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人の暮らしに豊かさを与える

Lifetime Value Creator、ロッテ。
ロッテは食品、流通、観光、化学など
様々な分野で

挑戦と革新に勤しみ

いつもお客様に新たなライフスタイルを
提案してきました。

より便利で楽しい日常、

みんなが成長する幸せな明日。
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ロッテが作っていく未来です。
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全てにおいて有益な革新で

世界から愛され、尊敬される

グローバル企業へと成長していきます。
ロッテはこの50年間の間、人類の生活を豊かにするための旅を続けてまいりました。
食品、流通、観光、化学、建設をはじめとする様々な分野で弛まぬ挑戦と革新に勤
しみ、世界のお客様に新しい価値を提供し、成長しました。韓国財界第5位のグルー

プとして業界をリードし、積極的な海外市場の開拓を通じて、名実共にグローバル
企業としての地位を確立しました。

この程、ロッテは、100年企業として跳躍するための新たな成長の歴史を描いて

います。2021年、ロッテは ‘今日を新しく、明日をより良く(New Today, Better
Tomorrow)’を新たなブランドスローガンとして掲げました。このスローガンには
‘人類の持続可能な未来のために、全てにおいて有益な革新を目指す’という志が込
められています。ロッテはこれまでに培ってきた力量を土台に、急変する環境に備
えながら変化と革新を導いていく未来型企業へと進化していきます。

特に、気候変動への対応および持続可能な生態系構築は人類共通の時代的課題であ

ることを認識しており、ESG経営を積極的に実践しています。社会貢献、同伴成長、

環境保護、社会安全などの社会的価値を最優先に考え、お客様やパートナー企業、
さらには社会から愛され、信頼されるロッテになります。

新たな未来に向けたロッテの力強い歩みに温かいご声援をお願い致します。

会長 辛東彬（シン・ドンビン）
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今日を新しく、明日をより良く
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お客様の気持ちにしっかり取り組み、いつでも楽しい感動をお届けします。
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弛まぬ変化と革新を追求し、新しい価値を創造します。
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そして、お客様や社会から頂いた信頼を大切に守ります。
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We enrich people’s lives
by providing superior products
and services that
our customers love and trust.
私たちはみなさまから愛され、信頼される、よりよい製品や

サービスを提供し、世界中の人々の豊かなくらしに貢献します。
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GLOBAL BUSINESS

MANAGEMENT PRINCIPLES

透明性の高い経営

コアコンピタンスの強化

価値創造経営

現場経営

Transparent
management

Strengthening
core competencies

Value-based
management

On-site
management

-

-

-

-
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FINANCIAL HIGHLIGHTS

ロッテ持ち株株式会社は、より透明性の高い経営と

ロッテは、資産規模を基準としたランキングで韓国

グループの質的成長を実現します。

GOVERNANCE STRUCTURE / FINANCIAL HIGHLIGHTS

GOVERNANCE STRUCTURE

第5位のグループとして安定した財務構造をベースに、
毎年、成長を続けています。

2017年10月、ロッテはグループの経営透明性を確保し、持続可能な質的成長を実現するためにロッテ持ち

株株式会社を発足しました。持株会社体制への転換により、ロッテの支配構造は単純化し、事業と投資部
門間のリスクが分離されることで経営効率を高めることが出来ました。

2020年財務状況

ロッテ持株はロッテグループの企業価値とブランド価値向上のために最善を尽くしています。編入系列

韓国財界順位

資産 ⑴

負債比率 ⑵

売上高 ⑶

各事業の戦略的意義とシナジー創出の有無を徹底的に検証し、持続可能なビジネスポートフォリオの高度

5位

125.7兆ウォン

123.1%

56.4 兆ウォン

会社を多く誘致する一方で、子会社の核心力量強化にも持しており、成長性と収益性を共に高めています。
化を図っています。中長期的なビジネスプランと共にグループレベルのESGガバナンス体制の強化、ロッテ

ロッテ持ち株株式会社の構成
編入

* Source : 公正取引委員会 (2021年 5月 発表)

* Note : 公共企業を除く、資産基準 ⑴公正資産 ⑵金融社を除く ⑶公正売上高 (韓国内売上高基準、内部取引を除く)
BUSINESS PORTFOLIO

ブランドおよび研究開発への投資拡大等で企業競争力を継続的に高めていきます。

2020年事業別売上高割合

編入予定
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39%
流通部門

流通

観光・サービス部門

14%

観光 • サービス
食品部門

化学・建設部門

単位 : 兆ウォン、財務会計基準

収益性中心の

不動産など

保有資産の効率化

化学 • 建設

新興成長国

事業展開・拡大をサポート

* 2017年から従来の管理会計ではなく財務会計を基準に総売上高を表記

13%
食品

LOTTE HISTORY

34%

子会社の収益性向上および持続的成長による企業価値の向上

事業ポートフォリオの調整・サポート

64.9

GLOBAL BUSINESS

2020

総売上高
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BUSINESS PORTFOLIO
食品事業から始まったロッテは流通、観光・サービス、
化学・建設分野へと事業を拡大して

成功的な事業ポートフォリオを構築しています。

BUSINESS PORTFOLIO
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5

食品

流通

観光 • サービス

化学 • 建設

研究 • サポート • その他

ロッテ七星飲料

ロッテマート

ロッテ免税店

ロッテ精密化学

ロッテ奨学財団

ロッテ製菓

ロッテフード
LOTTE GRS

ロッテアサヒ酒類

LOTTE-Nestlé(Korea)
ロッテ流通事業本部

ロッテ百貨店
ロッテスーパー

ロッテeコマース

ロッテハイマート
コリアセブン

ロッテホームショッピング
エフアールエルコリア
ロッテGFR

韓国エスティーエル

ロッテワールド
ロッテリゾート

ロッテカルチャーワークス
ロッテジェイティービー
ロッテ物産

ロッテrental
ロッテ商社

ロッテグローバルロジス
ロッテ情報通信
大弘企画

ロッテジャイアンツ

キヤノンコリア
ビジネスソリューションズ
韓国富士フィルム

LOTTE Chemical
LOTTE MCC

ロッテINEOS化学
ロッテ建設

ロッテ建設CM事業本部
ロッテアルミニウム

ロッテ持株

ロッテ福祉財団

ロッテ三同福祉財団
ロッテ文化財団

ロッテ中央研究所
ロッテ人材開発院

ロッテ未来戦略研究所
ロッテキャピタル

ロッテベンチャース
ロッテ医療財団

LOTTE HISTORY

ロッテメンバーズ

ロッテホテル

GLOBAL BUSINESS
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GLOBAL BUSINESS
ロッテはアジア、ヨーロッパなど世界約30ヵ国に進出して活発に事業を

展開しており、アメリカ、新興成長国を中心に事業をさらに拡大しています。

海外事業の体質を強化し、現地化戦略を通じて事業の安定を追求することで、
成長を加速していきます。

カザフスタン

製菓/外食フランチャイズ/物流

モンゴル

外食フランチャイズ

中国

製菓/飲料/化学/建設/製造/物流/
ホテル/シネマ/キャピタル/
CM/その他

日本

製菓/飲料/免税店/化学/建設/ホテル/その他

ロシア

ベトナム

ホテル/製菓/

百貨店/マート/ホテル/外食フランチャイズ/シネマ/化学/建設/複合開発/

化学/建設/貿易

物流/IT/広告代行/レンタル/免税店/統合メンバーシップサービス/CM/その他

香港

化学/物流

トルコ

台湾

化学

ホームショッピング

ポーランド

ミャンマー

化学

化学/CM

パキスタン

化学/物流

ウズベキスタン

化学

アラブ首長国連邦

イタリア
ナイジェリア

化学

タイ

化学/レンタル

製菓/飲料/化学/建設

フィリピン
飲料/物流

化学/ホテル
製菓/化学

カンボジア

外食フランチャイズ/建設

マレーシア

化学/物流/建設

オーストラリア

物流

ニュージーランド

貿易/免税店
免税店

シンガポール

製菓/物流/建設/免税店

インドネシア

百貨店/マート/化学/建設/製造/物流/IT/キャピタル/
広告代行/シネマ/その他

ペルー
化学

LOTTE HISTORY

製菓

イギリス

メキシコ

外食フランチャイズ

製菓/物流/化学

化学

ベルギー

その他

ラオス

インド

ドイツ

貿易/免税店/物流/

外食フランチャイズ/飲料/ホテル/製菓

化学

ハンガリー

ホテル/化学/飲料/

GLOBAL BUSINESS

スロバキア

アメリカ
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1980 ロッテ免税店 設立
1980

LOTTE HISTORY
1967年、ロッテの輝かしい歴史が始まりました。

1973 ホテル ロッテ 設立

世界で愛されるグローバル企業へと成長しました。

1973 ロッテ電子工業 設立 (現、ロッテアルミニウム )

情熱的な姿勢を保ちながら挑戦と革新を続けてきた結果、

1974
1974

1960

ロッテ産業 設立

美化写真フィルム • 美化写真販売 買収
(現、 韓国富士フィルム)

1982 大弘企画 設立
1982 ロッテジャイアンツ 設立
1982 ロッテ物産 設立

(現 、ロッテ商社、ロッテリゾート スカイヒルCC)
七星韓美飲料 買収 (現、ロッテ七星飲料)

1970

1980

1990

1967年辛格浩会長が設立した

韓国の高度経済成長期を迎えて、ロッテは

1980年代に入り、ロッテは蓄積された

ロッテは、1990年代に入り、超優良グローバル

母体となりました。ロッテ製菓は、

食品事業を拡大させ、韓国最大の

観光などの各事業分野において最高の

準備を始めました。内実の向上および

ロッテ製菓はロッテグループの

新しくて美味しい製品を提供する

ことによって、韓国の食品産業を近代化し、
国民の生活水準を向上させる
きっかけを作りました。

資本と技術をベースに食品、流通、

事業の多角化を積極的に推進しました。

企業としてのさらなる跳躍のために体系的な

競争力を確保し、名実共に韓国企業

食品企業に発展しました。さらに、

果敢な投資により、グローバル化の基盤を

トップ10に進入しました。また、

ホテルロッテおよびロッテショッピング、

構築しました。また、業界最高の競争力と

将来に向けた長期的な戦略を策定し、

ロッテ建設、湖南石油化学などの設立により、

安定した財務構造をベースに、通貨危機の

世界市場への進出基盤を構築しました。

観光および流通、国の基幹産業へと
本格的に進出しました。

際にも賢く克服することができました。

1966 東方アルミ工業 設立 (現、ロッテアルミニウム)

1977 ロッテ酒造 設立 (現、ロッテ七星飲料 酒類部門)

1983 ロッテ中央研究所 設立

1994 ロッテ研修院 開院 (現、ロッテ人材開発院)

1967 ロッテ製菓 設立

1977 三綱産業 買収 (現、ロッテフード)

1983 ロッテ流通事業本部 設立

1994 コリアセブン 買収

1978 韓一香料工業 • ロッテ乳業 設立 (現、ロッテフード)

1983 三南奨学会 設立 (現、ロッテ奨学財団)

1994 ロッテ福祉財団 設立

1978 平和建業 買収 (現、ロッテ建設)

1985

(現、ロッテ建設CM事業本部)

1979 湖南石油化学 買収 (現、LOTTE Chemical)

1985

(現、キヤノンコリアビジネスソリューションズ)

1979 ロッテリア 設立 (現、LOTTE GRS)

