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関連企業リスト

機能性コーティング · フィルム

• (株)サンシステムズは山火事進化剤、医療用フィルムコーティング剤を開発し、医療パッチ
用粘着剤、錠剤 · カプセル用「pre-mixフィルム」コーティングシステムを構築した。

• (株)セコは真空蒸着用担体技術や高品質の表面コーティング剤の製造技術を確保した真空蒸
着コーティング専門企業である。

- 機能性超撥水ナノコーティング剤の製作技術をもとに、タッチスクリーンパネルや光学用
レンズ、車用ガラスなど需要産業にコーティング剤を供給している。

• (株)NICは多目的電気電子用フィルム、液晶保護フィルムを開発している。

- ガラス代替用高硬度強化フィルム、高機能防弾フィルムなどの産業用フィルムを発売し
ている。

- 電気電子材料用薄膜フィルム、クリーンルーム、ロール · ツー · ロール(roll-to-roll)システ
ム、光粘着フィルム製造ラインを保持している。

• (株)IPIテックは耐熱性ポリイミド素材フィルムの国産化に成功し、非熱可塑性ポリイミド
ワニスを利用した特殊フィルムコーティング技術力を確保している。

- 韓国のスマートフォンや半導体、化学分野の大手企業にポリイミド素材を納入している。

• (株)エバーケムテックは電子材料、新素材専門企業であり、インライン工程に適用可能な
コーティング剤や軟性回路基板用電磁波シールド、導電性接着フィルムを中国に輸出して
いる。

- 国産化に成功して韓国の大手企業に供給しており、導電性高分子を活用した帯電防止コー
ティング剤を主力製品として、グラフェン素材を未来の成長動力として研究している。

• (株)インデコは高機能性フィルムメーカーであり、OLED関連製品の国産化に成功した。

- (株)インデコは(株)インテックナノ素材の関連会社であり、インテックナノ素材が研究
開発、インデコはフィルム、インテックCNDは素材生産に集中しているという特徴が
ある。

潜在的なパートナー
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区分 企業名 主要品目 ウェブサイト 位置

コー  
ティン
グ剤

(株)セコ
機能性超撥水ナノコーティ
ング剤

www.ceko.co.kr • 本社 : 京畿城南

フィ  
ルム

シンファイン
ターテック

スマート光学用フィルム、
高機能性テープ

www.shinwha.com • 本社 : 忠南天安

ミレナノテ  
ック

光学フィルム、ウィンドウ
フィルム、反射フィルム、
タッチパネル

www.mntech.co.kr
• 本社 · 技術研究所 :     

忠北清州

サンボ化学

ウィンドウフィルム、ペ
イントプロテクションフィ
ルム、プリズムフィルム、
スクリーンデコフィルム、
AgNW TCFs、PEDOT TCF、
QDフィルムなど

www.sangbogroup.com • 本社 : 京畿金浦

(株)コイズ

光学フィルム(プリズムフ
ィルム、光拡散用コーティ
ング、帯電防止剤)、LGP、
OLED装置、電気自動車電
装部品など

www.koyj.co.kr
• 本社 : 忠北忠州
• 支社 : 京畿楊州

トップナノシ
ス

帯電防止コーティング、空気
透過型フィルム

www.topnanosys.com • 本社 : 忠南天安

アイコンポー
ネント

気体透過防止膜コーティン
グフィルム、光学用フィル
ム(PMMA、PC、PES)

www.i-components.co.kr • 本社 : 京畿平沢

(株)NIC
多目的電気電子用フィル
ム、液晶保護フィルム

www.e-nic.kr • 本社 : 忠南天安

(株)IPIテック
耐熱性ポリイミド素材、非
焼成ポリイミドワニス

www.ipitechnology.com • 本社 : 大田儒城

(株)エバーケ
ムテック

軟性回路基板用シールド、
導電性接着フィルム

www.everchemtech.com • 本社 : 京畿華城

(株)インデコ OLED用フィルム www.intech-nm.com • 本社 : 大田儒城

二次電池

企業名 主要品目 ウェブサイト 位置

LG化学 リチウムイオン電池の完成品を生産 www.lgchem.com 忠北清州

サムスンSDI リチウムイオン電池の完成品を生産 www.samsungsdi.co.kr 蔚山広域市

SKイノベー
ション

リチウムイオン電池の分離膜 · 完成品を生産 www.skinnovation.com 忠北曽坪

韓国の主要コーティング · フィルム企業

区分 企業名 主要品目 ウェブサイト 位置

原素材

カンナム化成
フェノール樹脂、ポリウレ
タン樹脂

www.kangnamchem.com

• 本社 : ソウル市瑞   
草区

• 技術研究所 : 安山
• 工場 : 平沢、安山

ククト化学
エポキシ、硬化剤、ポリオ
ール、ポリウレタンなど

www.kukdo.com

• 本社 : ソウル衿川区
• 事業所 : 釜山江西

区、全北益山、京
畿始興

トンイルポリ
マー

水性アクリルエマルジョン www.dongcryl.co.kr • 本社：京畿坡州

中央ポリテ  
ック

コーティング、塗料用原
料、Latex

japt.koreasme.com • 本社：慶南梁山

コー  
ティン
グ剤

スヤンケムテ
ック

PDLCfilm用光硬化樹脂、高
性能テープ用粘着剤(半導
体工程用)、高硬度PCコー
ティング剤

www.sooyangchem.com
• 本社 · 工場 : 忠南  

礼山

アバコ
ディスプレイ、太陽電池の
生産工程用装置

www.avaco.co.kr
• 本社：大邱達西区
• 工場 : 大邱、京畿坡

州、慶北亀尾

ユニベック

Opticalcoating(anti-
reflecting、IR cut off 
filter、polarization、anti-
finger print、reflector)、
decoration coating製品

