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ファッション関連企業リスト	

企業名 主要品⽬ ウェブサイト 位置

ナムヨンヴィヴィアン ⼥性用ランジェリー www.namyeung.co.kr ソウル⿓山区

(株)BYC メリヤス、ランジェリ
ー、Tシャツ www.byc.co.kr 全北全州市

ボクレ · 
マーチャンダイジング 婦人服 www.ibeaucre.co.kr ソウル衿川区

イーランドグループ 子供服、カジュアル、SPA www.elandretail.com ソウル麻浦区

LFグループ 既製服、
ファッション雑貨 www.lfcorp.com ソウル江南区

サムスン物産
ファッション部門 カジュアル、紳士服 samsungcnt.com ソウル瑞草区

コーロ
ンインダストリー

アウトドア、ゴルフ、
婦人服など kolonindustries.com 京畿果川市

FRLコリア カジュアル衣類の卸 ·
 ⼩売 www.uniqlo.com ソウル中区

アディダスコリア スポーツウェア www.adidas.co.kr ソウル瑞草区

ヒョンジグループ レディースカジュアル www.hyungji.co.kr ソウル江南区

ナイキコリア スポーツウェア www.nike.co.kr ソウル江南区

セジョングループ
紳士服/婦人服、アウトド

ア、スポーツウェア
www.sejung.co.kr 釜山⾦井区

シンソン通商 メンズカジュアル、
メンズスーツ、SPA www.ssts.co.kr ソウル江東区

デサントコリア スポーツウェア、ゴルフ www.descenteKorea.co.kr ソウル江南区

K2コリア アウトドア www.k2.co.kr ソウル城東区

ブラックヤック アウトドア www.blackyak.com ソウル瑞草区

パークランド 紳士服 www.parkland.co.kr 釜山⾦井区
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企業名 主要品⽬ ウェブサイト 位置

ソンジュD＆D カジュアル www.sungjoogroup.com ソウル江南区

LSネットワークス スポーツウェア www.lsnetworks.co.kr ソウル⿓山区

ヨンウォンアウトドア アウトドア www.yooutdoor.co.kr 慶南昌原市

フィラコリア スポーツウェア www.fila.co.kr ソウル瑞草区

ザラリテールコリア SPA www.zara.com/kr ソウル江南区

シヌォン レディーススーツ www.sw.co.kr ソウル麻浦区

MKトレンド カジュアル www.mktrend.co.kr ソウル江南区

ミレー アウトドア、登山服 www.millet.co.kr ソウル麻浦区

アイオルリ
レディースカジュアル、

レディーススーツ
www.aioli.co.kr ソウル江南区

ババファッション レディーススーツ www.babafashion.com ソウル瑞草区

ジョルダーノ カジュアル www.giordano.co.kr ソウル瑞草区

ハンサム 婦人服 www.thehandsome.com ソウル江南区

YK038 婦人服 www.ykblack.com ソウル瑞草区

GSGM カジュアル www.gsgm.co.kr ソウル江南区

ビルトモア メンズスーツ www.ibiltmore.com ソウル江東区

BASICHOUSE カジュアル、子供服 www.basichouse.co.kr ソウル江南区

デム 婦人服 www.demoo.com ソウル江南区

バレンシア 婦人服 www.valencia.co.kr ソウル城東区

シャトレン 婦人服 www.chatelaine.co.kr ソウル江南区

アガバン＆カンパニー 子供服 www.agabangncompany.com ソウル江南区

繊維素材関連企業リスト	

企業名 主要品⽬ ウェブサイト 位置

(株)暁星 ⻑繊維糸 www.hyosung.co.kr ソウル麻浦区

(株)ヒュービス PSF www.huvis.com ソウル江南区

(株)テグァン産業 スパンデックス、
ナイロン織物 www.taekwang.co.kr ソウル中区

(株)TKケミカル PF、DTY、
スパンデックス www.tkchemi.co.kr 大邱北区

(株)ソンアン合繊 ポリエステル⻑繊維 www.sasyn.co.kr 慶北⻲尾

(株)テノン コットンモダール、
テンセル、モダール www.daenong21.com 忠北清州

(株)SG忠南紡績 綿糸、混紡糸 www.sgchoongbang.com 京畿城南

(株)大韓化繊 ポリエステル www.daehansf.co.kr 蔚山南区

(株)三養社 ポリエステル⾼剛性糸 www.samyangcorp.com ソウル鍾路区

(株)KPMテック ナイロン糸 www.kpchemtech.co.kr 蔚山南区

東レケミカル ポリエステル⻑ · 短繊維 www.toray-tck.com 慶北⻲尾

(株)サムフン PP⻑繊維 www.maxlon.co.kr 京畿抱川

シヌォン合繊 ポリエステルDTY www.chewon.co.kr 慶北⻲尾

(株)トンイル紡績 綿糸、綿織物など www.dong-il.com ソウル江南区

(株)チャヨン 梳毛、紡毛、純毛＆混紡 www.daewon.co.kr 忠北清州

(株)大韓紡績
綿織物、ニット生地、

綿糸など
www.thtc.co.kr ソウル永登浦区

(株)ソンアン ポリエステル織物 www.startex.co.kr 大邱北区

(株)徳宇実業 ポリエステル織物 www.duckwoo.kr 慶北漆⾕

(株)ウンジン
テキスタイル

2way stretch
(PET, NYLONなど)

www.tcktextiles.com 慶北⻲尾

(株)ウルファ チャドル用生地 www.peacetex.co.kr 慶北⻲尾

(株)チョンバン 純綿生地、綿混紡生地 www.chonbang.co.kr ソウル⻄大門区
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企業名 主要品⽬ ウェブサイト 位置

