別第一位受賞など、国内外のメジャーな流通
網を獲得。国際的デザイン開発、専門人材インフラ構築に努
め、IoT連携型ヘルスケアのグローバルブランドに成長した。
現在、米国、日本、ヨーロッパーなど21カ国への販売流通網
を獲得している。
【商談希望品目】 - 輸入
1. 空気清浄機に係わる全般的な部品
2. 加湿器関連部品
【資本金】
119（百万ウォン）

５．(株)ComeSys
ComeSys Ltd.

【業種】 電装・電子部品
（自動車部品、内燃機関用電気機器の製造）

【事業内容・特徴】
1990年設立、独自保有の世界特許技術である非接触式セン
サー技術を利用し、車のアクセルペダルを含む様々な用途の
位置センサーと電子制御装置を生産・供給する主要な技術基
盤会社である。世界標準規格と顧客のニーズに応じた新規製
品の開発を進め、常に継続的な技術開発と国産化で先導的
な技術を誇る。商用車、建設機械、農業機械などで、Komatsu
Utilityフォークリフト、Canycom農業機械、日本Unicarriers
ForkliftなどからOEM受注中。
【商談希望品目】 - 輸出
1. 電子式アクセルペダル＆ステアリングハンドル
2. センサ及びスイッチ類＆電子式エンジンスロットル制御装
置
【資本金】
【従業員数】
1000（百万ウォン）
25人

【従業員数】
20人

http://www.gomiro.com
２．(株)一山電子
ILSAN ELECTRONICS.LTD

【業種】 電装・電子部品
(電子部品の製造)

６．德一産業(株)
DUCK IL INDUSTRY CO.,LTD
【事業内容・特徴】
1993年8月の創業以来、自動車用シートスイッチ、HVACコント
ロールユニット、フラッシュライト、ヒューズボックス、コネク
ター、ケーブルタイなどを製造し、韓国内HKMC、GM Korea、
ルノーサムスン及び米国クライスラー自動車等に供給してい
る。京畿道平沢市の本社と2事業所の他、フィリピンのセブ現
地工場を拠点として有する。

【商談希望品目】 - 輸入
1. イオナイザ部品/製品、高電圧電源装置のほか、電子部
品（家電製品）
2. フィルタのコーティング材料
【資本金】
【従業員数】
163,000（百万ウォン）
330人

【商談希望品目】 - 輸出
1. スイッチ製品
2. ヒューズボックス及びコネクタ
【資本金】
1000（百万ウォン）

【業種】 電装・電子部品
(スイッチ：一般産業用、家電用及び自動車用)

【事業内容・特徴】
電装・電子部品の専門会社として1995年に創立し、家電事業
部門と自動車部品事業部門を有する。
家電製品用中核部品であるスイッチ（MICRO S/ W、DOOR
S/ W、TOGGLE S/ W、General S/ W）などを生産製造し、サ
ムスン電子、LG電子、東部大宇電子、リンナイコリア等に納
品するほか、自動車のパワーウィンドウスイッチの組立を行っ
ており、現代自動車、GMKなどの完成車用製品を製造してい
る。
【商談希望品目】 - 輸出・輸入
1. スイッチ（開閉器）：一般産業用、家電用及び自動車用途

【資本金】
1,300（百万ウォン）

４．(株)エイスヒンジTECH

【業種】 電装・電子部品
（Monitor Arm Hinge、Monitor Stand Assy）

http://www.astmeng.com
１１．(株)SOLTECH
SOLTECH

【業種】 精密機械部品加工
(金型コア,自動車、船舶、機械部品 等)

【商談希望品目】 - 輸出
1. 一体型ステッピングモータ
2. 中空ロータリー減速機

【商談希望品目】 - 輸出
1. 精密機械部品
2. 金型部品
【従業員数】
16人

【資本金】
100（百万ウォン）

【従業員数】
15人

http://www.erae-tech.com
８．(株)SEHWA HIGHTECH
SEHWA HIGHTECH
【事業内容・特徴】
韓国内未開拓分野であるガス混合／測定技術の研究開発に
より、半導体プロセス用ガス機器を製造するほか、世界的な
特殊ガスメーカーのOCIマテリアルズから半導体プロセス用ガ
スNF3（三フッ化窒素）供給システムを受注。国内ガス供給計
測機器を販売している。現在、日本からの輸入も行っている。
代表取締役は日本で修士課程を卒業するなど、約15年間の
居住経験を持ち、日本でのビジネスにも精通している。

