
潜在的なパートナー

潜在的なパートナー
関連企業リスト

通信機器産業関連の主要企業リスト

企業名 主要品目 ウェブサイト 位置

 サムスン電子
移動通信端末、コンピュータ、ネットワ
ークシステム、半導体、ディスプレイパ

ネル、家電、医療機器など
www.samsung.com/sec 京畿水原市

 サムスンディス
プレイ

液晶フラットパネルディスプレイ
(LCD、OLED)など

www.samsungdisplay.com 京畿龍仁市

 LG電子(株)
移動通信端末、交換機、伝送機器などの
通信機器、テレビ、コンピュータなど

www.lge.com
ソウル永登

浦区

 LGディスプレー 液晶表示機器など www.lgdisplay.com 京畿安養市

 LG化学
リチウムイオン二次電池、偏光板、

PVCなど
www.lgchem.co.kr

ソウル永登
浦区

 サムスン電気

映像 · 音響、通信機器、モジュール、
印刷回路基板、積層セラミックコンデン

サ、高周波フィルタ、水晶発振器、
チップインダクタ、デジタル衛星放送受

信機など

www.samsungsem.com 京畿水原市

 LGイノテック
LED、カメラモジュール、PCB、

フォトマスク、モバイルルータ―など
www.lginnotek.com ソウル中区

(株)パンテック
通信機器、無線通信応用機器、
付加通信、監視用カメラなど

www.pantech.co.kr
ソウル瑞 

草区

エリクソンLG(株)
有線 · 無線交換機器、伝送機器、

PBX、、通信システム、電子交換機など
www.ericssonlg.co.kr

ソウル江 
南区

SKテレシス(株)
光中継器、有線 · 無線伝送機器、

FEMTOなど
www.sktelesys.com ソウル中区

(株)イレンテク
バッテリーパック、PCB Ass'y、

充電器、モーターなど
www.elentec.co.kr 京畿水原市

エスマック(株)
タッチスクリーン、タッチモジュール、

モバイルモジュールなど
www.s-mac.co.kr 京畿平沢市
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企業名 主要品目 ウェブサイト 位置

(株)メルパス タッチコントローラICなど www.melfas.com 京畿城南市

(株)パトロン 移動通信アンテナ、デュアルカメラなど www.partron.co.kr 京畿華城市

インタプス(株) ケース、アンテナなどの携帯端末部品 www.intops.co.kr 京畿安養市

ノキアソリューシ
ョン＆ネットワー

クスコリア(株)
通信機器、通信システムなど www.nokia.com

ソウル江 
南区

(株)DASANネット
ワーク

スイッチ、ルーター、スイッチ、
サーバ、通信機器など

www.dasannetworks.com 京畿城南市

チャファ電子(株)
携帯バイブレーションモーター、

電子管、マグネットなど
www.jahwa.co.kr

忠清北道清
州市

(株)エーステクノ
ロジー

端末用、基地局用アンテナ製造など www.aceteq.co.kr 仁川延寿区

(株)KMW
有線 · 無線通信機器、移動通信部品、通
信中継器、通信基地局用モジュールなど

www.kmw.co.kr 京畿華城市

(株)ソリッド
携帯電話用コネクタ、
通信機器の製造など

www.optimech.co.kr 京畿華城市

(株)ユービークウ
ォス

移動通信用光中継器、光通信機器、
無線通信機器など

www.solid.co.kr 京畿城南市

(株)ユービークウ
ォス

スイッチ、FTTH、有線 · 無線ネットワー
キングソリューションなど

www.ubiquoss.com 京畿城南市

(株)カムシステム
携帯電話のカメラモジュール、

半導体製造用機器など
www.cammsys.net 仁川延寿区

(株)エスコネック 携帯電話の内装 · 外装部品など www.s-connect.co.kr 京畿広州市

(株)SJテック 無線通信機器(携帯電話の部品)など www.sjtech87.co.kr 大邱達西区

UIL(株) 携帯電話用キーパッド、スイッチなど www.e-uil.com 京畿坡州市

(株)RFテック 移動通信端末、充電器、電子部品など www.rftech.co.kr 京畿龍仁市

(株)FRテック 移動通信用中継器など www.frtek.co.kr 京畿安養市

(株)チャンウォン
テク

スマートフォン、
タブレットPCのブラケットなど

www.jangwontech.co.kr
慶尚北道亀

尾市

企業名 主要品目 ウェブサイト 位置

 ナノス(株)
携帯電話のカメラモジュール部品(光学フ

ィルタ)、ホールセンサなど
www.nanosm.com 京畿華城市

(株)ナムガ
スマートフォンのカメラモジュール、

通信機器など
www.namuga.co.kr 京畿城南市

(株)オプトロンテ
ック

デュアルカメラ、光学部品、
半導体素子など

www.optrontec.com
慶尚南道昌

原市

(株)イノウェーブ
有線 · 無線光通信部品(光学薄膜フィル

タ)など
www.inno-wave.co.kr 京畿烏山市

 クルーシャルテ
ック(株)

