
韓国の自治体である京畿道では、韓国進出をご検討中の日本企業向けに実務的なアド
バイスをご提供致します。さらに京畿道に所在しているLCD、半導体、自動車業界の産業
動向、関連大手企業の販売・購買戦略、及び日系企業の進出事例に関するセミナーを行
い、日本企業皆様の韓国進出にあたって情報をご提供致します。

●主      催 ： 韓国・京畿道（GyeongGi-Do）
●後      援 ： 株式会社 矢野経済研究所
                         （Yano Research Institute Ltd.）

●参加企業 ： 50社（参加者：1社につき2名様まで）
●参 加 費 ： 無料（通訳もつきますのでご安心ください）

日時 ： 2013年 7月 23日（火）
会場 ： ホテルオークラ福岡（博多）

●プログラム（13：00～17：00） ●場所：3F オークルーム

●個別訪問相談
韓国進出に興味をお持ちの企業のみなさまの中で、詳細な相談をご希望の企業の方には、京畿道の担当の者が
イベント翌日の7月24日から26日にかけ御社に直接訪問し相談することもできます。ご希望の企業の方はセミ
ナー申し込みの際に別途指定欄にチェックをお願い致します。

●申し込み
矢野経済研究所HP（http://www.yano.co.jp/）の
http://www.yano.co.jp/seminar/2013/0723/0723.html  よりお申し込みください。

※セミナープログラ ムの順番や構成、講師が変わる場合もございますので、予めご容赦いただけますようお願い申し上げます。

 時　間 主       題  講      師
 13：00～13：10 ご挨拶  韓国京畿道
 13：10～13：40 京畿道投資環境説明  京畿道投資振興課
 13：40～14：00 韓国産業動向（LCD、半導体、自動車を中心に） 矢野経済研究所
 14：00～14：10  休憩
 14：10～14：30 韓国LCD、半導体メーカーの購買戦略  韓国大手企業の購買戦略チーム
 14：30～14：50 日本企業の韓国投資事例  日東電工(株）
 14：50～15：10 韓国自動車企業の製品調達状況  韓国大手自動車メーカー
 15：10～17：00 1：1相談会  京畿道投資振興課

●主催者について

主催 ：                    韓国・京畿道（GyeongGi-Do）
京畿道は朝鮮半島の中心に位置し、1,207万人を超える人口を抱
えた韓国最大の地方自治体です。サムスン、SK、現代・起亜、LG、
SKhynixなどのグローバル企業が競争力を高めており、3M、
Bosch、Siemensなど世界有数の海外企業が企業活動を成功裏
に展開しています。
京畿道はIT、半導体、ディスプレイ、携帯電話など先端産業の中心
地である上、関連分野の海外企業に最高の投資機会を提供して
います。また、完成車工場、研究所、部品メーカーなど自動車関連
事業においても最適な投資先です。

●会場アクセスマップ　

●参加申込締切 ： 2013年7月18日（木）
●定            員 ： 100名（1社につき2名様まで）  ※申込み多数の場合は、先着順とさせて頂きます。

●ホテルオークラ福岡（博多）    3Ｆオークルーム
〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町3-2 博多リバレイン
TEL. 092(262)1111(代）

●メモリー半導体部門世界1位 ●半導体市場シェア世界3位
※京畿道内の半導体関連主要企業

<交通のご案内〉

■福岡空港より地下鉄約10分、「中洲川端」駅直結 （川端口の改札を出て６番出口）
■JR博多駅より地下鉄約5分、「中洲川端」駅直結 （川端口の改札を出て６番出口）
■天神より地下鉄約1分、「中洲川端」駅直結
■都市高速呉服町ランプより車で約3分
■都市高速千代ランプより車で約7分
■福岡交通センター3番のりばよりバスで約15分
■西鉄天神バスセンターよりバスで約10分

●お問合せ先
株式会社 矢野経済研究所
営業本部 カスタマーセンター
             Tel. 03-5371-6901 / E-mail:customer@yano.co.jp  

半導体

● LCD 売上高シェア 52.8％ で世界1位
● OLED 売上高シェア 76.08％ で世界1位
● PDP 売上高シェア 52.1％ で世界1位
※京畿道内のディスプレイ関連主要企業

ディスプレイ

2010年の国別自動車生産ランキング世界5位
京畿道の自動車関連産業の従事者数は韓国の全体の23％
京畿道の自動車部品メーカー数は全国の22％
※京畿道内の自動車産業関連主要企業

自動車産業



企業が感動する投資
京畿道で経験して下さい
京畿道が北東アジア経済のハブとして浮上しています。
京畿道は、港湾や道路など優れたインフラと優秀な人材、産学官の協力基盤そして15億人に上る日中韓の
消費市場の中心に位置する投資に最適な地域です。また、広大な敷地と豊富な人材資源を基にIT、
半導体、ディスプレイ、自動車など注力産業のみならず、太陽電池、自動車用二次電池、
LEDなど新再生可能エネルギー産業、海洋・スカイレジャー産業、文化産業など未来の成長産業を育成しています。
韓国全体の雇用の6割を創出している経済の中心地である京畿道は、最適の投資インセンティブとニーズに応えた
行政サービスにより、企業の皆様の投資が実り多い成果を得られるようお手伝い致します。

