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1. 企業紹介

企業名

(創立日)

(株) POCONS

(2006年12月5日)
代表取締役

ハングル：チョン・ナクフヮン

英語：JEONG NAK HWAN

技術分野 情報通信、電気・電子 主な生産品 シールドカンクリップ

資本金 1,052百万ウォン
売上高

(2015年)
26,144百万ウォン

従業員数 60人
事業者

登録番号
124-86-50663

従業員数 京畿道水原市勧善区産業路155番ギル30

住所 www.pocons.co.kr E-mail

TEL FAX
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2. 技術・製品紹介

• シールドカン固定用クリップ（A fixing of shield can for PCB）

プリント基板（PCB）に入る回路部品であり、シールドカンを固定する小型の自動実装型部品で
す。

PCBに実装して使用し、無線通信機器の電磁波遮蔽および受信感度向上のために使われま
す。

自動実装ができるようSMD TAPING設備を保有しており、基板内の部品に問題が生じた時の
シールドカン着脱の利便性のため、従来のはんだ付けからクリップに挟む形として、世界初で研
究・開発されました。
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 技術・製品の概要



2. 技術・製品紹介

 技術・製品の特徴
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• 従来の方法は、直接基板にハンダ付
けをしたり、中間構造物であるフレーム
を実装した後にシールドカンを固定する
方法であったが、このような方法はPCB
の修理や金型製作費用に対する負担
が多い。

このようなことを改善するため、小型で
標準化したクリップを開発。このクリップを
使うことにより、PCBの修理が簡単にな
り、フレームの金型製作費用が削減さ
れ、コスト削減の効果。

従来の方法

Clip方法



2. 技術・製品紹介

 従来の技術・製品との比較
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区分 当社技術の優位性 従来の技術

SHIELD CAN 
CLIP

- 2次GAP形状を実現し、CAN固定力が
従来に比べて約20％増加

-単純固定構造であり、CANの固定力が
良くない（韓国内：KICREX）

ANT CONTACT  

(C-CLIP)

- 部分めっき技術を適用し、SMT時の鉛
上がり現象を防止する。また、材料費を従
来に比べて約10％以上削減

-全メッキにより、SMT時の鉛上がり現象が
発生し、見積もりが高くなる

（日本：ITT CANNON、米国：TYCO）

RF CABLE CLIP
- SMDが可能であり、特許自由

（特許紛争なし）

- ケーブル固定のための機構物に別の空
間または装置を追加的に設計する必要が
ある

SMD DOME 
SWITCH

- 超薄型タイプで低価格、防水機能 - 厚くてサイズが大きく、高価である

SHIELD CAN

- PRESS機器を保有しているため、従来
に比べて約10％以上の単価削減。

様々な仕様製作可能。

内側絶縁付技術の特許

- PRESS外注製作および絶縁フィルム付
着を手作業で行うため、単価が上昇し、C
apaが低くなる



2. 技術・製品紹介
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 技術・製品の適用範囲と応用分野(Router)



2. 技術・製品紹介
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 技術・製品の適用範囲と応用分野(Router)



2. 技術・製品紹介
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 技術・製品の適用範囲と応用分野(Mobile - Korea)



2. 技術・製品紹介
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 技術・製品の適用範囲と応用分野(Mobile - USA)



2. 技術・製品紹介
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 技術・製品の適用範囲と応用分野(Mobile - China)



2. 技術・製品紹介
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 技術・製品の適用範囲と応用分野(Game device - Japan)



2. 技術・製品紹介
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 技術・製品の適用範囲と応用分野(Automobile - Korea)



2. 技術・製品紹介

 技術・製品の適用範囲と応用分野
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Router(I社) スマートフォン(S社) Fog Lamp(H社)

計器盤(K社)Navigation(H社)スマートフォン(S社)



2. 技術・製品紹介

 技術・製品の適用範囲と応用分野
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・LG電子VC事業部に供給中

