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会社概要

会社

代表取締役

設立日

事業分野

売上高

所在地

URL

イントップス(Intops Co., Ltd.)

キム·グンハ、チョン·サジン

1981年 7月 1日

電子製造サービス、射出成形、金型及び工具、CNC、蒸着、メッキ、半

組み立て、携帯機器部品、家電機器部品、自動車部品、化粧品ケース

9,105億ウォン(連結, 2019年)

Anyang,(本社)

(韓国内 6店, 中国1店 , ベトナム 2店運営)

www.intops.co.kr

65%

18%

10%

7%

IT 機器

生活家電

ツーリング/ その他

会社売上自動車
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1984.07

2001.11

2009.11

2010.09

2010.06

2011.01

2012.05

2012.11

2013.11

2014.02

サムスン電子のパートナー会社に指定

INTOPS(天津)法人設立

ベトナム(ハノイ)工場設立

サムスンモバイル賞受賞

SQ認証(ベンダー品質上 – Hyundai自動車)

サンスン同伴成長優秀事例大賞受賞

部品R&Dセンター認証(韓国産業技術振興協会)

部品資材部門専門会社認証(産業通商資源部)

ISO 14001:2004認証(TUV Rheinland)

ISO/TS16949:2009認証(TUV Rheinland)

会社沿革

2014.04

2014.05

2014.05

2015.06

2016.03

2016.07

2017.07

2017.11

2019.05

2019.05

SQ認証（ベンダー品質賞: Hyundaiモビス）

イノビズ2次認証（中小企業庁）

ベンチャー企業2次認証（技術保証基金）

Paper Program（ハードウェアアクセラレータ）開始

ベトナム工場設立(ホーチミン)

未来買収(自動車部品生産企業)

サムスン品質部門賞受賞

モビス天津の公式供給企業として登録

サムスン品質部門賞受賞

フィルムインサート射出成形(FIM)ライン構築

主な沿革
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グローバル事業場 現況

安養 : 本社, R&D センター, デザイン·ラップ

水原 : IoT製品, セットトップボックス, ライフスタイル製品

広州 : 家電機器

亀尾 : スマートフォン/タブレットPC、自動車部品(ランプ)化粧品

ケース

金泉 : 自動車予備部品(充電型バッテリーケース、コネクタ、

（junction box)

沃川 : 自動車予備部品(充電型バッテリーケース、シリンダー

ヘッドカバー)

天津 : Car Infotainment System 

ライフスタイル製品, EMS

ハノイ : スマートフォン、タブレットPC、携帯アクセサリー

ホーチミン : TV, 冷蔵庫, 洗濯機部品
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主要顧客企業

携帯電話及び情報通信機器用部品

サムスン電子、シャープ、京セラ、NEC、KT、マクソンモーター、パンテック、アイリバー、インボディ

家電部品

サムスン電子

自動車部品

現代/起亜自動車、現代モービス、ニフコ、現代IHL、インジコントロールズ、JPCオートモーティブ、タイコー

AMP、ユーラコーポレーション

化粧品ケース

アモーレパシフィック

EMS

Josh.ai、ラインアース、エムパティカ、キウィプラス、プリニクス、Dot、N.Thing、

イレブンプラス、エピケース、ベイグラップ、オナン
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事業分野
スマートフォン / 家電部品

サービス

製品

射出成形、コーティング、金型及びツーリング、

プレス、CNC、蒸着、メッキ、アセンブリ

スマートフォン, VR 機器, IoT 機器, 

タブレットPC, 家電機器
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事業分野
自動車 部品

射出成形、コーティング、金型及びツーリング、プレ

ス、CNC、蒸着、メッキ、アセンブリ

リアコンビランプ、FR&RR霧灯、後部反射鏡、

コネクター、シリンダーヘッドカバー、EVバッテリー

ケース、オーバーヘッドコンソール、Junction box/

ヒューズボックス、プラスチック吸気マニホールド、

バニティミラー、ドアトリム

サービス

製品
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事業分野
Electronic Manufacturing Service

