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関連企業リスト

企業名 主要品目 ウェブサイト 位置

現代モービス
シャシモジュール、

運転席モジュール、電装、
ブレーキシステム

www.mobis.co.kr
  蔚山、牙山、光州、

瑞山、忠州、天安

マンド
ABS、ECPS、ブレーキ装置、

ステアリング装置　
www.mando.com

  板橋、平沢、原州、
益山

ハンオン
システム

コンプレッサー、インタークー
ラー、空調モジュール

www.hanonsystems.com 大田、平沢、蔚山

ソンウハイテック 車体部品 www.swhitech.com 釜山、梁山

現代ウィア 変速機、CVジョイント www.hyundai-wia.com
  昌原、安山、平沢、

瑞山、蔚山

インジ
コントロールズ

エンジン冷却システム、
センサー

www.inzi.co.kr 始興、慶州、沃川

SL

ランプ、シャシ、ステアリン
グ、パワートレイン、 www.slworld.com 慶山

レバー、ドアモジュール

ファシン
シャシモジュール、

車体部品、エンジン部品
www.hwashin.co.kr 永川

DY DCモーター、ワイパー www.dy.co.kr 仁川、牙山、昌原

S＆Tモチーフ 変速機、シャシ、ECU www.sntmotiv.com
  釜山、仁川、昌原、

梁山、保寧

ソヨンイファ
ドアトリム、内装部品、

シート
www.seoyoneh.com 蔚山、牙山、安養

平和精工
ドアモジュール、ラッチシス
テム、システムモジュール 

www.phakr.com 大邱、牙山、水原

世宗工業 マフラー、浄化装置 www.sjku.co.kr 龍仁、牙山、蔚山

モトニック
エンジン部品、センサー、

ロッカーアーム
www.motonic.co.kr 大邱、星州

ユラ
コーポレーション

ワイヤーハーネス www.yuracorp.co.kr 清州、平沢、慶州

現代
トランスシス

変速機、アクスル、シート www.hyundai-transys.com 
  牙山、蔚山、瑞山、

華城

韓国フランジ
アクスル、フランジ、

ハーフシャフト
www.kofco.com 蔚山
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企業名 主要品目 ウェブサイト 位置