オプティカルトラックパッド、
LEDフラッシュモジュールなど

www.crucialtec.com 京畿城南市

(株)ドリームテッ
ク

電子部品、ブルートゥース、
携帯電話用充電器など

www.idreamtech.co.kr 京畿城南市

(株)ギガレイン RF通信部品、半導体機器など www.gigalane.com 京畿華城市

(株)ワイソル
フィルタ、RFチップ、振動モータ、

フィルタバンクなど
www.wisol.co.kr 京畿烏山市

エリクソンLGエン
タープライズ(株)

電子交換機、IP電話、通信機器など
www.ericssonlg-
enterprise.co.kr

ソウル衿 
川区

(株)DASANネット
ワークソリューシ

ョンズ

ネットワーク機器、バックホール機器、
ソリューションなど

www.dasans.com 京畿城南市

(株)コメクス
ビデオ電話、アンプ、スピーカー、

インターホン、ドアホン、交換機など
www.commax.com 京畿城南市

(株)マーキュリー
アクセス、交換機、ゲートウェイ機器、
送信 · 衛星機器、ブロードバンドなど

www.mercury.co.kr 仁川西区

(株)テリット · ワ
イヤレスソリュー

ションズ

無線通信機器、IoTモジュール、
ソフトウェアなど

www.telit.com
ソウル永登

浦区

(株)モベイス 携帯電話ケースなど www.mobase.com 京畿華城市

(株)テユプラス 有線 · 無線通信機器、光通信機器など www.dayouplus.co.kr 光州光山区

(株)ファインデジ
タル

ナビゲーション、ブラックボックス、
移動通信機器など

www.finedigital.com 京畿城南市
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企業名 主要品目 ウェブサイト 位置

(株)イルヤ 携帯電話の部品、金型など www.ilya.co.kr 仁川南洞区

(株)ピープルワー
クス

移動通信用電力増幅器、リピータ、
通信用部品 · モジュールなど

www.peopleworks.co.kr
慶尚北道亀

尾市

(株)HFR
リピータなどの無線アクセスRF機器、

無線通信品質管理システム、光伝送シス
テムなど

www.hfrnet.com 京畿城南市

コウァバー(株)
加入者系光端局機器、光伝送機器、

有線通信機器など
www.coweaver.co.kr

ソウル江西
区

(株)サムグァンウ
ィンテク

携帯電話ケースなど www.samkwang.com
慶尚北道慶

山市

サムジ電子(株)
無線通信機器、無線検針システムチップ

など
www.samji.com 京畿華城市

(株)イノワイヤ  
レス

無線通信テストツールなど www.innowireless.co.kr 京畿城南市

(株)AnTS 無線通信機器の製造、ソフトウェアなど www.ants.co.kr 京畿安養市

(株)モイムスト  
ーン

インターネット電話、タブレット、ソフ
トウェアなど

www.moimstone.com
ソウル瑞草

区

(株)インフォマー
ク

ウェアラブルデバイス、モバイルルータ
など

www.infomark.co.kr 京畿城南市

サムファ通信工 
業(株)

広帯域デジタル伝送機器、BDCS、
WDCS、コネクタなど

www.samhwa.net
ソウル衿川

区

(株)CS
超小型中継機、統合中継機、

変波中継機、RF分散中継器、パーソナル
中継器など

www.cs-holdings.co.kr 京畿城南市

アルティ電子(株) 通信機器部品、半導体部品(LED)の製造 www.alti-e.co.kr
慶尚北道亀

尾市

(株)ウリネット 光伝送機器、交換機器など www.woori-net.com 京畿安養市

ソンウ電子(株)
携帯電話の部品、無線通信機器の部品 

など
www.swei.co.kr 京畿安山市

RFHIC(株)
ブロードバンド送受信部品(RFモジュー

ル、RF部品、電力増幅機)など 
www.rfhic.com 京畿安養市

企業名 主要品目 ウェブサイト 位置

(株)EMW
携帯電話端末のアンテナ、自動車のアン

テナなど
www.emw.co.kr 仁川南洞区

(株)キサンテレ  
コム

光モジュール、PCS中継機、WLLシステ
ムなど

www.kisantel.co.kr
ソウル松坡

区　 

(株)テレトロン
スイッチ、ルータなどのネットワーク機
器、超高速インターネットのインフラシ

ステムなど
www.teletron.co.kr 京畿安養市

(株)ピーアンド  
テル

携帯電話ケースなど www.pntel.co.kr
ソウル永登

浦区

(株)フォーアンド
ティ

光通信部品、送信機器、データ送信機
器、有線 · 無線通信機器など

www.fo-t.com 京畿軍浦市

(株)テレフィール
ド

超小型光伝送機器、ソフトウェアなど www.telefield.com 京畿城南市

(株)テラウム 放送ネットワーク機器など www.telaum.com 京畿富川市

ウィンテックシス
テム(株)