(株)チョンサンインタ
ーナショナル

ラミネート生地 www.jeongsan.com 釜山江⻄区

(株)シンハンバン 丸編みニット www.sinhan.net ソウル九⽼区

(株)トクサンエンタ
ープライズ

起毛、綿、ニット生地 www.ducksanbj.co.kr 京畿抱川

(株)セチャン商事 経編みニット www.saechang.co.kr 京畿利川

(株)モゲ染織 ポリエステルニット www.mogaetextile.com 釜山沙下区

ヨンシン物産 生地染色加工 www.youngst.com 京畿揚州

(株)ボミョン実業 ポリ混紡製品、捺染製品 www.bomyung.co.kr 京畿揚州

(株)現代毛織 梳毛糸、紡毛糸製品 www.hyundaitex.co.kr 慶南梁山

アズテックWB ウール100％生地の染色 www.aztechwb.co.kr 釜山沙下区

(株)現代特殊捺染 捺染物 www.specialprint.co.kr 京畿始興

(株)プグァン メッシュ素材 www.bukwang.com 釜山沙下区

ソングァン ポリエステル素材生地 www.sunggwang.co.kr ソウル中区

ソンアン ポリエステル強撚糸 www.startex.co.kr ソウル松坡区

プチョン 経編み · 丸編みニット www.pucheon.co.kr ソウル江南区

ビジョンランド 天然繊維、化繊糸 www.visionland.co.kr ソウル江北区

ヨンプンFILLTEX スキンプラス加工 www.filltex.com ソウル九⽼区

トクサン
エンタープライズ

アウトドア · カジュアル
ニット素材

www.ducksanbj.co.kr ソウル城東区

シンフン 靭皮繊維交織物 www.monotex.co.kr ソウル江南区

アルファ繊維 COTTON NYLON交織物 www.alphafabric.co.kr ソウル江南区

ヤングテキスタイル 交織物 www.youngtex.com ソウル江南区

関連協会

ファッション産業関連協会リスト	

企業名 ウェブサイト 主な活動

韓国繊維産業連合会 www.kofoti.or.kr 繊維産業の競争⼒強化策を模索し、繊維産業の
成⻑ · 発展を図る

韓国化学繊維協会 www.kcfa.or.kr 化学繊維技術の開発、品質の向上、生産性の向
上や国際競争⼒の強化

韓国繊維輸出入協会 www.textra.or.kr 繊維織物の輸出入、貿易の健全な発展と組合員
の利益増進を図る

大韓紡績協会 www.swak.org
綿紡織製品の需要拡大、部品 · 素材の共同購入、
設備の共同保全、国内外の産業動向調査 · 資料の
提供

韓国繊維開発研究院 www.textopia.or.kr
韓国企業がトレンドの変化に備え、R＆D開発を
通じて繊維業界の競争⼒を⾼められるように支
援

韓国ファッション
産業協会 www.kaia.or.kr

衣類ファッション輸出産業の海外市場開拓、輸
出商品の海外広報、海外市場調査、政府に対す
る意⾒の提案など

韓国ファッション
産業研究院 www.krifi.re.kr ファッション業界の能⼒強化、研究開発、企業

支援

大韓ニット協同組合連合会 www.knit.or.kr ニット業界の競争⼒強化を支援

ECO融合繊維研究院 www.knitcenter.re.kr
ニット産業の発展に向けた中⼩企業の研究開
発、試作品生産、ファッション · デザイン開発、
マーケティング、創業育成を支援

韓国繊維機械協会 www.kotma.org
核心素材の開発、自動化システム開発などの協
⼒や研究の基盤体制を構築し、中⼩繊維機械企
業の技術開発を支援

韓国繊維機械融合研究院 www.kotmi.re.kr 繊維機械産業インフラの構築や研究活動を通じ
て、繊維機械 · 核心部品技術の自⽴化を追求

KOTITI試験研究院 www.kotiti.re.kr
繊維製品、環境衛生、産業資材などを対象にし
た試験分析、品質検査、R＆Dなど
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企業名 ウェブサイト 主な活動

韓国繊維素材研究院 www.koteri.re.kr
先端核心技術の開発、専門生産 · 機能人材の育
成、試作品製作の支援、技術情報の分析 · 普及
など

DYETEC研究院 www.dyetec.or.kr
染色加工分野の先端加工技術開発 · 源泉技術の確
保、企業密着型の研究開発支援

FITI試験研究院 www.fiti.re.kr
ファッション衣類や消費財分野を中心にテス
ト、検査、認証、審査、教育などの総合コンサ
ルティングを提供

韓国衣類試験研究院 www.katri.re.kr
繊維ファッションテスト分野のテスト、検査、
認証

韓国ファッション
流通情報研究院

www.cft.or.kr
国際的なカラー情報の収集、分析、普及、デザ
イン、ライフスタイルなど様々なデータを体系
的に蓄積し、製品開発に必要な重要情報を提供

韓国被服工業協同組合 www.uniform.or.kr
被服業界の共同販売や購買、自給支援、新製品
開発事業、政府に対する意⾒の提案など