1989 ロッテワールドアドベンチャー 開園

1979 ロッテショッピング 設立

蚕室ロッテワールド建設事業本部 設立
ロッテキヤノン 設立

1995 釜山割賦金融 設立 (現、ロッテキャピタル)
1996

ロッテロジスティックス 設立

(現、ロッテグローバルロジス)

1996 ロッテ情報通信 設立
1998 ロッテマート 設立
LOTTE HISTORY

1999 ロッテシネマ 設立 (現、ロッテカルチャーワークス)
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2014 LOTTE-Nestlé(Korea) 設立

2007

2014 現代ロジスティックス 買収 (現、ロッテグローバルロジス)

ウリホームショッピング 買収

(現、ロッテホーム ショッピング)

2015 ロッテメンバーズ 設立

2007 ロッテジェイティービー 設立

2015 KTレンタル 買収 (現、ロッテrental)

2007 ロッテ資産開発 設立

2015 ロッテ文化財団 設立

2007 大韓火災海上保険 買収 (現、ロッテ損害保険)

サムスンSDIケミカル事業本部、サムスン精密化学、

2016 サムスンBP化学 買収 (現、LOTTE Chemical 、
ロッテ精密化学、ロッテINEOS化学)

2008 ベルギー ‘ギリアン(Guylian)’ 買収

2017 ロッテグループ創立50周年、ニュービジョン宣言

2008 KIバンク 買収 (現、コリアセブン )

2017 ロッテ持ち株株式会社 設立

2008 ロッテ 済州リゾート設立

2017 インド‘ハブモア(Havmor)’ 買収

2000

2010

and...
2021年、より大きな未来のための

ロッテの変化と技術革新への

2000年代のロッテは食品、流通、観光・

ロッテは2010年代においても内実を

2018 ロッテカルチャーワークス 設立

分野で事業を拡大し、業界をリードする

投資により安定的に成長を続けました。

2018 ロッテeコマース 設立

進出を通じてアジアを代表する

2019 ロッテグローバルロジス統合法人 発足

備えました。

2019 ロッテカード、ロッテ損害保険 売却

サービス、化学・建設・製造、金融などの

高める徹底した経営と効率的な

企業へと成長しました。また、アジア

だけでなく、ヨーロッパ、中東、アメリカ

まで、世界各地に進出し、グローバル企業
としての地位を確立していきました。

また、積極的な事業の拡大や海外への
2008

インドネシア ‘マクロ(Makro)’

2008 ロッテ扶余リゾート 設立
2009

斗山酒類BG 買収

2000 ハイスター 設立 (現、ロッテアサヒ酒類)

2009

パキスタン‘PTA’ 買収

2001 ロッテスーパー 設立

2009 MYbi 買収

2002 ロッテ経済研究室 設立 (現、ロッテ未来戦略研究所)

2009 ロッテ三同福祉財団 設立

2000

ロッテドットコム 設立 (現、ロッテeコマース)

グローバルグループとしての実力を

19店舗 買収

最高の価値を提供し、

誰もが享受できる豊かな暮らしと

幸せな世界を作っていきます。

2020 LOTTE Chemical統合法人 発足

(現、ロッテ七星飲料 酒類部門)

2010 Buy the way 買収

(現、LOTTE Chemical Pakistan)

2010 EB Card 買収

2021 ESG 経営宣言

2010 フィリピン‘ペップシ―(PCPPI)’ 買収
2010 パキスタン‘コルソン(Kolson)’ 買収

2002 東洋カード 買収 (現、ロッテカード)

2010

2004 KPケミカル、KPケムテック 買収 (現、LOTTE Chemical)

2011

現代情報技術 買収

2004 エフアールエルコリア 設立

2011

パスツール乳業 買収 (現、ロッテフード)

マレーシア ‘タイタンケミカル(Titan Chemical)’ 買収
(現、LOTTE Chemical Titan)

2012 ハイマート 買収 (現、ロッテハイマート)
2012 LOHB’s (ロブス) 設立
2013 カザフスタン‘ラハト(Rakhat)’ 買収

LOTTE HISTORY

2006 大山MMA 設立 (現、LOTTE MCC)

努力は止まりません。

お客様の生涯サイクルに掛けて
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FOOD
RETAIL
TOURISM·SERVICE
CHEMICAL· CONSTRUCTION

GLOBAL LOTTE

ADVANCE

EXPAND

優秀な製品と新しいサービスを提供することでお客様の

アジアをはじめ、ヨーロッパ、中東 • アフリカ、

暮らしをより豊かで美しいものに変えて行きます。

そしてアメリカまでより広い世界に向かって弛まぬ挑戦を続けます。

ロッテ
プロフィール
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グローバル
ロッテ

Our
Global Food
Customer
美味しくて安全な食品を

世界のお客様と共有しながら、

より楽しく、より健康的な暮らしを
作っていきます。

主要事業海外進出状況

ロッテ製菓 •
ロッテ七星飲料

ロッテリア

エンジェリナス
コーヒー

中国

ミャンマー

ベトナム

フィリピン

カンボジア

ミャンマー
シンガポール
インド

パキスタン

カザフスタン
ロシア

ベルギー

ラオス

ベトナム
モンゴル

カザフスタン
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FOOD
RETAIL
TOURISM·SERVICE
CHEMICAL· CONSTRUCTION

インド

ロッテ製菓

ロッテ製菓のチョコパイは

インドで 90%という圧倒的な

市場占有率を記録しています。

90%
市場占有率
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グローバル
ロッテ
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FOOD
RETAIL
TOURISM·SERVICE
CHEMICAL· CONSTRUCTION

CHINA

ベトナム

エンジェリナス
コーヒー

エンジェリナス

コーヒーは 2008年に
ベトナムへ進出し、

差別化されたコーヒー

文化を創造しています。

中国

ロッテ製菓
ベルギー
ギリアン

ロッテ製菓は中国の流
通店舗を継続的に拡大
し、より多くのお客様
に愛されています。

VIETNAM

ロッテ製菓はプレミアム

ブランド、ギリアンを通じて、
世界のチョコレート市場を
リードしています。

INDIA

ベトナム

ロッテリア

ロッテリアは ベトナムで
262店舗を運営する

ファストフード業界
第1位の企業です。

No.1
市場占有率順位

マレーシア
パキスタン

ロッテ七星飲料
マレーシア、

パキスタンなどの
様々な国で

ハラール認証取得済みの
飲料を提供することで、
ロッテ七星飲料の

さわやかな楽しさが
広がっています。

ロッテ
プロフィール
2021

グローバル
ロッテ

Our
Global Retail
Customer
便利で楽しいショッピング、

多種多様で新しい文化をお届けすることで、

世界のお客様に日常の幸せをプレゼントします。

主要事業海外進出状況

ロッテ百貨店

ロッテマート

ベトナム

ベトナム

インドネシア

インドネシア

31

FOOD
RETAIL
TOURISM·SERVICE
CHEMICAL· CONSTRUCTION

インドネシア
ロッテマート

ロッテマートは
インドネシアの

49店舗を通じて卸・
小売流通の革新を
導いています。

49
店舗数

ロッテ
プロフィール
2021

グローバル
ロッテ
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インドネシア
ロッテマート

インドネシア

ロッテマートは

現地化戦略および

ロッテ百貨店

通じてお客様の

高級複合

寄り添います。

モールである

差別化された製品を

ショッピング

暮らしに一層

ロッテショッピング
アベニュー店を
通じて多彩な

ショッピングの
楽しさを

VIETNAM

提供しています。

ベトナム

ロッテ百貨店

大規模複合団地ロッテセンターハノイには

ロッテ百貨店が位置しており、ベトナムのお客様の

ショッピングと娯楽の名所として愛されています。

INDONESIA

ベトナム

ロッテマート
ロッテマートは、
2008年に

ベトナムへ進出し、

全国に15軒の店舗を
運営して
います。

ロッテ
プロフィール
2021

グローバル
ロッテ

Our
Global Tourism
& Service
Customer
品格のある施設と差別化されたサービスで

世界のお客様に忘れられない感動を与えます。

主要事業海外進出状況

ロッテホテル

ロッテ免税店

ロッテ
カルチャーワークス

アメリカ

アメリカ(グアム)

中国

ロシア

ベトナム

インドネシア

アメリカ(グアム)
ウズベキスタン
ベトナム

ミャンマー
日本

日本

オーストラリア

ニュージーランド
シンガポール

ベトナム
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アメリカ

ロッテホテル

ロッテニューヨークパレスでは
ロッテホテル独自の

最高のサービスを提供して
います。

909
客室数

ロッテ
プロフィール
2021

グローバル
ロッテ
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RUSSIA

アメリカ

ロッテホテル
ロッテホテルは
アメリカの

ニューヨークと
シアトル、
U.S.A

グアムで

ホテルを展開し、
グローバルホテル
チェーンとして

成長しています。

VIETNAM

ロシア

ロッテホテル

ロッテホテルはロシアのモスクワを始め、

サンクトペテルブルク、サマラ、ウラジオストクに
次々オープンしており、ロシア最高の

ホテルブランドとしての地位を確立しています。

ベトナム

ロッテホテル

ベトナムのホーチミンと
ハノイでロッテホテルの

格別なサービスを満喫できます。

INDONESIA

ベトナム

ロッテ免税店

ベトナム

ロッテ免税店は、

カルチャーワークス

ベトナムの

ダナン空港で
差別化された

ショッピング体験を
提供します。

No.2
世界免税店順位

ロッテ
ロッテ

カルチャーワークスは

ホーチミン、ハノイなど
全国の主要都市に
46軒の映画館を

運営しています。

ロッテ
プロフィール
2021

グローバル
ロッテ

Our
Global Chemical
& Construction
Partner
世界の優れたパートナーと協力して、

グローバル企業の能力と地位を高めていきます。

主要事業海外進出状況

LOTTE Chemical •
ロッテ精密化学

ロッテ建設

中国

ポーランド

中国

ロシア

ベトナム

スロバキア

マレーシア

シンガポール

タイ

マレーシア

インドネシア
日本
香港

ロシア

ウズベキスタン
パキスタン
トルコ

ドイツ

ハンガリー
アメリカ
メキシコ
ペルー
インド

イタリア

アラブ首長国連邦
ナイジェリア

ベトナム

インドネシア
日本

パキスタン

カンボジア

39

FOOD
RETAIL
TOURISM·SERVICE
CHEMICAL· CONSTRUCTION

アメリカ

LOTTE Chemical

エタンクラッカーおよび

エチレングリコール事業を通じて

アメリカ国内の大規模な生産拠点を
確保し、原料、生産拠点および

販売地域を多様化する計画です。

ロッテ
プロフィール
2021

グローバル
ロッテ
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UZBEKISTAN

マレーシア

インドネシア

マレーシア

LOTTE Chemical

LOTTE Chemical

LOTTE Chemical
Titanは

LOTTE Chemical Titanは、

最高の

オレフィン・

マレーシア最大規模の

東南アジア

ポリオレフィン

化学企業へと

生産メーカーです。

成長していきます。

No.1

VIETNAM

ベトナム

ロッテ建設

インドネシア
ロッテ建設

MALAYSIA

ロッテ建設は
超高層ビルの
ための高度な
建築技術で

ロッテセンター
ハノイを
成功的に

建設しました。

65 F

INDONESIA

ロッテ建設は、
インドネシアの

ジャカルタ中心の
商業地区に

住商複合団地である

コタカサブランカ3を
建設しました。

365,251m
延べ面積

2

ロッテ
プロフィール
2021
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BUSINESS OVERVIEW

GROWTH

DIVERSITY

韓国の発展をリードしてきた韓国のトップ企業から

食品、流通、観光 • サービス、化学分野などの多様な事業の展開で、

世界で信頼されるグローバルグループへと成長して行きます。

生活の価値を創造し、産業の発展を導きます。

1.

