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1. 1. 企業紹介企業紹介

会社名

(設立日)

㈱ユチョンエンバイロ

(1988年07月14日)
代表者

文 燦 容(ムン・チャンヨン)

C. Y. Moon

技術分野 水処理装備製造 主生産品
繊維ディスクフィルター

など

資本金

(2013年)
400百万ウォン

売上

(2012年)
29,015百万ウォン

住所 仁川市南洞区エンゴゲ路 454 123 1 (古棧洞 南洞工団)住所 仁川市南洞区エンゴゲ路 454、123-1 (古棧洞、南洞工団)

Homepage www.yucheon.co.kr E-mail kimth@yucheon.co.kr

TEL 82-(0)32-812-4045 FAX 82-(0)32-813-1203
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1. 1. 企業紹介企業紹介

繊維ディスクフィルタ

会社名 ㈱ユチョンエンバイロ

繊維ディスクフィルター
• 韓国 大実績保有(88ヵ所処理場)

• 海外(中国、イラク)輸出実績保有

代表者 ムン・チャンヨン

企業形態 中小企業

設立日 1988年07月14日

マイクロディスクフィルター
• 下∙廃水(BOD, SS, T-P)の3次処理に適合

• 韓国 大実績保有(160ヵ所処理場)

設立日 1988年07月14日

住所
(本社・工場)仁川市南洞区エンゴゲ路 454、123-1 
(ソウル事務所)ソウル市九老区デジタル路 285、701号

移動相上向流砂ろ過器
• 下∙廃水(SS, T-P, BOD)の3次処理に適合

事業分野 水処理装備製造

1988年 ㈱ユチョンエンバイロ設立

• 韓国で約1,000台以上の実績保有

環境技術力量沿革

年 ㈱ チ イ 設
1990年 機械工業協同組合正会員加入
1993年 本店移転(仁川市南洞区古棧洞 693)
1995年 大田、大邱、光州、釜山事務所設置
1999年 資本金増資(400,000,000ウォン)
2001年 環境技術研究所設立 • 2001年 環境技術研究所設立

• 2001年 環境部長官表彰

• 2005年 大統領表彰

2001年 環境技術研究所設立
2002年 韓国優秀環境企業に選定

(韓国環境産業協会)
2005年 大統領表彰
2012年 性能認証獲得/繊維ディスプレイ
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2. 2. 技術紹介技術紹介

技術概要

‘繊維ディスクフィルター’は下水や汚水、廃水処理場の放流水に含まれているSS、T-P及
びBODなどの汚染源を、薬品凝集ろ過または深層ろ過で、目標の水質まで達成できるろ過装
置
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2. 2. 技術紹介技術紹介

技術概要

YDF SERIES(噴射+吸入洗浄) YDFN SERIES(噴射洗浄) YDFS SERIES(吸入洗浄)

55% 浸漬式繊維ディスクフィルター 55% 浸漬式繊維ディスクフィルター 100%浸漬式繊維ディスクフィルター

‘繊維ディスクフィルター’ ろ過製品は、水処理施設の特性(水質、流量、汚染負荷な
ど)に合わせオーダーメイド設計適用が可能であり、製品の沈水程度や洗浄方式によって3
つの形式を提供

6

形式を提供



2. 2. 技術紹介技術紹介

技術特徴

セグメント

ビ グおよび深層ろ過 効果 など 汚染源を安定的に除去可能

分離できる繊維フィルター

シェービングおよび深層ろ過の効果で、BOD、SS、T-Pなどの汚染源を安定的に除去可能
流量、水質、汚染負荷に合わせオーダーメイド設計適用可能
設置場所もとらず、連続式ろ過工程で予備機が不要
損失水頭(50~250mmH)及び洗浄水排出量(1~3%)が非常に少ない
特化した吸入洗浄 技術および繊維ろ材 入れ替えや点検が容易 あるため安定な連続運転が可能特化した吸入洗浄の技術および繊維ろ材の入れ替えや点検が容易であるため安定な連続運転が可能
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2. 2. 技術紹介技術紹介

既存技術との比較

区 分 繊維ディスクフィルター 砂ろ過フィルター

[ 繊維ディスクフィルター と砂ろ過フィルター比較 ]

ろ過形式 繊維ろ材を使用した重力式ディスクフィルター 砂を利用した上向流重力式ろ過

設置面積 100% 150~300%

初期投資費 50% 100%初期投資費 50% 100%

逆洗水量 3~5% 10~15%

その他の特徴

オーダーメイド設計可能

化学的処理で凝集ろ過可能
砂をろ材として使用するため

その他の特徴 化学的処理で凝集ろ過可能

深層ろ過効果で清浄な処理水の確保が可能
維持管理費用が安い

繊維ディスクフィルターは砂ろ過フィルターより初期投資費、設置面積、洗浄機能が優れている
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2. 2. 技術紹介技術紹介