高速データ送信機器、光伝送機器など www.wintek.co.kr 京畿義王市

オプティシス
光リンクモジュール部品、光半導体素子

など
www.opticis.com 京畿城南市

(株)ウェーブエレ
クトロ

電力増幅機、移動通信中継機、RRHなど www.wavetc.com 京畿水原市

カンマヌ
無線基地局アンテナ、中継機のアンテナ

など
www.gammanu.com 京畿華城市

(株)OEソリューシ
ョンズ

光トランシーバ(送信 · 受信用モジュー
ル)など　

www.oesolution.com 光州北区

(株)ライトロン
光加入者用光送信 · 受信モジュール、光

部品など
www.lightron.co.kr 大田大徳区

(株)ウリロ 光スプリッタ、光ダイオードなど www.wooriro.com 光州光山区

テハン光通信(株) 光ファイバー、光ケーブルなど www.tfo.co.kr 京畿安山市

(株)スカイムーン
テクノロジー

無線電話中継器、通信資材など www.skymoonstech.com 京畿安養市
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移動通信サービス関連の主要企業リスト

企業名 主要品目 ウェブサイト 位置

SKテレコム
有線 · 無線通信業、移動通信サービス、

IoTなど
www.sktelecom.com ソウル中区

KT 
有線 · 無線通信業、移動通信サービス、

IoTなど
www.kt.co.kr 京畿城南市

LGU+
有線 · 無線通信業、移動通信サービス、

IoTなど
www.uplus.co.kr ソウル龍山区

マーチャンド
コリア

仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など www.mymvno.co.kr ソウル衿川区

SKテリンク 仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など www.sktelink.com ソウル中区

(株)Tブロード 総合有線放送、VOD、格安フォンなど www.tbroad.com 京畿水原市

エネックステ
レコム

仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など www.annextele.com ソウル江南区

コードモバ  
イル

仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など www.egmobile.co.kr ソウル江南区

フリーテレ  
コム

仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など www.freet.co.kr ソウル城東区

韓国ケーブル
テレコム

仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など www.kcttel.com ソウル中区

CJハロー 仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など www.cjhello.com ソウル麻浦区

YLランド 仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など ylland.net 京畿城南市

スマテル 仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など www.smartel.co.kr ソウル江南区

アイズビジ   
ョン

仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など www.eyesvision.com
ソウル永登   

浦区

ユニコムズ 仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など www.mobing.co.kr 京畿軍浦市

KTMモバイル 仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など www.ktmmobile.com ソウル江南区

ドリームラ   
イン

仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など www.dreamline.co.kr ソウル九老区

CNコミュニケ
ーション

仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など okcnc.co.kr ソウル江南区

企業名 主要品目 ウェブサイト 位置

NRコミュニケ
ーション

仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など　 www.nrcom.com 京畿水原市

世宗テレコム 仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など　 www.sejongtelecom.net ソウル江東区

ウィナーズ  
テル

仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など　 www.idowell.co.kr ソウル衿川区

メディアログ 仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など　 www.medialog.co.kr ソウル麻浦区

(株)クンサラム 仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など　 www.ghs.co.kr ソウル九老区