2.

3.

4.

5.

ロッテ製菓

ロッテ百貨店

ロッテホテル

LOTTE Chemical

ロッテ持株

ロッテフード

ロッテスーパー

ロッテワールド

LOTTE MCC

ロッテ福祉財団

食品
ロッテ七星飲料
LOTTE GRS

ロッテアサヒ酒類

LOTTE-Nestlé(Korea)
ロッテ流通事業本部

流通
ロッテマート

ロッテeコマース

ロッテハイマート
コリアセブン

ロッテホームショッピング
エフアールエルコリア
ロッテメンバーズ
ロッテGFR

韓国エスティーエル

観光 • サービス
ロッテ免税店

ロッテリゾート

ロッテカルチャーワークス
ロッテジェイティービー
ロッテ物産

ロッテrental
ロッテ商社

ロッテグローバルロジス
ロッテ情報通信
大弘企画

ロッテジャイアンツ

キヤノンコリア
ビジネスソリューションズ
韓国富士フィルム

化学 • 建設
ロッテ精密化学

ロッテINEOS化学
ロッテ建設

ロッテ建設CM事業本部
ロッテアルミニウム

研究 • サポート • その他
ロッテ奨学財団
ロッテ三同福祉財団
ロッテ文化財団

ロッテ中央研究所
ロッテ人材開発院

ロッテ未来戦略研究所
ロッテキャピタル

ロッテベンチャース
ロッテ医療財団

ロッテ
プロフィール
2021

事業の
概要
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FOOD
食品

ブランドの認知度

および品質競争力を

高めます。

1967年、ロッテ製菓の創業により始まったロッテの食品部門は、製菓および飲料、酒類、

食品素材および加工食品、そして外食まで網羅する韓国最大の食品企業群として成長しました。
ロッテ製菓、ロッテ七星飲料、ロッテフード、LOTTE GRS、ロッテアサヒ酒類、LOTTENestlé(Korea)などロッテの食品系列会社は、優れた技術と品質、マーケティング力を発揮し、

韓国の食品産業をリードしていきます。特に差別化されたブランド戦略で長い間愛される

メガブランドを次々と誕生させ、様々な外食フランチャイズを開発し、新たな食文化創造に
貢献しています。また、国際レベルの安全基準と衛生管理により健康的な食品および食事の
提供にも力を入れています。

世界で愛される

食品会社に成長します。

ロッテの食品部門は、製品輸出および直接的な海外進出を通じて世界に乗り出しています。

製菓、飲料、酒類、粉ミルク、コーヒーなど世界の様々な場所で出会えるロッテの製品が世
界の顧客の生活をより美味しく、楽しくします。ロッテ製菓はアジア、ヨーロッパ、ロシアな
ど世界の各国に現地生産施設を備えて様々な製品を供給しており、ロッテ七星飲料において

は全世界に向けて飲料および酒類を輸出しています。アジア諸国に進出したロッテリアお

よびエンジェリナスコーヒー(Angel-in-us Coffee)も高い人気を基に店舗を拡大し続けてい
ます。ロッテの食品部門はグローバル市場においての確固たる競争力を基盤に、コアブラン

ドの強化、海外営業収益の拡大、そして海外原物市場での新たな成長動力の確保などを推進
ロッテ製菓 - 永登浦

し、世界で愛される食品ブランドとしての地位を確立して行きます。

ロッテ
プロフィール
2021

事業の
概要
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1
1

ロッテ製菓
インド

チョコパイ
生産ライン

2
ロッテ七星飲料
忠州

クラウド

生産ライン

3
ロッテ七星飲料
安城

七星サイダー
生産ライン

2

ロッテ製菓

ロッテ七星飲料

www.lotteconf.co.kr

company.lottechilsung.co.kr

主要事業

お菓子、氷菓類などの製菓

主要事業

飲料 • 酒類製造および販売

韓国内
工場数

7

韓国内
工場数

14

2021年 5月 基準

海外
工場数

22

7

1967年に創業したロッテ製菓は、ロッテの親会社

ロッテ七星飲料は1950年の設立以来、71年の間、様

業界不動の第1位企業です。永登浦工場をはじめ、

合飲料企業です。飲料部門は、韓国の7ヵ所の生産工

であり、韓国の食品産業の発展を導いてきた製菓
韓国の7か所に最先端の生産設備を備えており、

ガム、チョコレート、ビスケットなどのお菓子類や
氷菓類、健康食品を生産、供給しています。ロッテ

の製品の多くは業界売上高のトップを維持しており、

‘キシリトールガム’、‘ペペロ’、‘コッカルコーン’、
‘ワールドコーン’など各カテゴリーにおける売上高
1位のブランドを多数保有しています。特にガム、

チョコレート部門においては優れた原料および製
造技術により、韓国内外で世界最高品質が認めら
れ、市場をリードする代表製品です。業界をリー
ドする企業としての活動では、お菓子をテーマと
した多様な体験ができるエデュテインメント空間、

‘スイートファクトリー’を創設し、顧客とのコミュ
ニケーションを良好にするための努力も続けてい

ます。海外進出も活発に行っており、カザフスタン、
パキスタン、ベルギー、インド、中国、ロシア、シン
ガポール、ミャンマーの世界8ヵ国、計22ヵ所の生産

3

2021年 5月 基準

海外
現地法人数

工場を運営し、現地の顧客に美味しくて多様なお菓

子を提供しています。既存製品の競争力強化、積

極的な新製品開発で海外売上高を継続的に拡大し、
アジアを代表する製菓会社に成長していきます。

々な製品により愛されてきた韓国トップクラスの総
場および1,000個以上の流通ネットワークを備えてお
り、‘七星サイダー’をはじめ、‘レッツビー’、‘カンター

タ’、‘ミルキス’、‘アイシス8.0’、‘トレビ’、‘ホットシッ
クス’などの様々なブランドを誕生させながら、成長

してきました。特に長寿ブランドである七星サイダー
はトレンディなマーケティングと製品戦略により、サ
イダー市場でおよそ4,100億ウォンの年間売上を達成
するなど業界不動の第1位の座を守っています。海外

市場への進出も積極的に展開しており、中国、フィリ
ピン、ミャンマー、パキスタンの計4社の現地法人を

設立しました。さらに、アジア、ロシア、アメリカ、
南米など全世界に様々な飲料製品を輸出しています。

酒類部門では焼酎‘チョウムチョロム(初めのように)’、
プレミアムビール‘クラウド’、フルーツリキュール‘ス

ンハリ、チョウムチョロム’、韓国の最長寿ワインブラ

ンド‘マジュアン’、本格ウイスキー‘スコッチブルー’な

ど、様々な酒類を製造、販売しています。主力製品で
ある‘チョウムチョロム’は、毎年高い売上成長率を記
録しており、‘クラウド’も発売以来、ビール市場の変
化をリードしています。2017年に竣工した忠州第2工
場を含めた計7ヵ所の生産工場を備えることで、さら

に市場への競争力を高めています。海外においては、
日本、中国、アメリカに3社の現地法人を開設し、‘チ
ョウムチョロム’、‘クラウド’、‘フンワリ’、‘高麗人参

酒’などの製品を世界40ヵ国以上の国へ輸出していま

す。ロッテ七星飲料は、韓国内外で培ってきた技術、
品質、マーケティング競争力と強力なブランドパワー
を基盤として、海外事業を持続的に拡大し超優良グロ
ーバル総合飲料・酒類企業に成長していきます。

ロッテ
プロフィール
2021

事業の
概要

ロッテフード

1
1

食品 製造 • 販売、その他

韓国内
工場数

10

2021年 5月 基準

海外
輸出国数

ロッテフード
横城

www.lottefoods.co.kr
主要事業

パスツール
ウィズママ
生産ライン

20

2
ロッテリア
ベトナム

1958年に設立されたロッテフードは、60年以上に

3

わたり、食品産業の発展をリードしてきた総合食

エンジェリナス

品会社です。ロッテハム、パスツール、ロッテフレ

コーヒー

ッシュデリカなどの成功的な合併を通じて、事業を

ベトナム

多角化し、成長を重ねてきました。韓国の10ヵ所
に最先端設備を備えた生産工場を運営しており、
食用油脂や食品素材をはじめ、肉加工、乳製品、氷
菓類(アイスクリーム製品など)、ホームミールリプ
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LOTTE GRS

ロッテアサヒ酒類

www.lottegrs.com

www.asahibeerk.com

主要事業

食品 • 飲料フランチャイズ

主要事業

韓国内
店舗数

2,063

2021年 5月 基準

海外
店舗数

322

LOTTE GRSは1979年に韓国初のファーストフード
店としてオープンしました。以来、LOTTE GRSは新

たな食文化の創造、フランチャイズ産業の発展をリ
ードしています。韓国内の単一ブランドとしては
最大規模である1,337の店舗を保有しているロッテ

リアをはじめ、コーヒー専門店エンジェリナス、ヨ

2

レイスメント、インスタント食品、コーヒー豆など

ーロッパ風レストランヴィラデシャーロット、ドー
ナツ専門店クリスピークリームドーナツなど、様々
な外食フランチャイズ事業を運営しています。海外

様々な製品を生産 • 供給しています。‘義城ニンニク

進出も活発に推進しており、ベトナム、ミャンマ

入りハム’、‘エンネイチャー’、‘ロスパム’、‘キステ

ー、カンボジア、カザフスタン、ラオス、モンゴルの

ィック’、‘パスツール低温殺菌牛乳’、‘ウィズママ’、

各国に、ロッテリアおよびエンジェリナスの海外支

‘快便’、‘デジバー’、‘ググコーン’、‘パピコ’、‘ラベス

店(計322店舗)を運営し、世界の人々の味覚を魅了

ト’、‘シェフード’などは、長い間愛されているロッテ

しています。多様なブランドのフランチャイズ事業

フードの代表ブランドです。さらに、フードソリュ

を通じて蓄積したグローバル市場においての確固た

ーションセンターを設立し、給食、ケータリングな

る競争力を基盤に、アジアを代表するマルチブラン

どのプレミアムフードサービス事業も活発に行って

ド外食フランチャイズ企業に成長して行きます。

います。中国、アメリカ、ロシア、ベトナムなど、
を輸出しており、特にプレミアム粉ミルクの輸出は
年々大幅に増加しており、今後、その海外市場はさ
らに拡大すると予想しています。ロッテフードは、
韓国内だけでなくアジアをリードする総合食品会社
として成長するために、さらなる努力をしていきます。

2000年に‘ハイスター’という名称で始まったロッテ

アサヒ酒類は、2004年に社名を変更し、新たな出発
を遂げ、現在はビール、日本酒、およびその他の酒
類の輸入・販売を専門とする輸入酒類流通専門企業
としての知名度を高めています。すっきり洗練され
た味で愛されている‘アサヒビール’は、韓国内の輸

入ビール市場で沢山の支持を得ています。また、

‘白鶴’、‘黄桜’、‘神戸酒心館’などの日本の有名酒造
社により製造された日本酒はその独特な風味で日本
酒を愛する顧客の多様な好みに応え、人気を博して
います。また、手軽に楽しめるRTDのワインクルー