NARAN

ナランは、プロタOSに基づ
いたパーソナルサーバコ
ンピュータを開発生産

キウイプラス

キウイスマートウォッチは、
音声によるメール送信、リ
アルタイムGPS、様々な教
育コンテンツ、
お子様に便利に電話をか
けることができる機能など、
様々な機能を装着

Josh.ai

直感的な音声コントロールが遠距離長マイクとすべての機能を完備し
たホームプロセッサを装着した多機能ホームコントロールインタフェー

スであるジョシュマイクロ(Josh Micro)の極限パワーに出会う。

Dot

視覚障害者が読む楽しさを満喫できるように全力を尽くす
会社。 ドットの開発陣は、スマートデバイス上のテキストを
点字に変換させる点字スマートウォッチを開発

エンシング

IoTを通じて植木鉢に水を
やる技術。N.Thingのプレ
ンティ(Plenty)は、インター
ネットを通じて家の植木鉢
に遠隔で水を与えることが
できる技術を開発した。

Expatica

生体信号をリアルタイムで
モニタリングする業界最高
に便利で正確性の高い手
首バンド
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プリニクス

大切な瞬間を記録してくれる低コストの携帯用写真プリン
ター。 プリニクスが独自開発したプリンターエンジンとイン
クカートリッジは、この超小型プリンターに生命を吹き込ん
だ。

Rainus

どのようなタイプの小売空
間でも便利に使えるESLソ
リューション。 全ての価格
ラベルに最新の価格情報
を瞬時に伝えることが可能

ベーグルラップ

LOCOOP

ハードウェア開発方式での全く新しい方式を開拓。 3Dプリ
ンティングは物を開発する方式を根本的に覆している。
ロークプの技術はレイヤーの変更の必要をなくし、高い耐
久性と信頼性を持つアウトプットの大きさを拡大してくれる。

3L labs

ワイヤレス充電、Bluetooth、
センサーなどの分野の専門家
を総動員して、フットスロッガー
技術を開発し、これを通じて先
端のスマートシューズの眼窓
から足と歩く姿勢を分析した結
果、驚くことに多くの人々が健
康でない方法で歩いているこ
とが分かった。いることが分
かった。

スプリモ

もはや空気清浄機が室内
空気を浄化するまで待つ
必要がなくなった。 スープ
レモをつけた瞬間、清潔で
新鮮な空気が楽しめるよう
になった。 指向性の空気
清浄とインテリジェントアプ
リを通じて室内空気浄化
は今やとても便利になった。

この巻尺さえあれば、
他の巻尺はもう要らな
くなること。 あらゆる
種類の物の長さを計
るにあたり、ロープや
ローラー、超音波など
を活用。長さ測定を
行った後、このデータ
をモバイル機器に転
送することまで担当。

事業分野
Electronic Manufacturing Service
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事業分野
Electronic Manufacturing Service



11

インプラ

INTOPSは最新射出成形やCNC機械などの生産装備を完備しており、会社内部に金型および

ツール製作センターを置いており、高速成長しています。

現在、国内(6ヶ所)、中国(1ヶ所)、ベトナム(2ヶ所)などのグローバル生産基地を保有しています。

全世界のお客様のために迅速に対応しています。

生産ライン

すべての生産設備は、自社部品またはモジュールおよび完成製品の組立ラインを保有しています。

会社の生産ラインは電子製品の組み立て分野に豊富な経験を持つ技術陣が責任を負っています。

世界最高のメーカーが使用する部品と製品のうち、 INTOPSの生産設備で製造する製品は相当数あり

ます。

組立工程



12

インプラ

すべての過程には検査段階が従います。

INTOPSは、消費者が購入する製品が最高の品質状態であることを確認するために、先端の検査機器

を活用しています

検査

製品寿命周期管理(PLM)の一段階としてINTOPSは毎月購買、天津、ハノイで生産される1400万個の

部品に対する物流を管理しています。 そのような大量の部品物流管理において効率と高い生産性は

必要不可欠な要素です。

物流
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スピード

Specialty

問題解決能力

CMF/Design

Hardware accelerator
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生産開発プランコンセプト