技術適用範囲及び応用分野

適用範囲及び応用分野

▶ 下水放流水BOD COD SS及びT Pの３次処理▶ 下水放流水BOD、COD、SS及びT-Pの３次処理

▶ 廃水、汚水、中水道の浮遊物質(SS)除去用３次処理

▶ 湖、池及び養殖場の藻類、SS除去

▶ 工業用水、冷却水、農業用水、発電所などの冷却循環水ろ過

▶ 高度処理(活性炭 イオンタ プ オゾン UV)及び膜分離(R/O N/F)

大邱市西部下水処理施設

▶ 高度処理(活性炭、イオンタープ、オゾン、UV)及び膜分離(R/O, N/F)
前処理

▶ 浄水場排出水のろ過

▶ 初期雨水CSOs非点汚染源処理

▶ 終沈殿地後段の薬品投入設備および混和設備複合工程の全リン(T-P)

処理
堤川市堤川下水処理施設
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3. 3. 市場現況及び見込み市場現況及び見込み

日本市場現況及び見込み

日本国内下水処理分野投資現況

(出典:日本環境省(Ministry of the Environment))

湖や貯水池の全リン(T-P)濃度は標準水質基準にまったく及ばない(50%)状況であり、
日本政府は70年代以後持続的に下水処理分野に対する投資を拡大している
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3. 3. 市場現況及び見込み市場現況及び見込み

国内外製品販売実績(契約を含む)

国内販売実績 海外販売実績

城南市城南水質復元センター(460,000㎥/日)             
大邱市西部公共下水処理施設(455,000㎥/日)       
安養市博達公共下水処理施設(250,000㎥/日)
議政府市議政府公共下水処理施設(200,000㎥/日)   

イラク Bismayah New city project(208,800㎥/日)
中国 Jiyuan STP(40,000㎥/日)
中国 Xuzhou STP(24,000㎥/日)
タイやインド市場進出を進行中

など国内 大実績保有
タイやインド市場進出を進行中

㈱ユチョンエンバイロは主に国内市場に力を入れて国内 大実績を保有しており、
近年では海外市場開拓を通して約3.6万ドル(2012)、約30万ドル(2013)の輸出実績がある
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3. 3. 市場現況及び見込み市場現況及び見込み

売上高現況

2012.12 2011.12 2010.12

290
単位:億ウォン 292292 単位:百万ウォン

売上高 29,015 29,257 16,555

売上総利益 10 127 9 192 6 160

成長率 43.4%
127

売上総利益 10,127 9,192 6,160

営業利益 6,263 5,461 3,106

当期純利益 5,606 4,789 2,763

自己資本 17,290 13,677 10,082

165

2011 20122010

韓国公共下水処理施設放流水の水質基準が強化され、3次処理用ろ過施設である繊維ディ
スクフィルターの売上が急増(SS(10~20→10mg/L)、全リン(2~8→0.2~4mg/L)、
BOD(10~20 5~10 /L))
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BOD(10~20→5~10mg/L))



4. 4. 権利獲得現況権利獲得現況

国内外出願及び登録現況

No. 出願状態 特許番号 登録日 特許名

1 登録 10-0911215 2009.7.31 洗浄水噴射装置

ろ過装置用デ ク ト タ ジ 取り外し
2 登録 10-0916323 2009.9.1

ろ過装置用ディスクユニットのフィルターモジュール取り外し
装置

3 登録 10-0916320 2009.9.1 ろ過器のフィルター固定装置

4 登録 10 0916327 2009 9 1
洗浄力増強機能がある半沈殿回転ディスクフィルター型ろ過装

4 登録 10-0916327 2009.9.1
洗浄力増強機能がある半沈殿回転ディ ク ィ タ 型ろ過装
置

5 登録 10-0927042 2009.11.9 洗浄水誘導機能がある回転ディスクフィルター型連続ろ過装置

6 登録 10-1039326 2011.5.31
ディスクユニットのフィルターモジュール機密保持機能がある
ろ過装置ろ過装置

7 登録 10-1112683 2012.1.30 自動洗浄ノズル

8 登録 10-1163627 2012.7.2 瞬間混和装置

洗浄効率が上が た吸入洗浄装置がある繊維ディスクフィル
9 登録 10-1352678 2014.1.10

洗浄効率が上がった吸入洗浄装置がある繊維ディスクフィル
ターろ過装置

10 登録 10-0744171 2007.7.24 マイクロディスクフィルター用の溶解式固体塩素投入装置

11 登録 10 0682035 2007 2 6
絨毛型ろ過膜が適用されたエレメント及びこれらのエレメント

11 登録 10-0682035 2007.2.6
絨毛型ろ過膜が適用された メ ト及び れら メ ト
が適用された汚水ろ過用ディスクフィルター装置
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4. 4. 権利獲得現況権利獲得現況