ザーも販売しています。これからも優秀な製品の導
入と積極的なマーケティングを通じて市場を持続的
に拡大し、韓国内酒類業界をリードする総合酒類会
社に跳躍します。

LOTTE-Nestlé(Korea)
www.nescafe.co.kr
主要事業

世界20ヵ国に粉ミルク、食品、油脂、氷菓類の製品

3

輸入酒類卸売

コーヒー製造加工および販売

ロッテ流通事業本部

LOTTE-Nestlé(Korea)は2014年に、ロッテと世界

www.lottelmsc.com

備え、世界的コーヒーブランド‘ネスカフェ’をは

主要事業

販売促進サービス

1983年に韓国初の販売促進サービス専門組織と
して発足したロッテ流通事業本部は、食品のプロ
モーション業務を専門的に担当して、ロッテ食品

部門の成長をサポートしてきました。体系的な教
育を受けた専門人材が韓国の店舗においての商品

陳列、販売促進サービス、現場の情報収集などの業
務を行っています。これからもロッテの食品部門
における継続的な競争力の強化のために、お客様
の最も近い場所で努力して行きます。

最大の食品企業であるネスレが合弁し、設立され

ました。忠清北道の清州に大規模な生産設備を
じめ、‘ネスクウィク’、‘ネスティ’など、様々な飲料

製品とペットフードの‘ピュリナ’を製造・販売して

います。世界30ヵ国以上に及ぶネスレグループ
の子会社への輸出も年々増加している傾向にあり

ます。ロッテとネスレの両社の長所を最大限に活
かし、最高の製品を継続的に提供します。
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RETAIL
流通

変化と革新で

ロッテの流通部門は、1970年代から流通産業の変化と流通文化の革新を起こしながら、業界

リードします。

ハイマート、コリアセブンは新しい流通チャネルや店舗フォーマットを導入し、オンラインお

流通産業の発展を

第1位としての力量を発揮してきました。ロッテ百貨店、ロッテマート、ロッテスーパー、ロッテ
よびモバイルショッピングへと大幅に事業を拡大する一方、オン・オフラインを連携した様々

なオムニチャネルサービスを開発することで、より進化した流通を実現しています。また、
ロッテホームショッピングおよびロッテeコマーズは、チャンネルとサービスの競争力を強化

し、革新を続けています。さらに、エフアールエルコリアは皆様により良い日常を提供するた

めのライフウェアの価値を提案しており、ロッテメンバーズではロッテをはじめ、提携社別に
カスタマイズされた様々なサービスを提供することで、お客様の生活をより楽しく、より便利に
するマーケティングプラットフォームを提案する企業へと発展しています。

アジアを代表する

世界に向けたロッテ流通部門の挑戦は、アジア地域を中心に活発に続けています。ロッテ百貨

飛躍して行きます。

トとロッテホームショッピングもアジア市場で様々な商品とサービスを提供しています。

グローバル流通企業へと

店は、ベトナム、インドネシアに進出し、差別化された流通文化を紹介しており、ロッテマー
ロッテ流通部門は有望な事業であるモバイル事業を拡大する事で、流通チャネルの革新およ

び店舗フォーマットの多様化を積極的に推進して、グローバル市場において確固たる成長基盤
ロッテ百貨店アベニューエル - 蚕室

が備えられたアジア代表の超優良流通企業へと飛躍して行きます。

ロッテ
プロフィール
2021

ロッテ百貨店

事業の
概要

1
1

韓国内
店舗数

ロッテ百貨店
東灘

store.lotteshopping.com
主要事業
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百貨店

2
ロッテマート

51

ベトナム

2021年 5月 基準

ロッテマート

ロッテスーパー

www.lottemart.com

www.lottesuper.co.kr

主要事業

割引店

主要事業

韓国内
店舗数

112

2021年 5月 基準

海外
店舗数

64

スーパーマーケット

店舗数・
売上高業界順位

No.1

2020年、SSM 4社 基準

市場
占有率

45%

ロッテ百貨店は1979年に設立以来、韓国内流通産業

ロッテマートは、1998年に第1号店である江辺店オ

ロッテスーパーは2001年に第1号店である典農店オ

で不動の第1位を占めている百貨店です。百貨店、

176店舗を保有するグローバルな販売代理店に成長

韓国第1位のスーパーマーケットです。韓国の消費

とショッピング文化の発展をリードしてきた韓国

ープン以来、飛躍的な発展を重ね、韓国内外で計

ヤングプラザ、アベニューエルに続き、複合ショ

しました。韓国では、ディスカウントストアからト

ッピングモール、プレミアム・都心型・ファクト

イザラス、ペットガーデン、ベビーザラスなどの専

リーアウトレット、ヤングストリートファッショ

門店まで、多様な流通チャネルを運営しています。

ン専門店エルキューブなど社会構造や購買パター

‘トンクン’、‘ソンクン’、‘チョイスエル’などのブラ

ンの変化に対応できる多様な流通チャネルを新た

ンドで1万個のPB商品を開発して商品の競争力を向

にリリースし流通の革新を導いています。また、

上させており、さらに、生鮮食品をはじめとする商

モバイルを中心にオンラインショッピングを拡大

品の品質革新にも力を入れています。ディスカウ

する一方、スマートピック、スマートクーポンブ

ントストア店の店舗改革も積極的に進め、2015年

ック、スマートビーコンなどオン・オフラインを

からは特化した店舗を導入した次世代店舗を新た

融合したオムニチャネルサービスの導入で、より
スマートなショッピング環境を作り出しています。

韓国においては51店舗を展開しており、海外進出
にも積極的に乗り出し、ベトナム、インドネシア
などにも多数の店舗を保有しています。ロッテ百貨

店は、お客様に‘Lovely Life’というスローガンのも
と、幸せな思い出や豊かな暮らしを実現すること
で、韓国のみならずアジア最高の百貨店へと成長
して行きます。

に展開しました。また、H&B (Health&Beauty)スト

2

アLOHB’s(ロブス)を運営しながらヘルス、ビューテ

ィー、生活、食品など店舗平均約1万種の商品を発

売しており、オンラインとモバイルショッピングモ
ールを大幅に強化し、多様なオムニチャネルサービ
スの提供し、ショッピングの利便性を高める努力も
続けています。海外のベトナム、インドネシアで計

64の店舗を展開し、グローバル企業としての地位
を高めています。ロッテマートは、継続的な技術革
新を通じてディスカウントストアだけでなく、新た
な生活の案内役としての‘モバイルベースの専門商
品の提案業務’へと変化を追求して行きます。

ープンを始めに、流通産業の発展をリードしてきた
環境の変化に応じた新しいコンセプトのスーパー

マーケットのフォーマットを開発し、多様な価値の
商品ブランドの新たに立ち上げるなど、消費者が満
足できるスーパーマーケットを目指して努力して

います。オムニチャネル時代に備えていつでも、ど
こでも注文できるモバイルアプリを導入、そしてオ
ンライン専用配送センターであるロッテフレッシ
ュセンターを全国的に拡大し、注文後、最大3時間

以内に商品を受け取ることができる配送システム

を構築ました。増加する1～2人世帯のために新鮮
小包装商品である‘ハンキシリーズ’を開発、小包装

一律料金店舗ロッテマーケット999を運営するなど、
消費トレンドを反映した店舗フォーマットをさら
に強化しています。ロッテプレミアムフードマーケ

ットもオープンし、本格的にプレミアム食品市場
への進出を開始しています。町の身近なスーパー
マーケットから高品質のプレミアムフードマーケ

ットまで、今後もロッテスーパーは、業界の発展を
リードして行きます。

ロッテ
プロフィール
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事業の
概要

ロッテハイマート

コリアセブン

company.himart.co.kr

www.7-eleven.co.kr

主要事業

主要事業

コンビニエンスストア

韓国内
店舗数

10,795

家電製品卸 • 小売

1999年に設立されたロッテハイマートは韓国に

442ヵ所の直営店舗および13ヵ所の物流センター、
１つのオンライン専用の物流センター、13ヵ所のサ
ービスセンターを備えた韓国第1位の電気製品専門

流通会社です。電子製品から生活用品、未来志向の
電子製品まで商品構成をさらに多様化して、ヨーロ
ッパ、アメリカからの世界的な家電・雑貨ブランド
の輸入を大幅に拡大して家電製品専門店としてのみ

ならず、‘お客様にスマートなカルチャーライフを提

案するデジタルライフスタイルパートナー’として新
たに変化しています。また、消費者の多様なニーズ
とライフスタイルを考慮したオフラインショップの
変化を試みており、バリエーションに富んだコンテ
ンツやサービスを取り入れたオンラインチャンネル
を強化し、未来の家電流通市場をリードしていく計
画です。

ロッテホームショッピング
www.lotteimall.com
主要事業

総合ホームショッピング

ロッテホームショッピングは、2007年発足以来、テ

55

FOOD
RETAIL
TOURISM·SERVICE
CHEMICAL· CONSTRUCTION
R&D· SUPPORT · OTHERS

2021年 5月 基準

コリアセブンは1989年に韓国初のコンビニエンスス

ロッテメンバーズ
www.lpoint.com
www.lpay.com
主要事業

統合メンバーシップ • 簡単決済

L.POINT
会員数

40,630,000

2021年 3月 基準

トアであるセブンイレブンをオープンして以来、飛

ロッテメンバーズは190社余りのパートナー社との

店舗に拡大・運営しています。 お客様のライフス

統合メンバーシップ特典およびL.PAYかんたん決済

躍的な成長を続け、2021年5月を基準に全国1万795

タイルや消費パターンの変化にいち早く対応し、プ
レミアムコンビニエンスストアモデル‘フードドリ

ーム’、 最先端スマートコンビニエンスストア‘シグ
ネチャ’などコンビニエンスストアの新たな形を提

案し続けています。また、業界初のレギュラーコー
ヒーブランド‘セブンカフェ’や‘一食研究所トシラ

ック’、新鮮食品‘セブンファーム’、プレミアムベー

カリー‘ブレダウム’など、差別化されたPB商品を継
続的に展開しています。さらに、閉店直前割引販売
サービス‘ラストオーダー’やワイン予約注文サービ

スなどの生活をより便利にする多様なサービスも拡
大しています。2021年のESG宣言以来、エコ商品の

展開およびキャンペーンの開催、地域社会との共感
・共生のための分かち合い活動など、多角的に取り
組んでいます。

提携を通じて、4,063万の会員様を対象にL.POINT
サービスを提供しています。提携企業や加盟店に対
し、流通関連ビックデータをベースにした分析コン
サルティングやマーケティングサービス、そして、
プラットフォームを提供する他、多様な提携プロモ
ーションや顧客コミュニケーション活動を行ってい
ます。2016年にはL.PAY事業を買収し、ロッテグル

ープを代表するモバイルペイメントサービスとして
定着させました。また、ショッピングだけでなく金
融、航空・交通、旅行・レジャー、教育・文化など
の多様な分野の提携社と連携して韓国内の流通ペイ
業界をリードするサービスに発展させています。

1
ロッテ

ハイマート

2

ロッテeコマース
www.lotteon.com
主要事業

オンラインショッピングモール

セブンイレブン

1996年に韓国初のオンライン総合ショッピングモ

3

ースは、2018年にロッテショッピング事業部とし

ロッテ

ホームショッピング

1

ール、ロッテドットコムを誕生させたロッテeコマ
て新たに展開されました。2020年4月にはロッテ
グループ統合オンラインショッピングプラットフ

ォーム‘ロッテON’の配信をスタートしており、一

回のログインでロッテの流通関連会社の多様なオ
ンラインショッピングモールをすべて利用できる
サービスを提供しています。ロッテeコマースは

4,000万人以上の会員を保有するL.POINTのビック
データや1万3,000余りのオフラインショップなど
ロッテの流通部門のインフラを活用したO4O (Online for Offline)戦略を追求しています。今後、グロ

