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1. 会社紹介 

社名 

(設立年月日) 

㈱ﾃﾞｨｰ.ｴｽ.ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ 

(2001．01．01) 
代表者 

名前: パク･ウォンジュン 

漢字 : 

英文 : Won Joong Park 

技術分野 建築 主な生産品 
スパイラルダクト及び付属品、 

ダンパー、ディフューザー 

資本金 300百万ウォン 
売上高 

(2018年) 
9,348百万ウォン 

従業員数 32 名 
事業者 

登録番号 
135-81-42305 

住所 京畿道華城市南陽邑チュソク路202 

Homepage www.dsduct.co.kr E-mail Info.dsduct@gmail.com 

TEL 82-31-357-5661 FAX 82-31-357-4716 
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• フレキシブルダクト(Flexible Duct) 

•  フレキシブルダクトとは、空調用資材として難燃、不燃素材を原材料として使い、耐熱

性、耐食性、空調機能に非常に優れている。レンジフードや衛生設備の排気用、ビル、

地下鉄、百貨店などに設置される排煙設備の空調及び冷暖房空調、システムエアコ

ンの空調目的などで使用。 

 

•保温付フレキシブルダクト(Insulated Flexible Duct) 

• 保温付き製品の場合、優れた断熱性や消音性に加え、結露防止効果もあるため、

冷暖房の効率を向上させる目的で使用。 
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2. 技術·製品紹介 

 技術·製品の概要 



• 日本国土交通省不燃認定を取得 

• UL 181保有  

• 人体に無害、衛生的 

• 卓越した耐久性 

• 伸縮性があり、軽量であるため、施工時に作業が容易 

• 低コストで経済的な効果 

• 優れた断熱、消音性及び結露防止→ 抜群の冷暖房効率 

• LG電子標準資材承認製品 
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2. 技術·製品紹介 

 技術·製品の特徴 
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区分 当社技術の優位性 従来技術 

1. 卓越した防炎性能：日本の不燃認証及びUL181認証が保証する最大の品質要素は、
建築物の火災時に当該製品が火災に耐えられるか、つまり防炎性能である(その理由は、
建築物の内部に最も広い面積に、くまなく設置されるのがこの空調用ダクトで、火災時に
火の拡散ルートになりうるためだ。従って、ダクトの防炎性能が認証されているかということは
非常に重要である)。そして、その条件を満たすため、当社は徹底して検証された原材料
にこだわって製品を生産し、持続的なテストによる品質管理を行うことで、高いレベルの防
炎性能をキープしている。 

- 

2. 抜群の安全性：火災時に発生する有毒ガスの排出量が日本の不燃認証及びUL181認
証を取得していない他製品に比べて少ない。従って、火災時に当該製品から発生する有
毒ガスの影響は少ない。 

- 

3. 優れた耐久性：上記の防炎性能と安全性能は、いずれも製品の耐久性によるもので、当
社は徹底した品質管理により製品の耐久性を高いレベルで保っている。また、UL181認証
を取得し、米UL認証で求められるレベルの耐久性を満たしている(←これに関してはUL18
1認証で物理的変化に関するテストを実施している。例えば、製品に使われる銅鋼線の
場合、腐食の度合いや数年に渡る経年変化を観察することで耐久性を確認する) 

- 

4. 信頼できる納期及び品質管理：当社は韓国国内の納入先はもちろん、現在取引してい
る日本の納入先に対しても撤退した納期及び品質管理により揺るぎのない信頼関係を
構築している。 

2. 技術·製品紹介 

 従来技術·製品との比較 
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2. 技術･製品紹介 

 技術・製品の適用範囲及び応用分野 

ｶﾞﾗｽﾌｧｲﾊﾞー ･ﾌ
ﾚｷｼﾌ゙ﾙﾀ゙ｸﾄ 

Hanger(ﾊﾝｶﾞｰ) 

ﾀｰﾎﾟﾘﾝ製ﾌﾚｷｼﾌ゙
ﾙﾀﾞｸﾄ(保温) 

Silicon(ｼﾘｺﾝ) 

アルミﾃｰﾌ゚ 

Hanger(ﾊﾝｶﾞー ) 