北東アジアは現在、欧州人口の4倍に上る人口15億人の巨大な消費市場を持っており、欧州連合（EU）・
北米自由貿易協定（NAFTA）とともに世界の3大貿易ブロックの1つとして浮上しています。アジアの拠点から世界の
拠点へと成長しつづけている北東アジアへの投資はもはや選択の問題ではなく必須です。

京畿道の経済規模

首都圏の巨大な消費市場

京畿道内の82の大学・大学院と13万5千人の研究開発人材は貴社のビジネスを成功に導きます。

優秀な人材資源

京畿道は仁川、金浦の2つの国際空港、平沢、仁川の2つの国際港湾、11の高速道路と6つの鉄道で
首都圏と1時間で結ぶ交通インフラを構築しています。特に、時速100km以上で走る広域急行鉄道GTX（Great Train Express）が
2016年に竣工されると、ソウルと京畿道の主要都市間は15～30分で結ばれ、交通の利便性が更に向上致します。

理想の交通インフラ

23.9% 35.9% 19% 16.3%

経済活動人口（‘10）
591万人

- 国際航空貨物量 (2010)：268万トン
- 旅客輸送量：3,300万人
- ACI（国際空港協議会）が行う顧客満足度評価（ASQ）で
  6年連続世界1位を達成（2005～2010）
- 68社の航空会社が世界165都市を運行

・仁川国際空港

- 研究開発費総額：37兆9,285億ウォン（世界7位）
- GDPに占めるR&Dの割合：3.57％（世界3位）
- 経済活動人口1,000人当りの研究員数：10人（世界2位）
- 大学進学率83.8％（韓国人口の43%が最低大学レベルの教育を履修）

・韓国のR&Dの現状（2010年）

・京畿道のR&D投資（50.23％全国1位、2010年）

・京畿道の優秀な人材資源

- 首都圏を東西、南北に結ぶ新しい交通ネットワーク（地下40m～50mを通過）
- 高速及び大量輸送が可能になる首都圏の交通革命
- 低炭素グリーン成長に向けた最適の交通手段（自動車に比べCO2排出量1/6、
  エネルギー消費量1/8程度）

・首都圏広域急行鉄道（GTX）

- コンテナ貨物量（2010）：189万2千TEU（前年比20％増）
- 最大5万トン級船舶の入出が可能
- 北港及び仁川新港を開発し、埠頭別効率化を強化する
  中小規模の貨物流通団地を助成し、貨物ターミナルの確保、
  輸送手段の大型化及び専用化、貨物情報システムの構築など
 

・仁川港

- 貨物量（2010）：44万5千TEU（前年比15％増）
- 航路：20路線（コンテナ15、カーフェリー5）、米国地域地就航（5万トン級）、
  欧州地域就航（6万トン級）、東南アジアなど
- バース：36バース運営中（2020年までに62バースに増設予定）

・平沢港

工場（‘10）
5万1176棟

国際貿易規模（‘10）
1,695億ドル

大手企業（‘10）
264社

京畿道（全国1位) 京畿道（全国1位) 京畿道（全国1位) 京畿道（全国2位)

北東アジア 韓  国 京 畿 道
人口 15億人（世界の23％） 5,064万人 1,207万人

GDP 11兆ドル（世界の20％） 8,329億ドル 1,641億ドル

京畿道は、外国人投資企業専用の産業団地以外の敷地に関心をお持ちの企業の方々に対し、敷地買収、工場着工
の許認可などの行政手続を積極的に支援します。既に東友ファインケム（株）、アヴァンストレート・コリア（株）など、
9社が個別型外国人投資地域に指定され、国税及び地方税の減免など、様 な々インセンティブを受けています。

個別型外国人投資地域

 区分 外国人投資企業名 指定時期 生産品目 位 置 指定面積（m2）
 １ 韓国デンソー販売（株） ‘11.6.1 自動車部品研究 義王市 20,586

 2 韓国モレックス（株） ‘11.2.26 電子コネクターとそのデザイン 安山市・壇園区 13,926

 3 フェアチャイルド（株） ‘10.12.29 電力用半導体 富川市・遠美区 6,579

 4 リンデ・コリア（株） ‘09.10.22 産業用ガス 龍仁市・器興区 24,367

 5 韓国タイムズ航空 ‘06.03.29 ヘリコプターその部品 金浦市・大串面 336,770

 6 プラックスエアー・コリア ‘05.11.28 産業用ガス 龍仁市・器興区 16,643

 7 韓国HOYA電子（株） ‘04.12.30 TFT-LCD用大型Photo Mask 平沢（玄谷地区） 18,600

 8 アヴァンストレートコリア（株） ‘04.12.30 LCD用ガラス基板 平沢（玄谷地区) 88,770

 9 東友ファインケム（株） ‘03.12.29 TFT LCD液晶用カラーフィルタ 平沢（浦升地区) 103,575

41%

研究開発費
投資資源：15.5兆（全国1位）

33%

R&D産業従事者
78,000人

42%

科学技術及び工学専攻者
89,000人

24.7%

自動車産業関連従事者
63,407人

14%

LED産業関連専攻者
9,884人

32.6%

研究人材
総研究員：10万5,460人（全国1位）

30.1%

研究開発組織
総組職数：4,957組職（全国1位）

33.2%

企業研究所
総研究所数：7,914ヶ所（全国1位）