2

ーサリー、ラグジュアリー、ファッション・ビュ
ーティー、家電などの主要カテゴリーに差別化さ
せながら複合ショッピングプラットフォームへと
進化していく計画です。

2021年4月にはL.POINT・L.PAY統合モバイルアプリ

ケーションを展開し、ロッテを利用するお客様に簡
単且つ手軽に特典を受けられるようプラットフォー
ムの機能をさらに強化させています。

レビ、インターネット、モバイル、Tコマースなど様
々なショッピングチャンネルを介して、韓国内外の

による商品競争力の確保、モバイルやTコマースチャ

エフアールエルコリア

グサービスの提供など、急激に変化する流通環境に

主要事業

優秀な商品を提供しています。単独ブランドの開発
ンネルの強化、デジタル技術を活用したショッピン
対応しています。高級化、専門化が進むホームショ

www.uniqlo.kr
衣類、流通販売

ッピング市場の風潮に合わせて、ショッピングとエ

エフアールエルコリアは、2004年にロッテショ

の開発、情報やトレンドが共有できるプログラムな

RETAILINGの合弁会社で、グローバルファッション

ンターテイメントが融合したユニークなコンテンツ
どの放送コンテンツの強化にも力を入れています。

今後、バーチャルリアリティ(VR)、拡張現実(AR)サー
ビスの高度化やグローバルコンテンツプラットフォ
ームとのコラボレーションなどを通じて韓国国内の
みならず、グローバルなメディアコマース企業とし
ての地位を確立していく計画です。

ッピングと世界的なファッション流通企業FAST
ブランドユニクロ(UNIQLO)の商品を韓国に流通、
販売しています。エフアールエルコリアが運営するユ
ニクロは、優れた品質とシンプルなデザイン、実用性
と機能性が備わった日常着をリーズナブルな価格で提
供することで、皆様により良い日常を提供するという
ライフウェアの価値創造を実践しています。

3
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TOURISM
SERVICE
観光 • サービス

多彩な新感覚の
観光文化を

創造します。

40年以上にわたり、韓国内の観光産業をリードしてきたロッテは、業界最高の施設とサービ

スで世界の観光客に楽しい思い出や至福のひと時をご提供しています。グローバルホテルチェ
ーンであるロッテホテル、そして世界的規模の免税店を保有しているロッテ免税店は、韓国内

だけでなくアジア、ロシア、アメリカなどで成長を続けています。年間1,000万人の観光客が
訪れるロッテワールドを始め、済州島と扶余そして、束草の美しさを満喫できるリゾートおよ
び高級ゴルフクラブを運営するロッテリゾート、旅行サービスの専門会社ロッテジェイティー
ビーなどのロッテの観光部門の系列会社は、各分野で最高の評価を得ています。また、ロッテ

物産が運営する123階建てのロッテワールドタワーおよびロッテワールドモールは、韓国を代
表するランドマークとして位置づけられるようになりました。ロッテは韓国国内市場のシェア

第1位を維持しながら、海外事業を積極的に拡大して、新しい観光文化を創造するグローバル観光
企業へと発展して行きます。

サービス産業の

グローバルな競争力を

強化します。

ロッテは、サービス産業の各分野で業界をリードする確固たる地位と実力を備えており、

企業や個人のお客様に最高の満足と感動を提供しています。ロッテカルチャーワークスは、最新
の設備と差別化されたサービスで、お客様の満足度を高め、韓国のみならずアジア市場まで拡
大してより多くのお客様から喜びと満足をいただいております。また、ロッテrental、ロッテ

商社、ロッテグローバルロジス、ロッテ情報通信、大弘企画、ロッテジャイアンツ、キヤノン

コリアビジネスソリューション、韓国富士フィルムなどのロッテサービス部門の系列会社は豊

富なインフラと広範なネットワーク、専門的な技術、そして優秀な人材をベースに、緊密に協
ロッテホテル - ニューヨーク

力することで、グローバル企業のビジョンを共に築き上げています。
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1

ロッテホテル

1
ロッテホテル
済州

www.lottehotel.com
主要事業

観光ホテル

韓国内
チェーン店数

2021年 5月 基準

20

2
海外
チェーン店数

12

1979年に開業したロッテホテルは、韓国のホテルブ
ランドの中でグローバル市場進出に最も積極的に取

り組んでおり、世界7カ国に32のチェーン、1万1,000
余りの客室を運営するアジアを代表するホテルブラ
ンドに成長しました。40年にわたり蓄積された一流

ホテル運営のノウハウをベースに、利用ターゲット

2

とトレンドに合わせたマルチブランドポートフォリ

オを取り揃えています。プレミアムランドマークホテル
‘シグニエル’、クラシック・アッパーアップスケール

ホテル‘ロッテホテル’ライフスタイルホテル‘L７’、
ビジネス客向けに最適化された‘ロッテシティホテル’、
ファミリー客向けの‘ロッテリゾート’まで、旅行客

の様々なニーズに対応しています。ロッテホテルは
2010年にロシアのモスクワをはじめ、アメリカのニ
ューヨーク、ベトナムのハノイ、日本の新井など、
地元ホテルとしては唯一海外に12軒のホテルを保有

しています。2020年にはアメリカで3番目のホテル
チェーン‘ロッテホテル・シアトル’の開館に成功し、

アメリカ東西を横断する新たなグローバルホテル企
業としての地位を固めています。ロッテホテル・モ

3

スクワは開館2年目にしてグローバルホテルブランド
を抜いて旅行業界のノーベル賞と称される‘コンデナ
スト・トラベラー(Conde Nast Traveler)’に2年連続受
賞する快挙を果たしています。また、ロッテホテル・
サンクトペテルブルクは海外に進出した地元ホテルブ

ランドとしては初めて2年連続フォーブス・トラベル
ガイドの5星ホテルに選ばれる栄誉を受けました。他
にも権威ある海外アワードを多数受賞し、世界有数の
ホテルと肩を並べています。これにより、ロッテホテル

は名実共にアジア最高のホテルとして位置づけられる

ようになりました。これからもロッテホテルは差別化

された設備と予想以上の感動を伝えるサービスに心
がけ、韓国のみならず全世界のお客様から愛される
グローバルホテルチェーンとして跳躍していきます。

ロッテ免税店

オーストラリア

3
ロッテワールド
アドベンチャー

ロッテ免税店

ロッテワールド

kr.lottedfs.com

adventure.lotteworld.com

主要事業

免税店

主要事業

観光サービス

韓国内
免税店数

8

年間
入場客

10,000,000

2021年 5月 基準

海外
免税店数

12

韓国初の総合免税店としてスタートしたロッテ免税

店は、1980年のソウル明洞本店開業をはじめ、ワー
ルドタワー店、釜山店、仁川空港店などを展開し、
現在全国に計8の店舗を運営しています。免税店業

界初となる百貨店のような区画化されたブティック
スタイルの店舗配置を取り入れており、世界の免税
店では初めてルイヴィトン、エルメス、シャネルと
いう世界3大ブランドを誘致することに成功しまし

た。また、業界初となるインターネット免税店およ
びモバイル免税店をオープンしており、韓・中・日
・英・ベトナム語の計５カ国語のホームページを運

営しています。2004年から韓流モデルによる積極的

なマーケティングを展開して、外国人観光客や外貨
の獲得に成果を収め、韓国観光産業の発展に大きく貢
献しています。海外進出にも積極的に取り組んでお

り、2013年にはインドネシアのジャカルタ市内店、
2014年にはアメリカのグアム空港店をはじめ、日本、
ベトナムなどに海外事業の領域を広めています。また、

韓国免税店業界では唯一、オセアニア地域への進出
も果しており、オーストラリアに4店舗、ニュージ

ーランドに1店舗の支店を運営しています。さら

に、アジアのハブであるシンガポールのチャンギ国

際空港の免税店事業権を獲得し、2020年6月にオー
プンしました。これによりロッテ免税店は韓国を含

む7カ国で計20の支店を運営することになります。
ロッテ免税店は世界第2位の免税店であるという突

出した実力をベースに事業を拡大し、また、内実も
高めていくことで、世界1位の免税店になる事を目
指していきます。

2020年 3月 基準(アドベンチャー、ウォーターパーク、
アクアリウム、ソウルスカイ)

ロッテワールドは、1989年に開館した都心の中のテ
ーマパークであるロッテワールドアドベンチャーを

およそ30年間運営してきたノウハウをベースに、

2014年にロッテウォーターパークとロッテワールド
アクアリウムを、2017年にはロッテワールドタワー
展望台ソウルスカイを成功的にオープンし、韓国を
代表する総合エンターテインメント企業として発展
してきました。天候に関係なく楽しむことができ、
公共交通機関でのアクセスも便利なロッテワールド

アドベンチャーは年間約600万人の韓国内外の観光
客が訪れるほど大きな人気を得ています。また、韓
国最大規模の施設を保有しているロッテウォーター

パーク、約650種5万5,000匹の海洋生物を飼育して
いるロッテワールドアクアリウム、韓国最高、世界
第4位の高さを誇るロッテワールドタワー展望台ソ

ウルスカイも人気の高い名所として愛されていま
す。特に、ロッテワールドアドベンチャー、ロッテ
ワールドアクアリウム、ソウルスカイはソウル市松
坡区蚕室に隣接しており、その位置的利点から相乗
効果を発揮して、韓国内外からの観光客で賑わう韓
国のランドマークとなっています。ロッテワールド

は2021年下半期にロッテワールドアドベンチャー釜
山、2023年にベトナムでハノイアクアリウムの建立
を推進するなど、韓国内外で積極的に事業を展開し
て、世界中のお客様から愛されるグローバルテーマ
パークのビジョンを実現していきます。

ロッテ
プロフィール
2021

事業の
概要

ロッテリゾート

ロッテカルチャーワークス

ロッテジェイティービー

www.lottecinema.co.kr

www.lottejtb.com

主要事業

主要事業

リゾート www.lotteresort.com
ゴルフ

主要事業

www.lotteskyhill.com
複合リゾート

ロッテリゾートは済州、金海、扶余、束草など、韓国

各地でリゾートおよびゴルフ場を運営する複合レジ

韓国内
映画館数      

映画館、映画投資 • 配給、公演、ドラマ

134

2021年 5月 基準

海外
映画館数

58

ャー専門企業です。済州に建てられたロッテリゾー

1999年からマルチプレックス映画館スタイルの

なデザイン哲学に済州の自然が調和して作り上げた

してきたロッテカルチャーワークスは映画投資・配

トアートヴィラズは世界的な建築家5人による独創的
高品格プレミアムリゾートです。隣接したロッテス

カイヒルCC済州(36ホール)は済州の豊かな自然環境
をそのまま活かした韓国10大名コースであり、ロッテ

リゾートアートヴィラズとともに、その価値を一層
輝かせています。金海のロッテスカイヒルCC金海(18
ホール)は全てのコースに西洋芝を植栽し、オールシ

ーズン青い芝でプレイが楽しめます。また、扶余に
建てられた322の客室を保有するロッテリゾート扶余

は室内ウォーターパーク施設を備えており、近隣に

はロッテスカイヒルCC扶余(18ホール)、ロッテアウ
トレット、百済文化団地などの多様な施設が取り揃
う複合リゾートです。そして、束草には392室の客室

を保有するロッテリゾート束草が雪岳山と東海が向

かい合う秘境に位置しており、特別な思い出をお届
けする複合リゾートとして愛されています。ロッテリ

ゾートは、今後も、自然と文化、リラクゼーション
が満喫できる差別化された施設やサービスで韓国最
高のレジャー専門企業として成長するために努力し
ます。

ロッテシネマを運営し、韓国映画産業の発展に寄与

給、公演、ドラマなど、多様な事業領域でカルチャ
ーライフを主導している代表的な韓国の総合エンタ

ーテインメント企業です。韓国内で運営中の134館
の映画館は一歩進んだ商業施設を提供する複合文化
空間を目指しており、世界最大規模のLEDスクリー

ンを導入した‘カラーリウム’や世界最大スクリーン

としてギネスワールドレコードに登録された‘スーパ
ープレックスG’など、先端技術と最高水準の施設を

採用し、お客様が満足するサービスを提供してい
ます。2008年からは海外市場の開拓にも積極的に取

り組んでおり、ベトナム、中国、インドネシアに映
画館を開館するなど、アジア市場での成長を続けて
います。また、ロッテエンターテイメントを通じて
年間10本以上の韓国映画やパラマウントピクチャー