【商談希望品目】 - 輸出
1. 自動車用スマートフォンスタンド、LEDスタンド
2. モニタースタンド及びシステムヒンジ

【商談希望品目】 - 輸入
1. 精密計測機器（流量計、圧力計、ガス分析装置、ガスメー
ター）

【資本金】
1,500（百万ウォン）

【資本金】
500（百万ウォン）

http://acehinge.com

【業種】 精密切削加工
(マシニングセンタ、CNC旋盤 加工)

【事業内容・特徴】
通信・半導体装備用精密部品加工、油圧/空圧シリンダ用部
品の切削加工や研磨・熱処理、CNC旋盤加工、精密板金加
工・溶接部品製造を行う。アルミ、ダイカスト、鍛造品について
は原材料の調達から加工後のメッキ、塗装、印刷まで一貫受
託が可能。また、Tuttet Punch Pressを利用し、打ち抜きや
曲げによる精密板金部品の生産を行う。金属、非金属産業
機械部品の精密加工品は、日本、米国、カナダ、英国等に輸
出中。ISO9001認証取得。
【商談希望品目】 - 輸出
1. 金属、非金属材料の精密切削加工部品を日本へ輸出
2. rf microwave case、ヒートシンク（heat sink）アンド板金
（fabrication）部品の製作
【資本金】
【従業員数】
350（百万ウォン）
9人

【業種】 電装・電子部品 (サーボ型ステッピング
モータ、一体型ステッピングモータ、ドライバ、コン
トローラ製造)

【事業内容・特徴】
LCDモニター、ノートパソコン用のヒンジを韓国で初めて国産
化したメーカー。
以来、自社製品である人間工学的モニタースタンド（Arm
Hinge）およびIT機器を便利に使えるスタンドを発売し、実用
性と利便性住宅／オフィススペースの快適な環境実装に必
要な人間工学的な商品にヒンジを融合するという新たな分野
に挑戦している。

【従業員数】
51人

１０．ASTM ENGINEERING
ASTM ENGINEERING CO

【事業内容・特徴】
金型部品製作（円形コア、形状コア、電極など）、自動車、船
舶、機械、設備部品の製作、中小型の金型製作、射出成形
（高速射出、80〜160トンの射出機を多数保有）を行ってい
る。

http://www.limscom.com
ACEHINGE TECH CO.,LTD.

【業種】 電装・電子部品
(自動車部品)

【事業内容・特徴】
ステッピングモーターや中空ロータリー減速機など、モーション
コントロール関連製品の製造販売を行っている。現在、自社
保有の重要技術としては、一体型ステップモーター製品があ
る。本製品では、ドライバ、コントローラを一元管理して効率性
を高めるとともに工程簡素化によるコスト削減、サイズの小型
化を実現した。

【資本金】
50（百万ウォン）

【従業員数】
160人

http://www.inforad.co.kr

http://www.duck-il.com
７．Eraetech(株)
Eraetech Co., Ltd.

－

【商談希望品目】 - 輸入
1. 真空センサー/ゲージ及び真空部品や消耗品（半導体/一
般産業用） 2. 産業ガス流量計一体, 超低温ガス流量計に
関連する一切, その他研究用ガス関連部品
【資本金】
【従業員数】
50（百万ウォン）
5人

【従業員数】
500人

http://www.ilsan-ind.co.kr

【業種】 精密計測機器 (流量計、計測器、振
動制御装置などの卸売・小売)

【事業内容・特徴】
2003年5月設立。医療用X-ray Film Scanner及び産業非破壊
検査（NDT）Film Scannerを米国のVIDAR Systemsから輸入
し、国内および東南アジアに販売、技術支援、メンテナンスを
行うとともに、産業用ガス流量計、真空関連センサー、ゲージ
などを米国のTeledyne Hastings Instrumentsから輸入し、国
内に独占販売及び海外への輸出、技術支援、アフターサービ
スを行っている。

http://comesys.net

【事業内容・特徴】
1980年設立以来、家庭用電子製品の部品を独自技術で開
発・生産している。主な製品は、PCB Control Ass'y/家電用
PCBおよびLED Module/家電・車用Insulation PAD及びFilter
類/吸音材、絶縁材、保護材、パッキング用、CU-PIPE/
PORONである。

３．泰光物産（株）
LIMSCOM.CO.,LTD

９．infoRAD（株）
infoRAD Corp.