現代ケピコ パワートレイン制御システム www.hyundai-kefico.com 軍浦

京信
ワイヤーハーネス、

ジャンクションブロック、
コネクタ

www.kyungshin.co.kr 仁川、華城、群山

トンヒ
燃料タンク、ループシステム、

アクスルハウジング、
電装部品

www.donghee.co.kr
  華城、牙山、蔚山、

光州

トギャン産業
運転席モジュール、クラッシ
ュパッド、ドアトリム、コン

ソール、アンチパッド
www.dyauto.kr 蔚山、慶州、礼山

オステム
スチルホイール、車体部品、

シャシ部品、シート
www.austem.co.kr 天安、仁川

サンシン
ブレーキ

ブレーキ部品 www.sangsin.com 大邱

ファスンR＆A
ブレーキホース、
コンベヤベルト

www.hsrna.com 梁山

トゥウォン空調
HVAC、冷却モーター、

コンデンサ、コンプレッサー
www.dwdcc.com 牙山

MANN+HUMMEL
コリア

オイルフィルター、エアフ
ィルター、キャビンフィルタ

ー、吸引システム
www.mann-hummel.com 原州

イレ
オートモーティブ

HVACモジュール、ステアリン
グ、コンバータ、

ブレーキ部品
www.erae-automotive.com 大邱、群山、鎭川

テウォン鋼業
コイルスプリング、板スプリ
ング、スタビライザーバー、

シート
www.dwku.com 天安、昌原

オートリブ エアバッグ、シートベルト www.autoliv.com 華城

Samkee
オートモーティブ

Head Cover、Oil Pan、
Valve Body、Oil Pump Cover

www.samkee.com 平沢、瑞山

ハンズ
コーポレーション

aluminum alloy wheel www.handscorp.co.kr 仁川、華城

ユソン企業
ピストンリング、

シリンダーライナー
www.ypr.co.kr 牙山、大邱、蔚山

韓国端子工業
自動車用コネクタ、

Lead Frame
www.ket.com 仁川、平沢、光州

DAEHAN
ソリューション

振動、騒音システムエンジニ
アリング部品

www.dhsol.com 仁川、光州、慶山

企業名 主要品目 ウェブサイト 位置

ソジン
オートモーティブ

クラッチカバー、クラッチデ
ィスク、フライホイール、

Clutch Facing
www.secoautomotive.com 始興

ミョンファ工業
エンジンウォーターポンプ、

エンジンオイルポンプ、
Input Shaft、Planet Carrier

www.myunghwa.com 安山、蔚山、牙山

クァンジン商工
ドアモジュール、

ウィンドウレギュレータ 
www.kwangjin-kr.com 光州、華城、慶州

GMBコリア
ベアリング、冷却装置、

変速機、ポンプ、ローラー
www.gmb.co.kr 昌原、瑞山、安養

ウジン工業
 酸素センサー、エアヒーター、

スパークプラグ
www.ngkntk.co.kr 安山

セントラル
ボールジョイント、コントロー
ルアーム、スタビライザーリン

ク、タイロッド、変速機
www.ctr.co.kr 昌原、蔚山、大邱

アジン産業
OBC、PTCヒーター、
空調部品、電圧制御機

www.wamc.co.kr 慶山

ウリ産業
ヒーターコントローラー、
燃料センサーアセンブリ、

LPM、MPM
www.woory.com 龍仁、大邱、平沢

マンドヘラエレ
クトロニクス

センサー、ECU www.mandohella.com 仁川

キャステック
コリア

Turbin Housing, Center 
Housing

www.castec.co.kr 釜山、昌原

コダコ
Valve Body, Converter 

Housing, Throttle Body, Water 
Pump Housing

www.kodaco.co.kr 天安、安城

コリアFT Fillerneck, Canister www.kftec.com 安城、慶州

SJM Bellows www.sjmflex.co.kr 安山

DIC 変速機Gear www.dicorp.co.kr 蔚山

大宇部品 Regulator、コンデンサ www.dwecc.com 井邑、大田

キェヤン電気
DC/BLDC Motor, 

Power Seat Motor
www.keyang.co.kr 安山、天安
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関連協会

企業名 ウェブサイト 主な活動

自動車産業協会 www.kama.or.kr

• 完成車メーカーを代表する団体で、自動車産業の振興に向
けた事業活動や自動車産業関連政策 · 制度の改善に向けた
意見の提案

• 主要国との国際協力、海外通商ネットワークの構築

韓国自動車産業
協同組合

www.kaica.or.kr
• 自動車部品業界を代表する団体で、自動車部品メーカーを

支援し、政府に対する提案や輸出支援 · 斡旋など、部品メ
ーカーの世界市場進出を支援

自動車部品
産業振興財団

www.kapkorea.org

• 自動車部品産業のグローバル競争力確保に向けて設立
された民間公益法人

• 中小自動車部品メーカーの基礎技術関連問題の解決、
品質システム確立の支援、経営管理支援、自動車産業
全般の情報提供など

自動車
部品研究院

www.katech.re.kr 

• 韓国自動車部品業界の自生力確保や産業の育成に向けた
研究開発、試験、認証、教育、情報提供などの様々な支
援活動

• グリーンカーパワーシステム、スマート自動車技術、素材
技術、融合システム、信頼性研究など

• 地域別研究事業の企画や地域自動車メーカーの技術支
援、共同研究を通じた地域における研究能力強化の支援

水素融合
アライアンス推

進団
www.h2korea.or.kr

• 水素経済政策ロードマップはもちろん、法改正の支援や
民間主導の水素生産 · 供給インフラの構築を支援 

• 水素電気自動車の普及拡大、水素電気自動車 · 水素ステー
ションの統計や情報提供、韓国内外における水素電気自
動車関連事業に関する企画 · 調査活動

釜山自動車部品
工業協同組合

www.baica.or.kr

• 釜山地域自動車部品業界における組合員同士の技術開発
や品質向上を支援

• 自動車部品産業の活性化に向け、業界関連調査活動や技
術教育、輸出、韓国内外の展示会参加支援など

電気自動車協会 www.keva.or.kr
• 電気自動車の普及の活性化に向け、海外団体との情報交流

や関連産業の調査研究、関連インフラの最適化実現のため
の方策、普及の拡大に向けた改善策を支援