ズの洋画を輸入・配給する他に、韓国初のミュージ
カル専用劇場シャルロッテシアターを運営、＜ジキ
ル＆ハイド＞など韓国代表ミュージカル作品を披露
しています。幅広い規模とジャンルのコンテンツを
武器に、観客を魅了するロッテ エンターテイメントは、
総合コンテンツ企業として映画産業の発展に寄与し、

観客を楽しませることに集中した完成度の高い映画
ポートフォリオを構成しています。また、コンテンツ

産業業界が発展を続けている中、観客の需要に合わ
せたドラマ、ショートフォームコンテンツ、公演など
様々な形のニューコンテンツを開発し、高品質な
コンテンツを安定的に供給するために成長を続けて
います。

61

FOOD
RETAIL
TOURISM·SERVICE
CHEMICAL· CONSTRUCTION
R&D· SUPPORT · OTHERS

2007年に発足したロッテジェイティービーは、ロッテ
の豊富な観光インフラと世界的な旅行専門企業、日
本ジェイティービーのグローバルネットワークを活
用して高品質の旅行サービスを提供するロッテでは
唯一の旅行会社です。韓国各地で旅行代理店を50店

舗余り運営しており、インバウンド旅行業界の売上
高(取扱高)は第1位、取扱人数第2位という実績と力

量を備えています。インバウンドおよびアウトバウ
ンド、韓国旅行はもちろんロッテジャイアンツスプ

リングキャンプ参観、LPGA参観、ビジネスパッケ
ージ、クルーズチャーター船、ストーリーテリング
旅行、日本全国縦断鉄道旅などのロッテジェイティ
ービーだけが提供できる差別化された旅行商品で韓
国最高の旅行代理店に成長していきます。

ロッテ物産

ロッテ
ワールド
タワー高さ

555m

リゾート

2
ロッテ

スカイヒルCC
済州

3
ロッテ
rental

済州オートハウス

ロッテrental

1

www.lotterentacar.net
主要事業

車両 • 一般レンタル

韓国内·アジア
業界順位
保有
車両数

2021年 5月 基準

No.1
230,000

ロッテrentalは、30年以上の歴史を持つ韓国唯一の
総合レンタル会社で、2015年にロッテの一員とし

て新たに出発しました。レンタカー、オートリー

ス、カーシェアリングなどのオートレンタル事業お
よび事務機器、産業設備などの一般レンタル事業お
よびライフスタイルのレンタルプラットフォーム

2

MYOMEEを通じて多様な分野を網羅するレンタルサ
ービスを提供しています。ロッテrentalの代表ブラ

ンド‘ロッテレンタカー’は23万台以上の車両を保
有しており、その規模は韓国第1位を誇ります。

また、ベトナムとタイなど、海外支社も運営してい
ます。ロッテrentalは韓国を越えて世界で活躍する

www.lottepnd.com
蚕室超高層および

ロッテ
束草

韓国内、海外旅行

主要事業

1

グローバル総合レンタルサービス企業へと飛躍して

複合ショッピングモール開発 • 運営  
ロッテ
ワールド
タワー階数

123

ロッテ物産は、ソウル蚕室(チャムシル)に位置する高

さ555m • 地上123階の超高層ビル、ロッテワールドタ

ワーと大型複合ショッピングモール、ロッテワール
ドモールの事業主体です。2014年にオープンした

ロッテワールドモールはアベニューエルをはじめ、

ロッテの様々な流通施設、映画館、アクアリウム、
コンサートホールなどで構成され、多くの人気を得

ています。2017年に完成されたロッテワールドタワ
ーは500mの高さの展望台、6つ星ホテル、最高級レ

ジデンス、高級スマートオフィス施設などを備えて
います。ロッテワールドタワー・モールは、ロッテ

ワールドアドベンチャーと共に1億人以上の観光客が
訪れる世界的な観光名所となっています。

行きます。

3

ロッテ
プロフィール
2021

事業の
概要

ロッテ商社

ロッテ情報通信

ロッテジャイアンツ

www.lotteintl.co.kr

www.ldcc.co.kr

www.giantsclub.com

主要事業

主要事業

主要事業

貿易

総合ITサービス

文化 • スポーツ

1974年に設立されたロッテ商社は、アメリカ、ベト

ロッテ情報通信は流通、製造、化学、建設、金融、

ロッテジャイアンツは1982年の韓国プロ野球発足

置し、優秀なグローバルネットワークと海外生産基

発、構築、コンサルティングなどの総合ITプラットフ

です。1984年と1992年の二度の韓国シリーズ優勝

ナム、オーストラリア、ロシアなどに現地法人を設
地を基盤とした他にない良質なサービスを提供する
ため、多様な製品を生産、輸入・輸出を通じて国内
外のお客様に届けています。オーストラリアの自社
運営の牧場で直接牛を飼育して、グループの流通会
社およびお客様が安心して食べられる牛肉を提供し
ています。また、ロシアの沿海州農場では豆やトウ

モロコシ、麦などを栽培しており、未来食糧資源

確保のための取り組みを先立って実施しています。
ロッテ商社は、持続的な海外生産基地の確保など、
食料事業のスケールアップを通じてお客様の価値を
高めるグローバルパートナーになります。

ロッテグローバルロジス
www.lotteglogis.com
主要事業

宅配、韓国内外物流

2019年3月に統合法人として発足したロッテグロー
バルロジスはロッテグループ唯一の物流会社です。

ロッテグローバルロジスは1996年から陸上、海上、
航空など全領域における物流運営ノウハウを蓄積
し、韓国を代表する総合物流会社に成長しました。

韓国内1,000以上、海外200以上の物流ネットワーク

医療といった全産業分野におけるシステム設計、開
ォームおよびソリューションを提供するICT専門企業

です。4次産業革命時代の急変するトレンドをリード
するために人工知能、ビッグデータ、モノのインタ
ーネット(IoT)、クラウド、ブロックチェーンなど核心

的な新技術を基に事業を推進し、産業全般のデジタ
ルトランスフォーメーションを超えてビジネス転換
を主導し、成長しています。特に、製品の生産から
物流、流通に至るBusiness Value Chainのスマート化

と金融、医療、SOCなどの都市の根幹を構成するITソ
リューションを通じて急成長している対外および海

化させてます。ロッテ情報通信は今後も優れた技術
力とノウハウをベースに、お客様や社会に信頼され
る超優良ITサービス企業に成長していきます。

大弘企画
www.daehong.com
広告代行

展をリードしてきました。‘データ基盤マーケティン

に成長するという明確なビジョンの下、物流事業の
力量をさらに強化していきます。

伝統ある名門球団です。競技力向上のための優秀
な選手やスタッフの確保は勿論、先進的なシステ

ムおよび施設導入に力を入れています。また、ファ
ンサービスの拡大、ホーム球場の施設改善、観客の

ための利便性向上にも継続的に投資するなど、
韓国のプロ野球を盛り上げる最も影響力のあるチ
ームを目指して、努力を続けています。

主要事業

湾荷役、国際物流などのカスタマイズ総合物流サー
2023年の売上高5兆ウォンのGlobal Top-tier物流企業

歴代最多観客動員などの記録を保有し、人気も高く、

ンターを設立し、グローバルIT研究開発の力量も強

バル事業を展開するだけでなく、ベトナムにR&Dセ

大弘企画は、1982年の設立以来、数多くの成功をお

ビスを提供しています。ロッテグローバルロジスは

を達成し、リーグ初の100万人動員、単一シーズン

韓国富士フイルム

をベースに優れたITサービスを活用した宅配便、陸
上輸送、3PL(サードパーティロジスティクス)、港

時に参入した釜山地域を本拠地とするプロ野球団

ています。ベトナム、インドネシアを中心にグロー

外スマートシティ分野で差別化された価値を提供し

主要事業
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さめ、マーケティングコミュニケーション分野の発

グソリューション’企業を目指し、積極的なデジタル
転換を推進しながら、既存のメディアとデジタルマ
ーケティングを網羅した統合的なサービスを提供し
ています。大弘企画はビックデータ分析ソリューシ
ョンとデジタル広告統合運営プラットフォームを備
えており、TVや動画を活用したブランディングキャ

ンペーンから、デジタルパフォーマンスキャンペー
ンまで多方面からの統合マーケティングを提供する
と同時に、モバイルクーポンや広告プラットフォー
ムなど、事業領域を拡大させています。

www.fujifilm.co.kr
トータルイメージングソリューション、

RFソリューション、ビューティーデバイス

1980年に設立され、韓国の写真文化をリードしてき
た韓国富士フイルムはデジタル時代に合った新しい
イメージングソリューションを多方面にわたり提案
し、成長を続けています。イメージング分野のノウ

ハウを活かし、インスタントカメラブランド‘インス
タックス’と‘富士フォトブック’ ‘イヤーアルバム’など

の高品質のイメージングソリューションを提供する
と共に、独自開発したフォトキオスクやクロマキー
フォトソリューションをワールドタワーソウルスカ
イのようなランドマークやテーマパークにサービス
提供することでお客様に新しい楽しみを与えていま

す。また、セレブの独占イメージを提供する‘リップ
ス’やAPPベースの簡単撮影・プリントサービス‘グラ
ブピック’、‘ポプピ ック’のような新しい概念のサー

ビスも展開し、お客様にさらに手軽にフォトライフ
を楽しめるように手掛けています。韓国富士フィ

ルムは今後もライフスタイルの変化に寄り添った多
様なイメージングサービスを提案し続け、関連産業
分野をリードしていきます。

1
ロッテ

グローバルロジス
金浦マート
オンライン

物流センター

2
ロッテ

情報通信

データセンター

3
キヤノンコリア

ビジネスソリューションズ
安山

キヤノンコリア
ビジネスソリューションズ

1

www.canon-bs.co.kr
主要事業

統合ソリューション、事務機器、
医療機器、産業設備

統合ソリューション専門企業キヤノンコリアビジネ
スソリューションズは、1985年の発足以来、全国

的な販売・サービス網と韓国内大規模生産工場およ
び研究所を構築し、開発・生産・輸出・販売を網

羅する総合的な力量を備えています。キヤノンコリ
アビジネスソリューションズはデジタル複合機、商
業用高速印刷機、インクジェットなどの事務機器か
ら医療機器や産業設備まで多様な事業を進行させて
います。また、セキュリティ、利便性、業務効率な
どを高めるための革新的なソリューションを展開す
ることで、ビジネス環境をサポートしています。最