韓国企業20社①

【業種】 精密計測機器
(精密計測機器、ガス混合装置他）

【従業員数】
20人

http://www.gasplus.com

－

１２．大養TECH(株)
DAEYANG TECH CO., LTD.

【業種】 射出成形(合成樹脂,ゴム製品)
(Weather Strip,RUBBER PACKING)

【事業内容・特徴】
各種ゴム製品(押出製品・プレス製品)と合成樹脂製品(押出
製品・射出製品)全般を生産。日系大手企業との取引実績
有。
ISO 9001とSQ品質マニュアルによる品質の標準化と安定化
を実現し、工程の自動化と新製造技術を導入して、安定供給
などの品質保証体系を確立している。
【商談希望品目】 - 輸出
1. ゴム製品や合成樹脂製品全般の生産が可能なので、
産業分野の相談を希望
2. 自動車用部品、建築用部品、工業用部品全般の相談希
望
【資本金】
【従業員数】
50（百万ウォン）
54人

http://www.daeyangtech.com

開催日時：2015（平成27）年 6月18日（木） 10：00～17：30

運営コーディネーター：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)内

担当：尾木、則長（のりなが）、藤波

商談会会場：品川プリンスホテル メインタワー 28階 「エメラルド28」 〒105-8501 東京都港区虎ノ門5-11-2（オランダヒルズ森タワー）
TEL：03-6733-3900
FAX：03-6733-1049
E-mail： ko-shodan@murc.jp

１３．MODEL SOLUTION(株)
MODEL SOLUTION

【業種】 プラスチック射出金型製作
(自動車部品,医療機器部品用)

【事業内容・特徴】
試作金型（カセット式）製作、本型製作、成形（量産）までの専
門会社である。主な製品は家電、自動車部品、医療部品の
他、プラスチック射出金型で、小ロット生産から大量生産まで
対応が可能。
低コスト・小ロット生産が可能な試作金型（カセット式）を特徴
とし、金型販売、プラスチックや金属の切削加工にも対応する
ほか、塗装、印刷、レーザ、蒸着にも社内対応が可能であ
る。

－

【商談希望品目】 - 輸出
1.プラスチック金型輸出 2.金型製作後、製品を輸出
3.家電、自動車部品、医療機器部品、携帯電話などのプラス
チック射出品の 輸出を希望
【資本金】
【従業員数】
27,545（百万ウォン）
280人

【事業内容・特徴】
現代、起亜自動車の1次協力会社で、自動車用ナット＆自動
車用工具の生産・販売を行う。38年間冷間鍛造技術開発に専
念し、国内初のアップセット工法（無切断T型ナット）と転造タッ
プを採用中。国内唯一の生産一体型ラインにより、コスト削減
を計ると同時に9つの特許を保有する。工具についても、軽量
化と性能向上を目指した研究開発活動により、価格競争力を
確保。セル生産方式導入で、柔軟な生産システムを備えると
ともに、ICTを基盤とした統計的品質管理を行う。
【商談希望品目】- 輸出
1. 自動車用ナット
2. 自動車用工具セット
【資本金】
600（百万ウォン）

http://www.model-solution.com
１４．(株) 象牙フロンテク
SANG-A FRONTEC CO.,LTD

【業種】 自動車用ナット,自動車用工具製造
(JACK、HOOK TOWING、WHEEL NUT
WRENCHなど)

１７．(株)FRONTEC
FRONTEC CO.,LTD.

【業種】 プラスチック・フッ素樹脂部品加工
（自動車部品製造・2次電池部品製造・PCB
関連部品製造・その他部品製造）

【事業内容・特徴】
フッ素樹脂部品会社としては韓国最大規模を誇るエンジニア
リングプラスチック・フッ素樹脂部品/素材生産専門会社。開
発注力するとともに素材合成、素材加工、工程開発、R&Dイ
ンフラ構築など各種技術を有する。

【従業員数】
115人

http://www.e-frontec.co.kr
１８．(株)DAFL
DAFL Corporation

【業種】 冷間鍛造部品
(自動車および一般産業分野Screw & Bolt)