・LG電子VC事業部に
供給中
・デンソー計器盤に
サンプル対応中
・KRS電子に供給中

・ドッイル産業にサンプル対応中

・SL/HSLに供給中・市場調査中

・韓国のHIBRID POWER SUPPLY
メーカーにサンプル対応中



2. 技術・製品紹介
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 技術・製品の長所



3.市場現状と見込み

 日本市場現状と見込み

• 日本の携帯電話市場は、携帯電話を殆ど生産していないため、縮小傾向にあると思われ

る。しかし昨年、日本FUJITSU社が当社の工場に訪問して監査を行った結果、FUJITSU社

から良い評価を受けたことがある。従って、開拓していない日本のS、K、F社に、従来製品の

代替または新規開発用として提案することができると思います。

• 他にも、ディスプレイやルータなどの無線通信機器を生産するメーカーにも提案することがで

きます。(現在、日本のNECに営業中）

• 韓国の電装市場（自動車部品）でも最近需要が増えており、日本市場も需要が増えてい

ると思われます。(現在、日本のDENSOと直接開発中）

• 他に韓国と同様に日本でも、医療機器やゲーム機、ビデのようにスイッチやモジュールが使う

メーカーであれば、市場の可能性と見込みは明るいと思います。
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3.市場現状と見込み

 ニッチ市場および適用可能市場

•医療機器 - MRI、Scopeなど（コネクター、クリップ、缶）

• ゲーム機（スイッチ、クリップ、缶）

• ビデ（スイッチ）

• カメラ（スイッチ）

• ディスプレイ、タブレット（缶、クリップ、ケーブルクリップなど）

• 他の通信機器（缶、クリップなど）

• 自動車（缶、クリップ、アンテナコンタクトなど）

• 電子製品アクセサリー

（携帯電話用アクセサリー分野：充電器、スピーカー、イヤホン、歯ブラシ殺菌器など）
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3.市場現状と見込み

 韓国内外の製品販売実績(契約を含む)

19

韓国内の販売実績 輸出実績 その他の実績 備考

申請製品の

販売実績

26,144百万(KRW)

(輸出を含む)
4,252,692(USD)



3.市場現状と見込み

 売上高の現況

<韓国>

<海外> - 日本顧客社保有していない
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年度 製品(技術) 輸出国家 販売額 備考(企業名)

2013 シールド缶クリップ 中国、台湾の他 1,752,129 (USD)

2014 シールド缶クリップ 中国、台湾の他 2,698,177 (USD)

2015 シールド缶クリップ 中国、台湾の他 4,252,692(USD)

年度 製品(技術) 韓国内 販売額 備考(企業名)

2013 シールド缶クリップの他 国内 20,936百万 (KRW) S社、L社の他

2014 シールド缶クリップの他 国内 21,947百万 (KRW) S社、L社の他

2015 シールド缶クリップの他 国内 26,144百万 (KRW) S社、L社の他



4. 権利取得現況

 申請技術・製品関連の韓国内外出願、登録現況

番号 出願状態 特許番号 出願日 特許名

1 登録
10-2007-
0110996

2009-02-25 A clip for fixing of shield can

2 登録
10-2009-
0033584

2011-02-24
A Fixing implement of shield can 

for PCB

3 登録
10-2009-
0047589

2009-05-29 A clip for fixing of shield can

4 登録
PCT/KR2008

/000188
2008-01-011 A clip for fixing of shield can
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4. 権利取得現況

 ノーハウおよびその他の保有技術の現況

• シールド缶固定用クリップ（SHIELD CAN CLIP）は、無線通信機器の電磁波遮蔽や受信

感度向上のために使われるシールド缶を固定する小型の自動実装型クリップ部品です。

• 技術特徴として、従来の方法は直接基板にハンダ付けをしたり、中間構造物であるフレー

ムを実装した後にシールド缶を固定する方法だったが、このような方法は、PCBの修理や金

型製作費用に対する負担が多かったです。これを改善するため、小型で標準化したクリップ

を開発しました。このクリップをっ使うこのにより、PCBの修理が簡単になり、フレームの金型製

作費用が削減され、コストを削減することができます。

• 当社は、製品のデザイン設計をはじめ、PRESSからメッキ、洗浄、包装の至るまで全ての

工程を備えており、コスト削減および品質管理が容易です。
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