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1. 会社紹介

会社名

(設立日)

ジウォングリーンテック㈱

(2014年07月09日)
代表者

ハングル : ソン サンキュウ

漢字 : 成 相 圭

英語 : Sang-kyu. Sung

技術分野 建具遮断シリング材 主生産品 隙間風を防ぐための張り紙

資本金 5百万ウォン
売上

(2016年)
607百万ウォン

住所 ソウル特別市 城北区 花郞路14ギル 5 KIST H-2 983D

Homepage www.문풍지.한국 E-mail -

TEL - FAX -



2. 技術紹介

 技術特徴

• 建具の断熱及び気密の重要性

建物のエネルギー消費増加 ‼ エネルギーの 45% 以上が建具(窓など)の隙間で損失

(エネルギー効率化のための建具タイプの機密および断熱性能に関する調査研究論文の引用)



2. 技術紹介

 技術特徴

• 世界一の薄さ及び高気密建具の隙間風を防ぐ張り紙

TPU素材の
使用

環境に優しい

滑りやすい材質で摩擦が低い

復元力、耐摩耗性が強い

長寿命と耐久性に優れている

スリムな構造

押し下げ圧が低い

広い面での接触

小さな隙間にも対応

重ね貼り

小さい隙間に適用可能 面に接触



2.技術紹介

既存技術との比較

6

既存の隙間風を防ぐ張り紙の種類 当社製品(技術の優位性)

押下型シリング

ワイパー型
シリング

毛ヘアシリング

スポンジ, EPDM フォム張り紙
: 0.3mm 隙間以上は対応が難しい D型 : 0.3mmの隙間, 小さい隙間にも適用

低い気密性
O型 :広い面積の接触, エアポケットで
気密性が高い

毛ヘア隙間の風を防ぐ張り紙 : 寿命
が長くない

D型,O型 : TPU 素材と薄い構造で高い耐
久性

3mm 0.3mm



2.技術紹介
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5mm

7.0mm

5mm

8.0mm 7.0mm

5mm

0.3mm

VS

3mmの隙間の限界
1.強い弾性で3mm未満に押しにくい
2.接触面積が狭い - >低機密性
3.摩擦に弱く砕けて汚い

3mm

0.3mmの隙間、小さな隙間にも適用
1.薄い構造で0.3mmに対応
2.最後まで押され、接触面積が広くなり、
機密性に優れる

3.摩擦に強く砕けないため綺麗に維持できる



2.技術紹介
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フォム隙間風を防ぐ張り紙
-摩耗、摩擦が激しく、破れ、砕ける
場合が多い

薄型隙間風を防ぐ張り紙
弾力性、耐摩耗性、摩擦、破
れに強く、隙間風を防ぐ張り紙

シートで包んだフォーム型隙
間風を防ぐ張り紙

摩耗、摩擦に強く、耐久性に
優れる

0.3mm 以上の小さな隙間に適用

ジウォングリーンテック既存製品



2.技術紹介
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気密性能低く、簡単に破れて取れる
1.薄い材料で耐久性が弱い
2.浮き上がる現象で隙間が発生する

広い面接触、エアポケットに機密性が高い
1. TPU素材と管型の薄い構造で、耐久性が高い
2.隙間の「上」と「下」を防いでくれて中央空気層
を確保して冷たい空気も防ぐ

透明隙間風を防ぐ張り紙 複数針付き隙間風を
防ぐ張り紙

O型張り紙

VS

既存製品 ジウォングリーンテック



2. 技術紹介

技術適用範囲及び応用分野

ドアの隙間の真ん
中部分

横面の部分

ドアの横の角部分 上側に付着
ヒンジとドアを閉

める部分

中、上、下風紙
版に設置

Sliding

Swing Doors

ガスケットの隙間
に外風流入

ドアの横角部分
ドアの下の角部

分
ヒンジとドアを閉

める部分



ドアとドアが重なる
部分

側面部分 ドアの下の部分

ドアとドアの間の隙間
を遮断 横柱に付着 上側に付着

ドアとドアが重な
る部分

横面部分 ドアの上側
Auto-sliding 

door

Frame door

2.技術紹介

技術適用範囲及び応用分野

11Glass door



2. 技術紹介

 価額

問い合わせ



3.市場現況及び見込み

 韓国内市場現況及び見込み

◼市場動向の分析

暖房費の節約のために隙間風を防ぐ張り紙を使用した国民は24.2％、全国の住宅数（約1,500万個）基準にして約360万個の住

宅で隙間風を防ぐ張り紙を使用されたと推定

-2014年基準、暖房費を削減するために「隙間風を防ぐ張り紙」を使用した家具は24％、別名「ポクポク」と呼ばれるエアキャップの

使用は42％まで応答された。

- 隙間風を防ぐ張り紙の使用割合を全体の住宅数（2015年1,500万と推定）に適用すると、約360万の住宅で隙間風を防ぐ張り

紙を使用したと推定され、暖房費の削減のために支出する平均金額は1.5万ウォン（隙間風を防ぐ張り紙費用基準）で適用した場

合540億ウォンの規模と推定される（市場規模を計るために推定したものであり、実際の規模との差がある可能性有）

◼市場占有率

3M 及びおゴンが市場が大きく,その他多数の企業が入り込んでいる

- 3M : 35%
- オゴン : 15%
- ウォンハウジング&ウィンドカバー

: 15%
- その他 : 25%
- いウォングリーンテック : 10%



3.市場現況及び見込み

 国内外での製品販売実績 (契約含む)

• 韓国国内

16年度からテレビショッピングで製品を販売

テレビショッピング
事業

輸出事業をスター
ト

オンライン販売
の向上

10億ウォン

8488.5(US $)

3億ウォン



3.市場現況及び見込み

 売上高現況

2014年 2015年 2016年

売上高 13百万ウォン 90百万ウォン 607百万ウォン

輸出額 - - 8488ドル

3年間の売上高

売上高 輸出額



4.権利獲得現況

国内特許登録現況

番号 出願状態 特許番号 登録日 特許名

1 デザイン登録 30-0808694 2015.07.28 窓用防風部材

2 特許登録 10-1541419 2015.07.28 建具気密材風紙チューブ

3 特許登録 10-1321711 2013.10.18 スライディングドア用気密材

4 特許登録 10-1504265 2015.03.13 楕円型構造を用いる発泡風紙版

5 特許登録 10-1702226 2017.01.25 断熱ガスケット及びそれを備えた断熱ドア装置

6 特許出願 10-2016-0060580 2016.05.18 防風装置

7 商標登録 40-2015-0052106 2015.07.14 チャントミ

8 商標登録 40-2016-0094998 2016.11.07 外風遮断用チャントミ

9 PCT 出願 PCT/KR2016/014989 2016. 12. 21 PCT 出願断熱ガスケット及びそれを備えた断熱ドア装置



5.マーケティング目標

技術移転、投資誘致、輸出、共同研究、代理店など

1. 輸出（日本市場に重点を置く）

- 2017年冬に日本のテレビショッピングにて製品販売をする予定

（現在バイヤーとの協議中）

- TMC 社とAGENT契約中

2. 国内

- E-mart, LOTTEマート, ホームプラスに入店推進中

- 卸販売, ダイソなどに入店推進中



5.マーケティング目標

 予想需要先

希望順位
技術輸出(移転) 
希望バイヤー

Homepage
希望類型

(技術輸出、移転、合弁など)
備考

(事前意思打診可否など)

1 Jdb network
www.jdb-
network.com

2 TMC
http://www.taimei-
corporation.com/

3 ㈱サカエ建設
http://sakaekensetu
.com