開発から生産まで : もっとも早い ODM/EMS

1. PPD:製品プラン文書（コンセプトプラ

ンニング）

2. PKA:プロジェクトキックオフ承認

3. DIA:開発投資の承認

1. PRD:プロジェクト（製品）要件文書

2. DPD:開発プラン文書

3. TP:テストプラン

4. PIA:製品実行承認

1. DVR:デザイン検証検討(サンプル)

2. PVTR:製品有効性試験検討/報告（サンプル）

3. PVR:製品の有効性を検討（サンプル）

4. PQTR:製品適格性試験報告書（サンプル）

5. PRA:製品生産完備承認（最終サンプル）

１．FPTR:初回生産試験報告書

２．DCD:開発完成文書

３．SRA:出荷放出承認

高速生産

予測日から3か月，POから10日，DOから3日

超柔軟大量生産サービス

* PO及びDOの日程は、製品によって異なることがあります。

高速コンセプトから生産まで… 6か月内生産完備
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R&D Flow

製品デザイン / 機構エンジニアリング(INTOPS)

製品デザイン検討

CMF 検討

最終Design mock-up

デザイン検討

製品デザイン

DFC
（費用効率性）

エンジニアリング検討
（概略的模型の検討)

DFM
（量産設計）

金型製作

DFM 調整
金型調整

サンプル承認

T1

T0

jig Design
(量産 ツーリング)

回路 Design / 
PCB Design

BOM 報告

ユーザーシナリオ検討
コーディング開始

技能/スペック検討

機能/シナリオ
確認

PCB 製作

検討
debug開始

最終walking mock-up

修正
コード修正

SMT

組立/テストコードの
設置

ME 支援

ME 支援

サンプル承認

T1

T0

ME 支援

ハードウェア / ソフトウェア(INTOPS)

機構設計

Design mock-up

walking

最終walking mock-up

mock-up Block Diagram
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Electronic Manufacturing Service (EMS)

INTOPSは、EMS分野で大手企業だけでなく、新生IT企業とも多くの

協業を進めています。 ますます多くの技術企業が自社事業を開始することによって、既存企業も

より革新的な製品を出すために多くの努力を傾けています。 無限競争の中で競争力向上のため

スピードがカギとなっています。

INTOPSは顧客企業が新製品の発売を早めることができるよう、6ヶ月にわたる加速化開発サー

ビスを提供します。 多くのINTOPSの顧客が新生IT企業であるため、 INTOPSは一切の品質上の

妥協なく新製品の発売速度を上げるように要求されることもあります。

INTOPSはこのような市場ニーズを最もよく反映する製品を適期に納品するにおいて優れた力量

を保有しています。

スピードがカギ



17

スピード

Specialty

問題解決能力

CMF / Design

Hardware accelerator
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INTOPS R&D :会社最高の強み

INTOPS 本社 INTOPS 水原

HW / SW RF 기계공학처리

機械工学処理 鋳型·工具部署 CMF

法律 project PM チーム 生産性/ 効率

製品Design 機械工学処理 CMF

法律 project PM チーム HW / SW

生産性/ 効率

INTOPS亀尾

INTOPSは、迅速かつ革新的な総括的ODM及びEMS遂行のため、本社と子会社

ネットワークを通じて多数の研究開発陣を採用しています。

1．CMF*は会社の最も重要な競争優位性で、業界内で最も広範囲なライブラリを

保有しています。

2．機械工学は私たちが最も重要視している分野で、多くの顧客企業に関連

製品に対する機械工学/デザインサービスを提供しています。

3。 成功的なハードウェア/ソフトウェア開発は、製品の成功において最も重要な部分です。 イン

タップスは先端の開発およびテスト装備を備えています。

* CMFはColor, Material, Finishingの略
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INTOPS R&D：会社最高の強み

