
韓国の優良企業の来日合わせて、海外調達で成功する日本企業も集結

日韓 グローバル調達商談会＆技術交流会

【隣国であり、品質も安心な韓国優良企業調達で、今まで海外調達を行っていなかった 企業も、以前から
海外調達を行っていた企業も、コストダウンに成功した企業が続出しています】

海外調達を始めるときも、新規調達先を探すのも技術部、購買部としては大変、骨の折れる業務になるかと存じます。
また、一方で海外調達を行いコストダウン出来たことで、更に強い商品力を発揮する事ができます。弊社は、実際にそういった
現場を数多く見て参りました。今回も韓国のピカイチ企業さんが選出され来日されます。是非、お気軽にご来場下さい。

主 催： 韓国 中小企業庁、韓国 中小企業振興公団、
後 援：日本開発工学会、日本電子機器輸入協会、オートメレビュー社
開 催 日：５月２４日（月）シンポジウム

５月２５日（火）商談会＆技術交流会
韓国参加企業：制御機器、LED関連商品、機械部品加工、ﾛﾎﾞｯﾄ応用関連、電子機器の15社
日 程：５月２４日（月） １５：００～１７：００ シンポジウム （省ｴﾈ関連の技術現況ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ）

５月２５日（火） １０：００～１２：００ 技術交流商談会
１２：００～１３：００ 日韓企業、大学、学会、協会技術交流会
１３：００～１７：００ 技術交流商談会

会 場：赤坂シュビア シーブルー http://www.subir.co.jp/equipment/map_kaijo.html
東京都港区赤坂2-14-5プラザミカドビルB1 ◆地下鉄千代田線赤坂駅 2番出口徒歩1分

◆地下鉄銀座線・南北線溜池山王駅より 徒歩3分 ◆地下鉄丸の内線赤坂見附駅より 徒歩5分

2010年、勝ち残る 海外調達がここにある

其の１
参加費はもちろん無料！其の2

其の3

其の４通訳者が円滑にサポート！

上場企業でも中小企業でも実績あり大幅コストダウンが今ここに！
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是非、お気軽
にお越し下さい



シンクロテック株式会社商談会事務局
フリーダイヤル：0120-979-533受付時間： 9；00～18：00（土日祭除く）

韓国企業および、主催者側からの情報に基づいて纏めております。
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メール：info@syncreticzz.jp
(迷惑メール対策をしており、お手数ですが赤字のzzを削除して送信してください。）
シンクロテック株式会社商談会事務局
フリーダイヤル：0120-979-533 045-210-9141
受付時間： 9；00～18：00（土日祭除く）

メール：info@syncreticzz.jp
(迷惑メール対策をしており、お手数ですが赤字のzzを削除して送信してくだ
さい。）

モバイルから黒板サイズまでのタッチパネルス
クリーンとソリューションを保有している。精度
の高いマルチタッチと板書用のペンのソリュー
ションで会議や教室用としてのソリューション展
開も可能です。

日亜化学との戦略的提携（日亜のLEDチップを
受給⇒LEDパッケージを製造）。高効率の技術
に特化しており、信頼度から自動車や電化製
品向けに出荷しており、サムソン、ＬＧにも納品
している。

LED照明器具、機器

ヤマダ電機さんをはじめ日本企業との取引さ
せて頂いております。製品特徴として、明るさ
の調節、色調節、軽量化を推進しており、特許
も取得しております。

LED照明器具、機器
アルミニウム加工製品とLED照明機器を日本
を含めて製造販売しています。今の所、建設、
建材商社、電機メーカー向けの開発販売が多
く、更に開発を推進して参ります。

LED照明器具、機器

タッチスクリーン、電子黒板

番号 会社名・ホームページ 取扱製品

PixThea Corp

・「LINNN」というブランドで、2009年に開発を完
了し、現在量産している。
・室内用Down lightや室外用保安灯、境界灯の
製品を量産
・企業や官公庁への販売および大企業に納
品。

LED照明機器、Smart Gridシステム

・LED街灯の放熱方法についての特許保有（液
体放熱方式）
・LED照明器具にて防水に関する特許保有
・日本とは協議中だが、カナダとドイツでは実
績あり
・LEDセンサー灯

LED照明器具、機器

ShinHwa Lighting

GEONAS CO., LTD.

LIGHT STANDARD

MK LIGHTING CO..LTD

参考資料

ハロゲン取替え用LED Lamp ：MR-16
電球取替え用LED Lamp ：PAR-30
蛍光灯取替え用LED Lamp ： T8
LEDランプのUL認証を推進中であり、PSE認証
も取る予定。また、現在日本で特許出願中もご
ざいます。

特許出願中ということもあり、参考写真は一枚の
みとなっております。

LED照明器具、機器

LED照明器具、機器

スマートグリッドも展開するLED照明企業。スマート
グリッドのシステム構築により、LED照明が切れた
ものなどもシステムで把握できる。

ホームページは無く創業2年ですが、放熱を得意と
したLED照明メーカー。街路灯ではいち早く実績を
出し、少ないLEDで実用化に成功。

・発熱が少なく,衝撃など外部環境に強い
・数本を連結し、様々なシーンの演出が可能
・パワー内蔵型で簡単に設置が可能
・IP65防水・防塵等級および多様な角度調節
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大手企業とも協議中ですが、代理店候補の企業
やメーカーとの協業を目指している。学校などと取
引のある企業さんにも興味を持っています。