2

近では、既存ビジネスからのノウハウを基にネット
ワークカメラ、無人出力、ヘルスケア、eコマース
など4次産業のトレンドに合わせた知識集約型事業

を推進する一方で、クラウドソリューション、在宅
勤務、オンライン授業などの非対面ビジネストレン
ドに合わせた新事業を通じて円滑な非対面協業やい
つでもどこでも業務が出来るスマートワークプレイ

ス(Smart Work Place)環境の構築を加速化させてい
ます。また、2021年11月にはキヤノンコリアコン

シューマーイメージングとの統合をきっかけに総合
映像ソリューション企業として跳躍する計画です。
2005年に設立したキヤノンコリアコンシューマー

イメージングは、カメラ、レンズ、放送機器など光
学機器製品の輸入・販売を行う国内カメラ市場第1

位の企業で、専門家だけでなく一般人にも簡単に使

える多様なDSLRカメラ、ミラーレスカメラ、高品
質のEFレンズなどを扱っています。統合後のキヤ
ノンはブランドの高い知名度を活かし、B2B、B2C

事業の各分野での競争力を改善させる予定で、販売
チャネルおよび組織を統合運営し、市場シェアの拡
大、利益創出など様々な相乗効果を引き出していく
計画です。

3
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CHEMICAL
CONSTRUCTION
化学 • 建設

グローバル総合

ロッテ化学部門は1970年代から技術開発と品質革新、生産能力の向上を通じて韓国内の化学

備えていきます。

LCタイタンなどの関連子会社、アメリカのLC USA、ウズベキスタンのUZ-KORなどの合弁会

化学企業の力量を

産業の発展に貢献しながら成長してきました。LOTTE Chemicalを先頭に、ロッテ精密化学、

社と協力し、基礎原料から高付加価値スペシャリティ製品まで、私たちの暮らしの価値を高

める製品を生産しています。アメリカ、中国、マレーシア、ハンガリー、トルコなど、世界
主要各国に26の生産・販売拠点を備えて、120カ国以上の国を対象に製品を輸出し、大韓民国
石油化学産業のリーダーを越えて‘グローバルTop 7化学企業’に向けた一歩を踏み出しました。

挑戦と革新の歴史をもとに韓国の化学産業をリードするロッテグループの化学部門は、世界
最高の化学企業に向けた創造の歴史を作っていくために最善の努力を尽くしています。

産業の効率と

生活の利便性を

提供します。

ロッテ建設をはじめとするロッテの建設部門は、長期間にわたり蓄積してきた独自の技術と

豊富な経験、特別なノウハウをベースに、土木、プラント、建築、住宅、超高層ビルの建設
など各分野で様々な成果を上げてきました。韓国内はもちろん、海外の建設現場で成功的に

事業を展開しており、グローバル総合建設会社として高く評価されています。また、ロッテ
アルミニウムにおいても高品質の包装材などの多様な製品を生産・供給しており、韓国市場

LOTTE Chemical - マレーシア

をリードする企業として活躍しています。

ロッテ
プロフィール
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事業の
概要

LOTTE Chemical

1
1

グローバル
生産・販売
拠点数

石油化学、合成樹脂、建築・インテリア資材

26

海外
輸出国数

LOTTE Chemical
麗水

www.lottechem.com
主要事業
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2
ロッテ精密化学

120

蔚山

2021年 5月 基準

ロッテ精密化学

LOTTE MCC

www.lottefinechem.com

www.lottemcc.com

主要事業

主要事業

精密化学

メセルロス・
ECH・TMAC
など韓国内
市場占有率順位

No.1

2021年 5月 基準

LOTTE Chemicalは国内最高水準の化学企業であり、

機能性
スペシャリティ
セルロース
製品の
輸出国数

73

韓国内3大石油化学団地である麗水、大山、蔚山地域

ロッテ精密化学は1964年に‘韓国肥料’として発足し、

の設立以来、継続的な工場の増設と事業拡大を通じ

代から本格的に精密化学事業に進出してセルロー

で国際的規模の生産施設を運営しています。1976年

韓国の化学産業の発展に貢献してきました。1990年

て原料から製品に至るまで垂直系列化を実現すると

ス、塩素、アンモニア系の精密化学製品を韓国内外

同時に安定した収益性を維持しています。海外生産

に供給しました。2000年代に入ってからは技術力

施設では2010年に買収したLCタイタンを介して、マ

に基づく環境製品へと事業を拡大しており、高付加

レーシアおよびインドネシアなど東南アジア地域へ

価値のスペシャリティ化学専門企業として成長を

の市場拡大を成し遂げており、2015年10月にはウズ

続けてきました。特に主力事業である高付加価値

ベキスタンのガス田化学団地を完成し中央アジアに

のセルロース系製品を韓国で唯一生産しており、

新規参入するための足場を整えました。2019年5月

エポキシ樹脂の原料であるECHや半導体現像液の

にはアメリカのエタンクラッカー(ECC)を成功的に完

原料であるTMACなどは韓国第1位の市場占有率を

成しました。工場の建設運営能力と韓国内外の協力
会社との相互協力により、工期の遅れや追加的な建

設費用が発生することなくサッカー場152個分規模
(約102万m2)の大規模石油化学団地を韓国化学企業

では初めて現地に建設し、韓国の化学企業の地位を
全世界に知らせるきっかけとなりました。LOTTE

Chemicalは製品の原料から最終製品に至るまでのお
客様のニーズに一層積極的に対応することで市場競

争力を高めており、R＆Dおよび購買などの支援部門
統合により効率性をさらに強化させています。

LOTTE Chemicalは強力なグローバル競争力をベース
に原料および地域の多様化、事業多角化を積極的に

推進し、‘グローバルTop 7化学企業’へと跳躍するた
めに最善の努力を尽くしています。

記録しています。また、これらの高品質の製品は、

2

アジア、アメリカ、ヨーロッパなど全世界に輸出し
ています。2016年に、ロッテの一員として新たに

参入したロッテ精密化学は再び飛躍の時期を迎え
ました。これからロッテの化学部門子会社と共に
シナージ効果を生み出し、主力製品の収益性およ
びグローバルな技術競争力の強化、海外進出の拡

大および新規の成長動力発掘を進め、グローバル

・スペシャリティ・ケミカルズ専門企業として成
長して行きます。

石油化学

MMA
韓国内市場
占有率順位

No.2

2021年 5月 基準

MMA
世界生産順位
(三菱を含む)

No.1

LOTTE MCCは、LOTTE Chemicalと世界第1位の

MMAメーカーである三菱ケミカルとの合弁会社で、
2006年に設立しました。韓国を代表する石油化学

団地(麗水、大山)に計5ヵ所の生産設備を備えてお

り、MMA、PMMA、MAA、HEMAなどの高付加価値

の石油化学製品を生産、供給しています。また、韓
国で唯一、スペシャリティ化学製品であるHEMA/

HISSを生産するなど、差別化された競争力を備え
ています。

ロッテ
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ロッテINEOS化学

1
1

酢酸・酢酸
ビニール
韓国内
市場占有率

石油化学

90%

ロッテINEOS化学
蔚山

www.lotteineos.com
主要事業

2
アセチル
アジア生産
規模順位

ロッテ建設

No.3

原州

ロッテキャッスル
ザファースト

2021年 5月 基準

3
ロッテアルミニウム

ロッテINEOS化学は1989年にイギリスBPとの合併に

安山

より設立した石油化学企業です。2021年にはイギリ
発展を図っています。高付加価値の精密化学製品、

ロッテアルミニウム

www.lottecon.co.kr

www.lotteal.co.kr

主要事業

www.lottelem.co.kr

2020 韓国内
施工能力
評価順位

総合建設

8th

2020
グローバル
ENR順位

86th

ロッテ建設は1959年に発足した総合建設会社で、

60年以上にわたり蓄積してきた技術と経験をも

2

ロッテワールドタワーをはじめ、多様な超高層流通

・複合施設を成功的に施工することにより、差別化

中国、アジアなどで様々な事業を展開しており、

しています。今後もロッテINEOS化学は、ロッテ化

また、インドネシア、ベトナムなどの東南アジアを

学部門の系列会社と緊密に協力し、Global Top-tier

中心に事業を拡大して、グローバル総合建設会社の

Acetyls Companyを目指して成長を続けます。

競争力をさらに高めていく予定です。

ロッテ建設CM事業本部
www.lottecm.com
3

6

2021年 5月 基準

海外
工場数

2

韓国内の6ヵ所の生産施設でアルミニウム箔、軟包

外市場の開拓も積極的に取り組み、中東、ロシア、

ては年間生産量105万トン、アジア3位のレベルに達

韓国内
工場数

ショーケース、その他製造

超高層ビルや不動産賃貸業を新たな成長動力として

段階の実行経験を保有しています。かねてから海

おり、工場増設を重ねた結果、生産設備の規模とし

2次電池素材、包装素材、自動販売機、

ロッテアルミニウムは、1966年から韓国の包装素材

された技術と事業の企画から建設、運営までの全

を払っています。韓国市場のシェアは90％に達して

主要事業

とに、土木、プラント、建築、住宅などの建設諸

積極的に推進しています。超高層ビルの事業では、

酢酸およびその誘導体(VAM、酢酸ビニル)を生産す
良質な製品を生産するために多角的な側面から努力

ロッテ建設

般の分野で優れた実力を発揮しています。また、

スのINEOSを新たなパートナーとして向かい入れ、

る韓国唯一の企業として、世界で最も競争力の高い
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主要事業

建設事業管理

ロッテ建設CM事業本部は、1985年に建設会社では
初めてCM(Construction Management)業務を導入

した建設事業管理の専門会社です。優れた技術と
豊富な経験を活用して、設計前から施工後の管理

まで幅広いサービスを提供しており、事業費用の

削減および工事期間の短縮などの成果も実現して
います。CM分野で蓄積してきたノウハウを基に、

韓国内だけでなく海外の建設事業管理分野を率い
るCM先導企業として発展するため、たゆまぬ努力
を重ねています。

産業をリードしてきた総合包装素材専門企業です。

装材、段ボール箱、缶、自動販売機、ショーケース、
生活用品など様々な製品を生産しています。また、
海外にも事業を拡大し、ハンガリー、インドネシア
に現地生産体制を整えています。今後もロッテアル
ミニウムは、環境に優しい高付加価値製品を通じて
顧客満足度を向上させ、グローバルをリードする総
合素材企業として成長していきます。

ロッテ
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R&D · SUPP ORT ·
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ロッテ奨学財団

ロッテ福祉財団

ロッテ中央研究所

ロッテ未来戦略研究所

主要事業

主要事業

主要事業

主要事業

www.lottefoundation.or.kr

研究 • サポート • その他

奨学および学術・福祉

1983年〜2020年の累積
事業費 (単位：億ウォン)

ロッテの研究・サポート部門は、R＆Dおよび人材育成、

1983年〜2020年の累積
奨学生数 (単位：人)

戦略策定を通じて、ロッテの競争力強化と未来の

成長を強くサポートします。 また、奨学・福祉事業を活発に広げ、

1,560
50,586

1983年に発足したロッテ奨学財団は、韓国内外で奨学

韓国はもちろん、海外進出先の地域社会の発展に貢献しています。

事業と学術・福祉事業を着実に展開して未来をリード
する優秀な人材の育成に貢献してきました。情熱と実
力を備えた大学生が授業料を気にせず学業に精進でき
るよう、韓国はもちろん、ベトナム、インドネシア、
マレーシア、ミャンマー、パキスタンなど各国有数大