INTOPSは製造に関する限り最高の経験と専門知識を持っています。 これによって製品プランニングと

デザインにおいて相当な競争優位を占めています。

製品のデザインをする際、審美的に満足させることが大事ですが、それよりも審美性を損なわない範囲

内で製品の経済性と効率性を向上させる方法で製品をデザインすることがより重要です。

製品プランニング及びデザイン
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INTOPS R&D：会社最高の強み

製品のデザイン段階が終わった後、技術を加えるために迅速で順調な機構設計の過程が伴います。

複雑な構造、実現が難しいレイアウト、様々な形態の防水・防塵は、INTOPSが解決する課題のごく一

部分に過ぎません。

サンプリング段階で近隣に位置する生産インフラのおかげで検討と修正作業を短時間で完了できます。

INTOPSは30名におよぶ機械工学の専門家を雇っており、全世界の顧客会社から非常に厳しい条件を

受け入れており、製品を実現させています。

機構設計
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防水ソリューション

高価な携帯機器を防水技術などの先端技術で保護することがほぼ標準化されています。

イントップスは顧客企業に多様な資材と設計を通じて最新の防水ソリューションを提供しています。

TRIとLPS技術は、シリコン及びゴム材質を活用する縫い目及び角部密封技術に基づき、

あります。TRIは、材質が異なるギャップを埋め、密封する必要を取り除きます。

LPSは小型電子機器の場合、密封するうえで大変な電線の使用をなくしてくれます。

部品検収、次第に難しくなる要件（IP68以上）
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スマートフォン機器に対する部品検査は、現在、ほとんどのスマートフォン機器メーカーが必ず経なけ

ればなりません。

する過程です。 イントップスは防水及び防塵機能分野でS**やK**のような携帯電話機器製造会社と

長い間協力関係を構築しています。

部品の挿入及び二重射出成形方法は、インタップスが顧客企業を対象に最も多く行う

過程です。複雑な形状の部品や広い部位に対しても部品検収を行います。

消費者が機器を水に入れても、写真を撮って音楽を聞いたり、他の機能を使えるように

携帯電話機器は今日IP68水準の防水機能を備えなければなりません。

部品検収ソリューション - LSR(液状シリコンゴム)

シリコン

防水ソリューション
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熱はハードウェアの性能を落とすだけでなく、危険な状況をもたらすこともあります。 イントップ

スは熱から敏感な部品を保護するため、グラファイトナノシートを使用すると同時に熱を分散さ

せる熱管理ソリューションをお客様に提供します。

さらに熱分散のためのヒートパイプレイアウトデザインも提供しています。

内部熱管理

copper heat pipe inlay

Thermal management – 製品内部熱管理

graphite nanohit shield
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スプレーコーティングに対する代案提供

環境ソリューション

クラウスマファイ(Krauss Maffei GmbH)と共同開発したカラーフォーム(Color Form)技術は、射出成形と

液化反応をPUR/PUAと一気に結合させます。 部品整形が行われた後、ワックスやエージェント、スプ

レーなどを使用しなくても機能性、実用性、時間、努力、費用などの面で既存製品よりはるかに高い性

能を誇ります。 木材のような自然材質や炭素繊維材質のような複合材料で自由に使えます。

フィルムインサート射出成形(FIM) 高圧成形技術に基づいた高品位3D表面技術は射出圧縮成形(ICM)

や顧客が要求する様々な表面強度やカラーパターンでも使用可能です。

高品質のために印刷、成形、UV硬化、鋳型などの工程はクリーンルームで行われます。

FIM+電子ソリューションは背面上で電子回路、センサー、LED、ICなどを統合するのに活用できます。

このような技術は製品の製造を単純化し、その幅を減らし、コスト削減につながります。
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Radar Transparency Solution