名古屋に日本支店があり、日本語対応も可能で
す。

日本の大手重機メーカー向け実績あり、世界的に
も日亜化学のチップを購入しパッケージしてのLED
製品開発は珍しい。

取扱易さや高機能といった日本好みの商品開発
が得意。

日本の建材商社とも取引を行う貿易が盛んで国際
ハブ空港となっている仁川空港近くの企業。

The Gate Technologies

LUXPIA Co.,Ltd

NOXTECH

日韓 グローバル調達商談会＆技術交流会
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シンクロテック株式会社商談会事務局
フリーダイヤル：0120-979-533受付時間： 9；00～18：00（土日祭除く）

韓国企業および、主催者側からの情報に基づいて纏めております。

www.hyokwang.com
ヒョクワン

www.sktechwin.com(構築中)

スンクワン

www.teczen.co.kr
テクゼン精工

www.memorette.co.kr
メモレットワールド

www.imltech.co.kr ・日産5千個
エムエルテック ・韓国伝統細工デザインもあり人気商品に

・防水・防塵・防湿保護タイプもあり

www.younus.co.kr

イモーテリ

www.medialife.co.kr
メディアライフ

メール：info@syncreticzz.jp
(迷惑メール対策をしており、お手数ですが赤字のzzを削除して送信してください。）
シンクロテック株式会社商談会事務局
フリーダイヤル：0120-979-533 045-210-9141
受付時間： 9；00～18：00（土日祭除く）

詳細は http://www.syncretic.jp/consulting/pdf/0525.pdf

光とサウンドを利用して脳に健康な脳波を発
生させ、集中力の向上、ストレス緩和などの効
果が得られる。マイクロソフトでリカバリーCD
をUSBに入れ替えるプロジェクトが進んでお
り、ベンダーとして最終登録された。

Medialife.Co., Ltd. 32inch LCD HDTV（液晶テレビ）
一般用、自動車用共に製品化。自動車用では
高速バス向けに東部高速、東洋高速、京畿高
速、デウォン高速、江原高速などに実績があ
り、一般用途向けでは、SKグループ系列会
社、GSグループ系列会社、主要官公庁などが
上げられます。

高速バスなど移動が多い（振動）に強い液晶テレ
ビに特化している優良企業。日本企業の展開も
広がるのでは。

・東京輸出インキュベーター事業の企業として
選ばれ、9月に東京事務所をオープン予定
・日本語のカタログ・説明書など日本語対応
・製品企画から生産、発注までワンストップ工
程を保有し月産50万個まで対応可能

ML Tech Co.,Ltd. USBメモリー製品

IMMORTALITY Co., Ltd. USBメモリー関連の開発・販売

Hyokwang. Co., Ltd. 精密部品加工
半導体・LCD・LED製造装置、太陽光設備関
連部品を製作してきており、精密部品加工を
得意としております。切削や組立で低コストを
ご提案いたします。

SUNKWANG TECHWIN Co., Ltd.

メール：info@syncreticzz.jp
(迷惑メール対策をしており、お手数ですが赤字のzzを削除して送信してく
ださい。）

番号 会社名・ホームページ 取扱製品 参考資料
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精密部品加工
・原子力発電所向け精密機械部品加工
・航空機のランディングギア向け精密機械部
品加工 ・大型精密機械設備
（CNC５軸複合機）と三次元測定器を有し、精
密公差を要する部品に特化しており、品質、
納期・価格要件に応える体制を構築している。

TECZEN PRECISION CO.,LTD. 精密部品加工、産業用特殊放熱板、
精密部品の加工技術に基づき、顧客のニー
ズ(品質・納期・価格)を丁寧に対応させて頂き
ます。半導体、軍事用や太陽光インバータ用
放熱板向けなどが多い。

Memorette World, Inc. USBメモリー製品、ハードディスク
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精密部品加工分野では3企業が来日します
が、特に中型から大型加工品の品質と信頼
を勝ち得ております。

カナダ原子力公社への輸出実績。今までは韓国
の有力ベンダーを通しての販売だったが、直接取
引を行うほど品質に評判がある。

日本企業とも実績があり、日本的な商取引に関
する感覚と機械部品加工に長けている。また、
ヒートシンク加工も数多く行っており、ソリューショ
ン型の提案も可能。

取引先は韓国国税庁、大学から大手量販店まで
実績あり。重要な価格、デザイン共に秀でた有力
韓国企業。

日本との取引は全く無いが英語の体制は構築済
み。USBメモリー3企業はいづれも韓国では有力
の優良企業であり、防水、防塵タイプなど特徴の
ある商品が多い。

ウィルスソフト込みのUSBなど安いだけのメモ
リーにプラスアルファされた商品開発を展開。
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