ノーハウ及びその他保有技術現況

特許 : 第10-1112683号

特許 : 第10-0916323号
名称 : ろ過装置用ディスク

ユニットの取り外し装置 特許  第10 1112683号
名称 : 自動洗浄のノズル

特許 : 第10 0911215号

特許 : 第10-0916320号
名称 : ろ過器のフィルター

特許 : 第10-1352678号
名称 : 洗浄効率が向上した吸入洗浄装置がある

特許 : 第10-0911215号
名称 : 洗浄水噴射装置

名称 器 ィ
固定装置

名称 浄効率 向 浄装置
繊維ディスクフィルターろ過装置

ろ過設備分野に集中的に投資をし、‘繊維ディスクフィルター ’重要部品を国内技術
で開発し、技術競争力を確保(繊維ディスクフィルター関連特許11件保有)
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開発 、技術競争力を確保(繊維ディ ィ タ 関連特許 件保有)



5. 5. マーケティング目標マーケティング目標

国内優秀技術とコンサルティングが連携、日本輸出達成

㈱ユチョンエンバイロ 韓国技術ベンチャー財団

Ｋ下・廃水処理場および水再利用分野
ろ過器に使用される

市場調査、
パートナーシップ構築ろ過器に使用される

繊維ディスクフィルター 国内1位製品

日本市場進出と
輸出目標達成

パ トナ シップ構築，
マーケティング、 事業戦略樹立

優秀環境技術と事業化が連携した協力的成長モデル実現

輸出目標達成
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5. 5. マーケティング目標マーケティング目標

日本進出に向けた進入戦略や事業モデルを具現化

事業目標

“国内技術で開発した繊維ろ材を使用し

対象技術

海外

全リンを90%以上 除去できる

3次処理技術”

日本パートナー 体系構築

テストベッド現地構築
海外

市場進入

実質的輸出実績達成

• 現地ろ過器市場に対する理解不足
• 現地国に対する適用実績の情報が無い
• 現地国に対するBiz協力基盤が無い

日本市場調査および制度分析
日本事情に合うテストベッド構築
日本企業とのパートナーシップ構築

[輸出事業化障害要因および解決方法] 
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• 現地国に対するBiz協力基盤が無い 日本企業とのパートナーシップ構築



5. 5. マーケティング目標マーケティング目標

日本市場進出戦略(5段階)推進

連法律

政策分析 市場分析 パートナーシップ テストベッド マーケティング

廃水処 場 社 掘 潜在 象関連法律および
主要機関分析

推進戦略推進戦略

国の水資源政策、

国レベルの総合

下・廃水処理場
関連市場調査

パートナー社発掘
および契約締結

現地テストベッド
構築

潜在バイヤー対象
説明会開催

下・廃水処理場

全体の市場規模

潜在パートナー社

発掘

テストベッド構築

要件定立

バイヤー対象

マーケティング

事業範囲事業範囲

国レベルの総合

計画分析

水処理分野規制

水準分析

全体の市場規模

および日本市場

規模推定

下・廃水処理場

発掘

パートナー社資格

要件定立

パートナー社候補

要件定立

下・廃水処理場

賃貸、パートナー

社提案事業場

マ ケティング

資料開発

現地の展示会お

よびコンファレ
事業範囲事業範囲

下・廃水処理場

調達参加条件お

よび手続き分析

ろ過段階での適

用技術現況調査

関連技術保有企

業現況調査

企業ミーティング

および契約締結

テストベッド構築

用試製品の日本通

関

ンス参加

潜在バイヤーを

招待し、テスト

ベ ド事業場視

戦略目標戦略目標 日本水処理政策および市場分析

業現況調査 ベッド事業場視

察および説明会

企業訪問
現地パートナー社と

契約締結
現地事業場に

テストベッド構築 輸出実績達成
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契約締結 テストベッド構築 輸



5. 5. マーケティング目標マーケティング目標

予想需要先

希望
順位

技術輸出(移転) 
希望バイヤー名

Homepage 希望類型
備考

(事前コンタクト有無など)

1
Mitsubishi Rayon Co. 
Ltd

www.mrc.co.jp 製品輸出 無

2 Sahshin MFG. Co. Ltd www.sanshin-mfg.co.jp 製品輸出 無

3 KURITA www.kurita.co.jp 製品輸出 無

4 FUJI CLEAN Co. Ltd www.fujiclean.co.jp 製品輸出 無

日本市場ですでに広い営業網を構築したり 市場攻略の力量を保有しているパ トナ 社日本市場ですでに広い営業網を構築したり、市場攻略の力量を保有しているパートナー社
を積極的に活用し、実質的な輸出実績達成を目標とする
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