www.univac.co.kr • 本社 : 慶南金海

トンウHTS PaCVD、DLC Coating www.dwhst.co.kr
• 本社 : 京畿始興
• 工場 : 大邱、光州

インフォビ  
オン

真空装置 · 部品 www.infovion.com
• 本社 : ソウル市永登

浦区

サムウォン  
真空

真空装置 · 部品(高真空蒸着
装置)、コーティング製品 · 
製造装置

www.samwonvacuum.co.kr • 本社 : 仁川西区

シンハン真空
PVDコーティング、
超硬皮膜

www.shpic.co.kr • 本社 : 京畿富川

ソンムン電子
Filmcapacitor用蒸着フィル
ム、金属蒸着フィルム

www.smec-korea.com • 本社 : 京畿平沢

(株)サンシス
テムズ

医薬用フィルムコーティン
グ剤、錠剤カプセル用コー
ティングシステム

www.sunsystems.co.kr
• 本社 : ソウル市瑞  

草区
• 工場 : 京畿華城
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二次電池

企業名 ウェブサイト 主な活動
韓国電池産業協会 www.k-bia.or.kr 二次電池産業の現況 · 動向情報の提供

ナノ炭素素材

協会 · 団体名 ウェブサイト 主要活動
国家ナノ技術政

策センター
www.nnpc.re.kr

国のナノ技術政策、戦略策定、研究開発企画支援、
国内外の協力推進

ナノ技術研究協
議会

www.kontrs.or.kr
ナノ技術開発関連学界、研究界、産業界の研究主体
間情報 · 人的交流や共同研究などの促進に向けた事業

ナノ融合2020事
業団

www.nanotech2020.org
ナノ源泉技術における政府のR＆D成果をもとに、ナ
ノ技術保有機関と事業化アイデアを有する需要企業
と連携したR＆BD事業を推進

ナノ融合産業研
究組合

www.nanokorea.net
ナノ融合産業の発展基盤作りに向けた産学研究協力
ネットワークの構築、ナノ融合企業の事業化支援、
ナノコリア開催

ナノ融合産業協
力機構

www.nanoin.org
ナノ技術の開発や産業化の促進、ナノ企業のビジネ
ス環境構築に向けた活動の支援

ナノ安全性技術
支援センター

www.safenano.re.kr
ナノ物質の安全性対応システム構築や国際認証シス
テムの確立に向けたナノ安全性技術研究のコントロ
ールタワーの役割

国家ナノインフ
ラ協議体

www.kion.or.kr
韓国ナノインフラ間の有機的な協力によるナノ技術
分野の研究開発、産業化の効率的支援、ナノインフ
ラ活性化に向けた取り組み

エンジニアリングプラスチック

企業名 ウェブサイト 主な活動
韓国プラスチック工
業協同組合連合会

www.kfpic.or.kr
エンジニアリングプラスチック産業の現況 · 動向情

報の提供

ナノ炭素素材

企業名 主要品目 ウェブサイト 位置
LG化学 炭素ナノチューブ www.lgchem.com 麗水工場

錦湖石油化学 炭素ナノチューブ www.kkpc.com 牙山工場
チェイオ 炭素ナノチューブ www.jeiocnt.com 安山
テラオン ナノ炭素発熱素材 - 城南

ピコパック 炭素ナノチューブX-ray tube部品 www.picopack.co.kr 大田
ナノケムテック CNT帯電防止コーティング液 www.nanosbiz.com 龍仁

サンボ
CNT帯電防止コーティング液、

グラフェンフィルム
www.sangbogroup.com 金浦

エクサイエンシ CNT発熱体、グラフェン www.exaenc.com ソウル
クギルグラフェン グラフェンパウダー、薄膜 www.kukilgraphene.com 大田

エンジニアリングプラスチック

企業名 主要品目 ウェブサイト 位置
コーロンプラスチ

ック
POM、PA6、PA66、PBT、

PPS、PET 
www.kolonplastics.com 

果川、金泉、
亀尾

LG化学 エンジニアリングプラスチック www.lgchem.com 益山工場

サムヤン社
PC、PBT、TPE、M-PETなどの

EPコンパウンド
www.samyangcorp.com/
Chemistry/plastic01_01

全州工場

現代EP EPコンパウンド www.hdc-hyundaiep.com
唐津、鎭川、
金泉、蔚山

韓国エンジニアリ
ングプラスチック

PA6、PA66、PBTなど www.kepital.com
蔚山工場
平沢工場

関連協会

機能性コーティング · フィルム

団体名 ウェブサイト 主な活動

(社)韓国接着コーテ
ィング協会

www.kacapotal.org
• 接着 · コーティング製品と企業の広報
• 産業統計分析、情報共有
• 主要政策や支援プログラムの収集、マッチング支援


