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企業名

(創立日)

セルリオン株式会社

(2014年1月02日)
代表取締役

ハングル ： ファン・インス

漢字 ： 黄寅洙

英語 ： Hwang In-soo

技術分野 電気・電子 主な生産品
自動車用 LED Lamp

LED PKG, COB

資本金 210百万ウォン
売上高

(2017年)
1413百万ウォン

従業員数 12名
事業者

登録番号
143-81-18000

住所 140-11, Gongse-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea

Homepage リニューアル作業中 E-mail ー

TEL ー FAX ー
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1. 企業紹介



1. 製品：特許技術を適用し、世界初で回路を内蔵した超小型の無極性自動車用LEDライト

2. 用途：自動車の室内灯、Sun Visor、トランク、Glove Box、Door、Foot、ナンバープレートなど
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❑ 技術・製品概要

<自動車用LEDライトの利点>

3. 開発の背景

1) LED業界のBlue Oceanとして注目を浴びている自動車市場

-. 技術実現の難易度による参入障壁

-. 世界的に環境規制が強化され、LEDを好む傾向

-. 年平均8％の成長で、2022年には30億ドルの市場が予想される

2) 他社の自動車用LEDランプの多くの問題

-. 空間的な制約：部品が多くて小型化が難しいため、標準規格に対応不可

-. 互換性：Warning Cancelerなどの回路に対応不可

Reflectorなどの器具物に互換できなく、自動車の設計を変更

-. 組立性：部品が多くて組立工程が増加し、単価が上昇する

-. 信頼性：自動化ができないため、一定の品質を管理することが難しい

2. 技術・製品紹介



1. 自動車用LEDライトの重要なポイント

-. 信頼性、効率、器具物及び回路との互換性の他

2. 本技術の特長

1) 特許技術で世界初で駆動回路を搭載したLED

2) Warning Canceler搭載

3) 駆動回路と光源部の一体化によって小型化を実現

4) 国際規格に従った互換性を確保

5) Heatsinkで放熱性を確保

6) 全工程の自動化による一定な品質管理

7) Wire Lessで信頼性を向上

8) Customize仕様

❑ 技術・製品の特徴
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[ 適用場所による製品の種類 ]

[ 製品の構成 ]

[ 他社のモジュール ]

2. 技術・製品紹介



❑ 従来の技術·製品との比較
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• H自動車向A社のモデルとSystem LEDの電圧による明るさの変化

• H自動車向A社のモデルとSystem LEDの電圧による消費電力の変化

-. 全ての電圧区間で高い光度

-. 正常動作区間で約60％の光度差

-. ほぼ全区間で消費電力が削減

-. 68％まで低くなる消費電力

-. システム効率の最大化

-. 燃料の大幅な削減を実現

-. ヨーロッパなどの厳しい環境規制を満足

2. 技術・製品紹介



❑ 従来の技術·製品との比較
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• H自動車向B社のモデルとSystem LEDの電圧による電流及び光度の変化

• H自動車向A社のモデルとSystem LEDの電圧による特性の比較

-. 同じ電圧で2.5倍明るい光度

-. 正常動作電圧区間で電流を50％削減

(他社のLEDモジュールに比べて)

-. 光度は2倍以上高い

-. 消費電力は半分程度

-. 温度は約20度低い

2. 技術・製品紹介



❑ 従来の技術·製品との比較
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• 自動車の一般的は電圧は13.6Vであるが、7Vからの正常動作を要求するメーカーが増加している傾向

• 浸水などの極端な状況で正常動作し、ユーザーの安全を考慮する設計

従来の自動車用LED
自動車動作電圧Min値である
9Vに合わせるため、
3V Chipを直列に
連結して9Vに構成

7V動作自動車用LED
6V Chipを適用して
条件は合わせたが、
効率が落ちる

+

+

3V

3V

3V

6V

韓国のLEDメーカーは6V Chipを適用しているが、自動車の正常動作電圧である13.6Vで3直列9Vより明るくない

韓国の競合他社の製品より、同じ電圧で明るさを30%向上または消費電流を削減

7V動作自動車用LED
社内の研究所で考案した技術で
7Vと13.6Vで3直列製品と
同等の性能を有する

2. 技術・製品紹介



❑ 技術·製品の適用範囲と応用分野

• 純正自動車

• 自動車用品After Market

• ヘッドライトとフォグランプを除いて、自動車1台当りに最低約30個のランプが必要

• 自動車内部の器具の設計を変更しなくてもハロゲンランプと1：1の交換が可能
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2. 技術・製品紹介