【事業内容・特徴】
冷間鍛造工法をベースに事業を開始した株式会社ダプエル
は、現在、プレス製品の自体生産と組立工程を追加し、自動
車分野の事業を継続的に拡大している。All in one：鍛造・転
造・加工・プレス・Sub組立・組立をすべて内製化して提供でき
ることが強みである。主な生産品目は自動車のワイパーシス
テム用部品の他、様々な産業分野で使用される工業用ボルト
（Screw）であり、当社の優れた品質とリーズナブルな価格で
事業を拡大している。
【商談希望品目】 - 輸出
1. 自動車および一般産業分野に於ける冷間鍛造部品
2. 車のワイパーリンケージシステム用部品

【商談希望品目】 - 輸出
1. 自動車フッ素樹脂ピストンリング（ショックアブソーバー、コ
ンプレッサー 2. 自動車コントロールケーブル用 PTFE ライ
ナー/医療用PTFE Tube
【資本金】
【従業員数】
6,100（百万ウォン）
435人

【資本金】
2,000（百万ウォン）

【従業員数】
85人

http://www.dafl.kr
１５．(株）第一TECH
JEIL-TECH CO.,LTD

【業種】 ダイカスト、プレス加工
(通信機器部品,医療機器部品,LED部品)

１９．半島チェーン工業（株）
BANDO CHAIN IND CO.,LTD.

【事業内容・特徴】
金型、ダイカスト、プレス、板金、加工、組立の専門メーカーと
して、設計、金型、鋳造、加工、プレス、板金、メッキ・塗装、
組立の一貫生産ラインを保有。ベトナム・中国と国内併せた5
つの生産拠点を有するグローバル企業である。ベトナム工場
では全行程が内製化されており、複数部品の一体化、切削コ
ストの削減など、顧客のニーズに柔軟な対応が可能。
高品質の通信機器や医療機器で、サムスン電子及びとサム
スンメディソンの1次ベンダーとして高い評価を受けている。

【事業内容・特徴】
自動化設備に使用される工業用コンベアチェーン市場で韓国
トップクラスのメーカー。1990年の設立以来、長年培ってきた
技術力をもとに、たゆまぬ技術開発と投資で産業用コンベア
チェーンを専門的に製作している。ISO9001認証取得済、顧客
にニーズに合わせた製品の受注生産が可能である。主な顧
客はSIEMENS、JFEスチール、新日鐵住金、神戸製鋼、山陽
特殊製鋼など。

【商談希望品目】 - 輸出
1. ダイカスト、プレス、板金、加工、組立品
2. 医療機器部品、およびその他ダイカスト製品の輸出

【商談希望品目】 - 輸出
1. コンベアチェーン

【資本金】
1,200（百万ウォン）

【資本金】
2,000（百万ウォン）

【従業員数】
411人

【従業員数】
30人

http://www.jeiltech21.com
１６．振洋特殊鋼(株)
Jinyang Specialty Steel

【業種】 熱間圧延 加工
(丸棒、ピーリング棒鋼、磨棒鋼,炭素複合材)

www.bandochain.com
２０．豊林貿藥(株)
Richwood Trading Co.,Ltd

【業種】 医薬品製造と原料の輸出入
(防錆塗料,コーティング剤の原料)

【事業内容・特徴】
主力製品は、自動車用ベアリング、シャフトなどに用いられる
熱間圧延丸棒と、太陽光/半導体用シリコン成長炉等のホッ
トゾーン用消耗性構造部品などに用いられる炭素複合材料
部品である。
主な顧客はイルチングローバル、セア・ベスティール、シェフ
ラーコリア、エル・アンド・ エム テストロン、ウンジンエネル
ギー、LonGiなど。

【事業内容・特徴】
日本及び海外から化学原料を輸入し、韓国国内で販売する商
社。本商談会には、工業用化学原料の調達を目的に参加す
る。工業用化学原料以外にも、医薬原材料や化粧品用の化
学原料を輸入している。長年の営業活動により、国内に様々
な顧客を保有。国内顧客社の製品に対する海外輸出も行って
いる。

【商談希望品目】 - 輸出・輸入
1. シリコン成長炉の炭素複合材部品、高温真空炉の炭素複
合材部品 2. ニードルパンチングを利用した炭素繊維プリ
フォーム
熱間 延丸棒 ピ
グ棒鋼
磨棒鋼
【資本金】
【従業員数】
2000（百万ウォン）
174人

【商談希望品目】 - 輸出・輸入
1. 化学原料全般

http://www.jysteel.com

【業種】 コンベヤチェーン生産
(自動化設備に使用される)

【資本金】
500（百万ウォン）

【従業員数】
185人

http://www.richwood.net
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