(株)インスコ
ビー

仮想移動体通信事業(MVNOサービス)など　 www.inscobee.com ソウル衿川区

関連協会 · 団体

通信機器産業関連の主要協会 · 団体リスト

機関名 ウェブサイト 主な活動

韓国電子情報
通信産業振 

興会
www.gokea.org

- 特許紛争 · 環境規制 · 貿易規制など各種規制対応や制度の
改善、FTAなどの国際通商懸案に対応

- IT統計調査 · 動向分析、国際標準化支援、専門人材の養成
支援、韓国電子展(KES)の開催、海外マーケティング活動
支援

- 将来新成長の原動力となる産業の育成基盤構築をサポー
ト、政府の政策事業計画 · 実行、国内外関連機関との協
力体制 · ネットワークの構築など

韓国情報通信
産業協会

www.kait.or.kr

- 放送通信産業の成長に向けた政策支援、放送通信融合の
促進 · 成長基盤の構築

- 放送ネットワーク高度化の推進や次世代インフラ構築支
援、放送通信サービスの育成、利用者を保護する環境作り

- IT統計調査 · 傾向分析など



INVESTMENT OPPORTUNITIES IN KOREAINVESTMENT OPPORTUNITIES IN KOREA 潜在的なパートナー

機関名 ウェブサイト 主な活動

情報通信産業
振興院

www.nipa.kr 

- 情報通信産業の政策研究 · 政策の策定を支援
- 報通信産業の育成 · 発展や専門人材養成などの基盤作り

事業
- 情報通信産業の発展に向けた流通市場の活性化 · マーケ

ティング支援
- 情報通信技術の融合 · 活用に関する事業の推進
- 情報通信産業関連の国際交流 · 協力や海外進出支援など

情報通信企画
評価院

www.iitp.kr

- ICTR＆D技術開発戦略 · 技術企画
- ICTR＆D政策研究、情報調査分析 · サービス
- 情報通信技術開発事業協約の評価 · 支援
- ICTR＆D成果の普及や技術移転、技術事業化の促進
- 情報通信専門人材の養成 · 研究基盤作りなど

韓国モバイル
産業振興協会

www.koreamobile.org

- モバイルベース産業体 · 環境の実態調査、地域インフラ
や施設の活性化支援

- 国内外のモデル事業発掘 · 推進、企業の育成、モバイル
HW · SW · ソリューションの海外進出をサポート

- モバイル融合技術開発 · サービスロードマップの作成、
専門人材の養成など

韓国モバイル
業界連合会

www.moiba.or.kr
- モバイル業界の交流活性化 · 政策開発
- スマートコンテンツ企業への支援 · 相互協力サポート
- モバイルコンテンツ利用者の保護など

大邱テクノパ
ークモバイル
融合センター

www.mtcc.or.kr

- モバイル融合新産業のグローバル競争力強化事業
- モバイル端末の国際規格適合性試験 · 認証(国際公認認証

事業)
- モバイル端末の研究開発事業、技術支援事業、マーケテ

ィング支援事業など

韓国知能型
IoT協会

www.kiot.or.kr

- IoT、5G、データ、AIなどの技術融合 · 事業協力支援
- 規制の改善、標準開発支援などの融合事業環境の改善や

産業基盤の強化
- サービス拡散や市場の活性化に向けた広報 · 情報提供など

韓国スマー
トホーム産

業協会
www.kashi.or.kr 

- 法制度の改善 · 標準化、知能型ホーム国家標準研究会の
運営

- スマートホーム展示会、サービスの発掘などスマートホ
ームサービスの利用を促進

- 産業統計指標の開発 · 統計調査などの調査研究
- 海外市場向けのモデル開発 · 市場多様化戦略の推進

韓国電子通信
研究院

www.etri.re.kr
- 情報、通信、電子、放送、成果関連融合 · 複合技術分野

の産業基盤技術開発や普及など

機関名 ウェブサイト 主な活動

韓国電子部品
研究院

www.keti.re.kr
- 部品素材、エネルギーディスプレイ、システム半導体、情

報通信メディア、融合産業分野の技術開発研究 · 企業支援

情報通信政策
研究院

www.kisdi.re.kr
- ICT戦略、通信電波、未来融合、放送 · 電波政策の研究、

ICT統計など 

移動通信関連の主要協会 · 団体リスト

機関名 ウェブサイト 主な活動

韓国情報通信
技術協会

www.tta.or.kr

- ネットワーク、ICT融合、情報保護、SW、放送、電波 · 移動
通信など国内ICT標準の制定 · 改定や普及

- ICT製品に対する国内外の試験認証 · 試験規格の開発
- ICT標準化 · 試験認証関連の国際協力活動
- ICT標準化 · 試験認証関連の専門人材を養成
- 中小企業の競争力強化に向けた支援活動

韓国放送通信
電波振興院

www.kca.kr

- 番組制作支援などの放送コンテンツ · メディアの活性化
- 無線局検査などを通じた無線ネットワークインフラの構築
- 周波数分配、需給など電波情報の公開
- 放送通信電波分野の国家技術資格検定人材の養成、教育など

韓国通信事業
者連合会

www.ktoa.or.kr

- 通信事業者の事業環境改善 · 権益強化に向けた政策や制度の
改善

- 国際協力 · 交流活動
- 通信事業者間の協力 · 公正な競争体制の確立
- 通信サービス利用者の報告活動
- ICT政策の調査研究 · 対外広報活動など

韓国MVNO
協会

www.kmvno.or.kr

- 国内MVNO市場の活性化に向けた政策 · 制度の改善
- MVNO関連政府の委託事業
- 通信サービスの提供、国民の権益強化に向けた活動
- 通信事業の発展方向に関する調査 · 研究事業
- 通信産業関連団体 · 研究機関との業務提携や共同事業など