❑ 韓国市場の現状と展望

• ソウル半導体：自動車用LEDライトをGM、現代自動車のジェネシスなどに供給/今年中に量産プロジェクトの成果が出ると予測

• サムスン電子：自動車電装事業への参入を宣言し、チップ・スケール・パッケージ（FX-CSP）の新製品を発売

• LGイノテック：電装部品事業部（モジュール、完成品）とLED事業部（自動車用LED）がそれぞれ自動車用LED事業を展開

• 現在、韓国内の自動車の約15％のみにLEDライトが搭載：残りの85％が市場に拡大

• statistaでは、LEDランプのシェアが12年の6％から20年には58％に急増すると予想：自動車市場に影響

• 米国市場でも、現在コストの問題で拡散できなかったLEDライトが2025年以降に50％以上拡大すると予測
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3. 市場の現状と展望



❑ 日本市場の現状と展望

• パナソニック

-. 2018年、自動車関連の売上高のために日本工場の生産量が急増

-. 2019年、照射距離700mの自動車用LEDの常用化が目標

-. 外部灯に集中

• 矢野経済研究所：15年以降にLEDヘッドライト市場が拡大し、18年には2千億円になると予測

• LED市場で収益性が残っている唯一の市場
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3. 市場の現状と展望
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❑ ニッチ市場・適用可能市場

• 日本の大手企業は外部灯に集中：室内灯への参入が比較的に容易

• 電気自動車の普及：低消費電力製品に対する需要が急増
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3. 市場の現状と展望



❑ 国内外の製品販売実績(契約を含む)
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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

その他の累積販売 - 約14億

フォルクスワーゲン - 11億

（17年4月～）

14年からの顧客会社を通じて

米国、日本、ロシアに

間接輸出（約9億）

フォルクスワーゲンGOLFに納品 フォルクスワーゲンPOLO LEDランプの全数量を納品 納品製品

MAZDA＆現代起亜が製品開発中、After Market製品を日本、ロシア、米国に輸出中

3. 市場の現状と展望



❑ 売上高の現状

<韓国内>

<海外>

14

年度 製品(技術) 輸出国 販売額 備考(企業名)

2015 自動車用LEDランプ 日本 3億 L社/V社

2016 自動車用LEDランプ 日本 1億 L社

2017 自動車用LEDランプ 日本 1億 L社

年度 製品(技術) 韓国内 販売額 備考(企業名)

2015 自動車用LEDランプ 韓国内 900百万ウォン

2016 自動車用LEDランプ 韓国内 1,087百万ウォン

2017 自動車用LEDランプ 韓国内 1,416百万ウォン

3. 市場の現状と展望



❑ 申請技術・製品関連韓国及び海外出願・登録現状

番号 出願状態 特許番号 出願日 特許名

1 登録 第10-1604264号 2015.03.03 COBタイプの車両用無極性LEDパッケージ

2 登録 第10-1729963号 2015.07.07
単一PCBで具現されたシングルエンド型

車両用多面発光照明ランプ

3 登録 第10-1842482号 2016.02.14
全方向発光方式の照明装置及び方法とこれ

を利用した自動車用照明装置
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4. 権利取得現状



❑ ノーハウ及びその他保有技術の現状

-. 開発技術が集約された特許ICを通じて他社では実現できない自動車用LEDランプの限界を克服

-. 3世代にわたる技術の進化によって最適化された製品の安定化

-. 技術の源泉特許を保有

-. LED PKGで15年のキャリア、器具設計で11年のキャリアを持つ研究所開発人員を保有

-. 半導体設計、LED設計、回路及びPCB設計、器具設計、レンズ設計、放熱設計全般に独自の開発能力を保有
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4. 権利取得現状



❑ 技術移転、投資誘致、輸出、共同研究、代理店など

• 製品及び技術に関する広報と集客

• 新規顧客会社3社発掘が目標

• 1年経過後、新規顧客からの受注が目標

• 市場情報を収集し、2019年の自動車部品展示会の参加に備える

• 日本内の自動車ライト市場情報を収集

• 日本の顧客のNeedsを把握
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5. マーケティング目標



❑ 予想需要先

希望
順位

(日本)コンタクト
希望バイヤー企業名

Homepage
希望類型

(輸出、技術移転、合作など)
備 考

(事前意思打診可否など)

1 自動車用LED商社 輸出

2
自動車用LED製品

After Market 会社
輸出

3
自動車用LED部品

1次ベンダー
輸出

4
自動車用LED部品

2次ベンダー
輸出

5
自動車用LED部品

メーカー
輸出
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5. マーケティング目標