ｱﾙﾐﾎｲﾙ 
ﾌﾚｷｼﾌ゙ﾙﾀﾞｸﾄ 

Damper(ﾀ゙ﾝﾊﾟー ) 

Diffuser( ﾃﾞｨﾌｭー ｻﾞー ) 

Iron Screw 
(鉄ピースねじ) 

Access Door(点検口) 

ｱﾙﾐﾎｲﾙ 
ﾌﾚｷｼﾌ゙ﾙﾀﾞｸﾄ 

Ventilation Fan
(換気ﾌｧﾝ) 

ﾀーﾎﾟﾘﾝ製 
ﾌﾚｷｼﾌ゙ﾙﾀﾞｸﾄ 



• 国内市場の概況 

• 現在、空調市場の規模が拡大する傾向 

• 国内の建設景気の低迷により、市況はなかなか好転しない 

 

• 今後の見込み 

• 空調市場の重要度が増し、今後需要の大幅な拡大が見込まれる 

• エアコン空調市場の増大によるフレキシブルダクトの需要増 

• グローバル空調機器市場は2025年まで2016年比21.9%拡大する見込み 

 

主な需要先：建設会社及び設備メーカー、空調施工業者 
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3. 市場概況及び展望 

 韓国国内の市場概況及び展望 



• 日本の建築景気は引き続き上昇する見込み 

 

• 2020東京オリンピックなど経済発展の可能性が高いと判断 

 

• それに伴う都市開発 (新築需要及びセントラル空調) 

 

• 従来の取引先への輸出量が前年比アップ 

 

• エアコン分野に特化した製品 (空気を分岐する際、空気の通路として使用) 
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3. 市場概況及び展望 

 日本市場の概況及び将来展望 
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•  当社製品の品質面の優位性と価格競争力による市場開拓 

 

•  空調関連の流通業者又は施工業者 (Potential Market) 

 

•  建設市場  

 

•  システムエアコン関連業者 
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3. 市場概況及び展望 

 ニッチ市場及び適用可能な市場 
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韓国国内の販売実績 輸出実績 その他実績 備考 

申請製品の 

販売実績 

(2018)  

9,348,215,377ウォン 

2008年以降、日本住環
境に毎年3億ウォン分を

輸出 

3. 市場概況及び展望 

 国内外の販売実績 (契約を含む) 



<韓国国内>   

 
 
 
 
 
 
 
<海外> 
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年度 製品(技術) 輸出先 売上高 備考(社名) 

2016 フレキシブルダクト 日本 329,137,546ウォン 日本住環境 

2017 フレキシブルダクト 日本 333,233,677 ウォン 日本住環境 

2018 フレキシブルダクト 日本 293,986,187 ウォン 日本住環境 

年度 製品(技術) 国内 売上高 備考(社名) 

2016 9,675,975,961 ウォン 

2017 9,373,305,131 ウォン 

2018 9,348,215,377 ウォン 

3. 市場概況及び展望 

 売上高の推移 



番
号 

出願状態 特許番号 出願日 特許名 

1 登録 第10-0780387号 2007-11-22 
フレキシブルダクトホース用断熱材被覆

開封マシン 

2 登録 第10-0809442号 2008-02-26 ロールフォーミングマシン 

3 登録 第10-1008430号 2011-01-07 ガスケット付きダクト 

4 登録 第10-1109368号 2012-01-17 エアダクト 

5 登録 第10-1592103号 2016-01-29 
建築物の最上階埋立型立上げダクト用

スリーブ 

6 登録 第10-1694620号 2017-01-03 
防煙ガスケット及びそれを備えた防煙ダン

パー 

7 登録 第10-1694628号 2017-01-03 防火ダンパー 
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4. 権利獲得の状況 

 申請技術・製品に係る韓国国内及び海外での出願、登録状況 



• 引き続き日本への輸出を実施 

 

• 輸出額の増大に向けたマーケティング展開 (新規取引先の開拓) 

 

• 輸出額の増大に応じて現地法人を設立する予定 

 

• 日本現地のニーズに応えるべく、研究開発(R&D)を推進 
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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 