自律走行車の補助技術

レーダーは前の車との距離と速度を感知することで自動走行を可能にする核心技術です。

インタップスはレーダーウェーブがエンブレムを通過できるようにするソリューションを提供します。

エンブレムの金属パターンは非伝導性真空金属化(NCVM)技術によって具現され、表面は強化コーティ

ング層として処理されます。 すべての過程を工場内で処理することで、高品質技術を低コストで提供で

きます。
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スピード

問題解決能力

CMF /Design

Hardware accelerator

Specialty
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Color, Material, Finishing (CMF)

INTOPSは多様なCMF技術を提供します。

•高光沢

•グラデーション

•UVパターン/鋳型

•メタリック高光沢/パターン

•メタリック真空蒸着 / レーザー技術

•グラスティック(ガラス材質に似たフィルム/UVパターン、ガラスに類似したコーティング)
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プラスチック部品に使用される一切の縫い目がないファブリック/人工皮ラッピングファブリック及

び基礎材質(プラスチックなど)はバブルやしわ、縫い目が一切ないラッピングをするため、完全に

真空状態で行われます。 今までファブリックと人造皮ラッピングは手作業で行われていました。

高級自動車モデルに限って適用できた高級な仕上げが、INTOPSがこの過程を全自動化し、経済

性を確保

TOM Fabric/artificial leather wrapping

複雑な形状を持つ部品成形。 FIMを通じて一回の過程を経て審美的および機能的表面処理

がすべて可能です。 鋳型の内部ペイントまたはコーティングすることによって、すべての手続

きを単一工程で処理できます。 これにより、コストを大幅に減少し、初期投資費用を減らし、工

程上の複雑性を大きく軽減する効果を得ることができます。

フィルムインサート射出成形 (FIM) 

Color, Material, Finishing (CMF)
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リアルワード(原木)が鋳型内でプラスチックを基盤に成形されます。
原木の表面デザインの工程を大きく単純化します。 原木の表面処理は通常の方法によ
る場合、35工程を経てコストを大きく上昇させます。 一方、WDMは、この過程を3段階で
終わらせることができます。 WDWは、closed pore（高光沢）と埋めない方式（自然仕上
げ）で、処理できます。 また、原木は炭素繊維材質のような複合材料に代替されることも
あります。
表面をマイクロフォア処理することにより様々な自動車用途で使用できます。
この方法は少ない数の部品を必要とし、鋳型や工具細工もあまり必要としないので人気
が高く、コストも低い方です。 世界的な高級自動車メーカーは、インタートップスとの協力
関係を築き、技術商業化のために努力を傾けています。

Color, Material, Finishing (CMF)

WDM - Wood direct injection molding
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PVDは物理的気象蒸着法(physical vapor deposition)の略で、高温蒸発やスパッタ蒸着の過程を利用し

ます。

このプロセスは非常に強力な金属のような仕上げや表面を作り、高価なマグネシウムやアルミニウムブ

ラケットとシャーシを使う必要がなくなります。

従来のPVD工程と比べて、インタップスのPVD工程はPEEKなどの樹脂よりもはるかに強度が高く、厚く

仕上げることができます（最高50マイクロン厚）。感じや音の面で、実際の金属とほぼ同じです。

PVDによる強化プラスチック

Color, Material, Finishing (CMF)
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木材 経木 真珠

人造真珠 薄いゴールド光沢 メタリックシルバー

CMF 専門家

CMF* 

消費者が毎日何年もかけて携帯する製品を製造する会社として、私たちは常に高いレベルの要件を満

たさなければならない挑戦に直面しています。

私たちの顧客企業の多くは、新しくて革新的なCMFソリューションを提示してくれることを求めます。

イントップスはこれまで顧客の期待に応えてきたため、この分野で世界最高の企業に成長することがで

き、自然または人造材質、ペイント、fabricなどを活用して常に他のCMFを作り出すために努力を傾けて

います。

* CMFは Color, Material, Finishing の略

詳しい内容は https://goo.gl/oz86pC からCMFフルライブラリをダウンロード（ドロップボックス）

https://goo.gl/oz86pC
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Designに対する理解

ミニマリズムの美学

INTOPSのデザインは顧客のニーズを全面的に反映しています。 より単純で直感的なデザイン

哲学を実現することで、製品固有の性能と機能性をそのまま表せるようにします。

最高のデザインは、製品の機能性を損なうことなく、審美的な満足感を与えます。.

Bottle Humidifier, 2014, Client: elevenplus
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自動車ランプ協力開発システム

INTOPSとJSコリア間の開発協力関係を締結

INTOPSは生産、品質管理、最終製品発売を担当し、JSコリアは自社の専門分野である

デザインに専念する協力関係を締結しました。

JSコリアは、韓国でSLコーポレーション、日本のホンダ及びスズキ、ヨーロッパのヘラ、インドのタタ及び

マヒンドラなど主な顧客社を構えています。

提供されるサービスはエンジニアリングサービス、構造デザインおよび分析、オプティカルデザインおよ

び分析、規制関連の妥当性調査、すべての自動車およびオートバイランプ（ヘッドランプ、リアランプ、

霧灯、HMLSなど）に対する性能テストです。

外注開発業務は、電子コントロール機器を除き、製品デザインから最終製品発売に至るまで、

すべての部分を含みます。
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スピード

問題解決能力

CMF / Design

Hardware accelerator

Specialty
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市場ニーズに適した製品を適切な方法で生産

市場で成功するには、市場のニーズに合わせて適切な時期に適切な方法で生産することが絶対的に

必要です。 ここで適合した製品とは、ユーザーのために満足できる経験を提供し、価値まで提供する便

利さと使い勝手を全て備えた製品を意味します。

そのような製品が適切な時期に発売されなければ、製品の価値は下がるしかないです。

さらに、当該製品の生産過程における会社の哲学も製品に反映されなければなりません。

これらのプロセスは当然のように思えますが、実際に履行することはそう簡単なことではありません。

「製品は何かを作る過程の産物ではなく、製造業者の性格とマインドがそのまま溶け込んだ最終決定

物になるべきです。

INTOPSは40年にわたる製造業の経験とノウハウに基づき、韓国内外のスタートアップを支援するため

に「Paper Program」を運営し、より安定的な生産基盤と環境を提供します。

Hardware startup accelerator Paper Program
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プログラム投資額

930万ドル

2019년 2월 15일 현재

Paper Program 

Hardware startup accelerator Paper Program

2015年以降、Paper Programは毎年数千社に達する支援会社の中から200社の支援書を検討し、機械

工学、ハードウェア開発、ソフトウェア工学、製品デザインなどの分野でそれぞれ最低1社を選定し、計1

50社のスタートアップ会社にシード投資からシリーズA投資に至るまで支援しています。

応募企業によっては投資すべてにおいて適格と判定されたこともありました. 

企業value成長率

385%

start-up
資金投資額

7800万ドル

start-up 協力

59店

start-up 総売上

1億2900万ドル
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Paper Program Portfolio

ニューロメカ シグネットEV
ラビボット

（パーソンPurrSong)
ザ·リトルキャット

（ペッディング） VUO
インフォタブ

（ラインアース）

kiwiウォッチ

kiwiプラス

ルメラN9扇風機

（オナン）

ユキ

（キシュプリーム） インプレッセボ モバイルアイランド(モア) (エイトカップス) PIE
プリンカー

（スケッチオン）

LOCOOPY
マイクロボットプッシュ

（ナラン） プリニクス (エンシング) ディッチュシング (Expatica) チャベンチャーズ

ドットウォッチ (Dot)
ジョシュ·マイクロ

(Josh.ai)

ブラック(ワンディレクション)
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