学に奨学金支援を行っています。また、6.25参戦国子
孫のための奨学金を設け、タイ、エチオピア、フィリ

社会福祉

1994年〜2020年の累積
事業費(単位：億ウォン）

165

ロッテ福祉財団は、外国人労働者の支援のために
1994年に設立しました。以来、継続的に事業を拡大

して社会的弱者の社会福祉の増進に貢献しています。

外国人労働者の医療支援のための薬品支援、障害者
のためのカスタマイズ補助機器支援、独居老人・ひ
とり親家庭を対象にした生活環境改善のための生活
必需品支援、国際結婚や移民などによる多文化家庭
を対象にした小・中教育支援など、より有効的な支
援活動のための努力を続けています。

気持ちを伝えています。また、出版文化大賞の授与す

ロッテ三同福祉財団

セミナーを開催するほか、貧困層に向けた福祉事業も

主要事業

ピンなど朝鮮戦争に参戦してくださった方への感謝の

1

www.lottefoundation.or.kr

ることで学術発展を図り、南北交流拡大のための学術
活発に取り組んでいます。最近では小規模の自営業者
や失業者など、コロナの影響で生活が苦しくなった家
庭の小・中・高校生のための奨学金や就活生のための
奨学金および就業セミナーなどを支援しています。ま

た、コロナの影響で図書館利用が困難になった小・中
・高校生のために電子図書館を臨時開館しています。

さらに、長期間の豪雨により水害を受けた祖孫家庭
(祖父母と孫の家庭)の教育環境を改善するための支援
を実施しています。

www.lottesdfoundation.or.kr
社会福祉

2009年に設立されたロッテ三同福祉財団は、蔚山

地域を中心に、貧困層への支援、農漁村地域の文化

た物資の支援を行っており、また、家庭訪問による
ボランティア活動を通じて暖かさが感じられる分か
ち合いの気持ちを伝えて共に生きる暖かい世界を作

主要事業

文化 • 芸術

2015年に発足したロッテ文化財団は、2016年に韓
国初のヴィンヤード(ぶどう畑)形式の‘ロッテコンサ
ートホール’を開館し、クラシックから現代音楽ま

ロッテコンサートホール

究所です。1983年から、多様な食品研究および新
製品開発を行い、ロッテ食品部門の発展に寄与し

てきました。最近では、製品開発だけでなく、新規
成長動力発掘のための基礎分野研究を活発に取り
組んでいます。また、消費者に安全な製品を提供
するために、安全センターの役割もさらに拡大し

ています。海外にも進出しており、インドネシア 、

ベトナムで研究所を運営しています。2017年6月に
は、ソウル市麻谷R＆D産業団地内の既存の研究所
より5倍ほど大きい規模の研究所を始めてオープン

しており、今後とも研究力の強化およびロッテ食品

部門との緊密な協力で、世界の食品産業の発展を導

で多様なジャンルの音楽公演により、音楽愛好家や

大衆から満足を得ています。2018年にはコンテンポ
ラリー美術館である‘ロッテミュージアム’を開館し

て、ダイナミックな世界の現代美術を紹介し、芸術
とともに生きる豊かな暮らしを提供しています。

経営戦略研究

2002年に設立されたロッテ未来戦略研究所は、
ロッテの正しい意思決定をサポートする経営戦略
研究所です。ロッテの主力事業や海外事業に関す
る戦略方向を提示し、重要な問題に対応する創造

的なソリューションを提案します。また、韓国内外
の経済と市場の詳細な研究を行い、急速に変化す

る経営環境に関する有効な知識とインサイトを提
供するだけでなく、オープンイノベーション基盤

の新規事業のパイロットをサポートする業務も行
っています。

ロッテキャピタル
www.lottecap.com

く革新的な研究所になります。

主要事業

ロッテ人材開発院

門金融会社として、個人顧客と企業顧客のために、

www.lotteacademy.co.kr

力を入れています。社員が急変する経営環境と激

者、独居老人などの社会的弱者の各々の必要に応じ

www.lottemuseum.com

2

品の専門家を保有している韓国最高の総合食品研

社会のボランティア団体と連携して低所得層、障害

社会福祉事業を着実に実践しています。特に、地域

www.lotteconcerthall.com

ロッテ中央研究所

ロッテ中央研究所は、最新の研究設備と優れた食

水準の向上、教育格差の解消を通じた人材育成など

ロッテ文化財団

1

総合食品研究開発、食品衛生管理

主要事業

りだしています。

2

www.lotternd.com

人材育成

ロッテ人材開発院はロッテグループの人材育成に
しい競争の中でも競争力を向上させ、継続的に成長
できるように、ロッテグループの戦略と連携した多
様な教育カリキュラムを提供しています。また、
革新とHR関連コンサルティング、そして、多様な

診断ツールの開発にも取り組んでいます。先進人

材育成システムをもとに、核心人材およびグローバ

ルリーダーを養成して、世界の超一流企業になるた
めの基盤を確固たるものにしていきます。

与信金融

1995年に設立されたロッテキャピタルは総合与信専
多様なローン、プロジェクトファイナンス、割引

手形、ファクタリング金融など様々な金融サービ

スを提供しています。また、自動車リース、割賦金

融、各種産業機械、医療機器などのリース金融も取
り扱っています。海外進出も積極的に取り組み、
中国、インドネシアに現地法人を運営してグローバ
ル競争力を高めています。ロッテキャピタルだけの

コアコンピタンスを継続的に強化し、グローバル総
合与信金融会社へと発展して行きます。

ロッテベンチャース
www.lotteventures.com
主要事業

新技術事業金融業

ロッテベンチャーズは、ロッテの企業主導型ベンチ

ャーキャピタル(CVC)で、革新的なスタートアップ
を発掘・育成し、系列会社とのオープンイノベーシ
ョン活動を支援しています。初期スタートアップに
投資するロッテスタートアップファンド1号の結成

をはじめ、流通・物流、農食品、ケミカル、モビリ
ティ、コンテンツなどロッテと連携した様々な分野
のファンドが造成されており、スタートアップ育成
を通じて雇用創出や市場問題解決に寄与し、社会的
価値を実現していきます。

ロッテ
プロフィール
2021
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SOCIAL RESPONSIBILITY

SUPPORTING

SHARING

ロッテは、グローバル企業市民として社会的責任を誠実に遂行し、

健康的な環境保全と社会問題解決に寄与し、協力会社と共に成長しながら、

環境と社会の持続可能な発展を支援します。

温かい社会と新しい希望を共有します。

1.

環境経営

2.

社会貢献

3.

同伴成長

ロッテ
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降っても飲み水が
不足しましたが、
最近では、

毎日きれいな水が
飲めて本当に

1.
ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

嬉しいです。

-

インドネシア
雨水ろ過装置支援事業

環境経営

ESG経営を宣言したロッテは

環境経営への強い実践意志

革新技術の開発を通じて社会や環境に寄り添う成長、

ことを発表し、3大重点実践課題として、プラスチック好循環システム構築、エコパッケー

炭素中立の達成を目指し、環境に優しい事業展開、
新しくできた
図書館で

持続可能な発展を追求します。

先生や友達と

ロッテは2020年にグループ全体で取り組む資源好循環プロジェクトを本格的に推進する
ジング拡大、食品廃棄物の低減を選定しました。このプロジェクトはロッテのすべてのビ

ジネス分野において環境への影響を最小限に抑え、共生の価値を実現することを目標とし

ます。ロッテは長期的な取り組みを通じて、ロッテ独自の資源好循環構造‘5Re(Reduce、

一緒に勉強をしたり、

Replace、Redesign、Reuse、Recycle)’モデルをグループ全分野に適用する一方で、環境配

楽しい遊びを

慮に関して市民の共感を得て、実践意志を拡散していくために先立って進めていきます。

したりして、
毎日が楽しく
なりました。

プラスチック好循環システム構築

-

ロッテはグループ内でプラスチック素材であるペット(PET)の好循環システムを構築してい

ベトナム
ロッテスクール

きます。LOTTE Chemicalは廃プラスチックを原料にした‘rPET’を提供し、食品会社では提供

された‘rPET’をパッケージングおよび製品製作の素材として活用します。流通会社は顧客に
対してrPET製品の消費を促進し、資源回収プログラムを進行させ、回収された資源は再び
LOTTE ChemicalのrPET原料としてリサイクルされます。これに関連して、LOTTE Chemical

は廃プラスチックの回収認識の改善およびプラスチック好循環システム構築のため、2020年
‘プロジェクトループ(LOOP)’により
製作されたエコ商品

3月から‘プロジェクトループ(LOOP)’を実行しています。このプロジェクトで協業するソーシ
ャルベンチャーやスタートアップは、回収装置によりロッテワールドモールなどの拠点に集め
られた廃ペットボトルを原料化してエコ素材のバックや運動靴などの製品を制作しています。

エコパッケージング拡大

ロッテは不要な使い捨て用品の使用を減らし、環境に優しいパッケージングの拡大に取り
組んでいます。ロッテの食品会社はプラスチックの使用量を減らして、リサイクル用分別

排出が簡単に出来るパッケージングを展開しています。ロッテ七星飲料は、2020年無ラベ
ルウォーターを韓国内で初めて発売し、2021年2月にはまとめ包装のために生産された‘ア
イシスECO’のペットボトルの蓋に貼るラベルまで除去しました。
流通とサービス
現場で必要な

様々なノウハウが

沢山学べて

就職する時に

とても役に立ちました。

-

ベトナム
ロッテ・KOICA

サービス教育センター

ロッテ七星飲料エコパッケージング
アイシス8.0 ECO

その他に、セブンイレブンはブランドロゴを省略した氷用カップを、ロッテジーアルエスは
ストローが要らないドリンキングLIDを、其々導入しました。使い捨て梱包材が多く使用され

る百貨店やマートのギフトセットも積極的に改善させています。100％リサイクル可能な紙包
装材のみを使用したギフトセット、発泡スチロールではなく生分解可能な素材の緩衝材の使
用など、プラスチック使用量の削減およびリサイクル率向上のための努力を続けています。

ロッテ
プロフィール
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社会
責任
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WIN-WIN
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2.
SOCIAL
CONTRIBUTIONS
社会貢献

同伴成長

ロッテが持つ能力や資源を活用して、

女性と母親が幸せな世界

ロッテは同伴成長推進組織を備えて

同伴成長への確固たる信念

社会貢献活動の積極的な実践により、

と母親が幸せな世界を作るために努力しています。子供たちの遊ぶ権利を守り、安全な遊び

実質的な協力会社への支援制度を実施しており、

能な成長の原動力であると考えています。同伴成長を実現するために、2010年にグループ

周囲へのサポートや社会を変化させる
共に生きる幸せな世界を切り開きます。

ロッテは女性・育児関連CSR統合ブランド‘momピョンハン(ママの気楽な)’を導入し、女性
の場を作る‘momピョンハン(ママの気楽な)遊び場’ 事業、児童の放課後ケア環境を改善する
‘momピョンハン(ママの気楽な)夢ロフト’事業などを実施しています。その他に、発達障害診

取引インフラの改善、共有価値創出のための
韓国内外で様々な成果を上げています。

した。また、業界初の同伴成長レポートを発刊しており、系列会社に商法より強化された
の透明性を高めることにより、同伴成長をさらに強化する基盤を構築しました。

支援するセブンイレブンの‘エンジェルストア’事業、ひとり親家庭の女性対象の就業教育プロ
グラムなども行っています。ロッテは子供の幸せを通じて母親の幸せをみつける様々な取組
みを行い、地域社会に嬉しい変化をもたらしています。

取引インフラ改善のための努力

兵役中の軍将兵に感謝を伝える愛国愛キャンペーン

ァンド、大・中小企業協力財団相生資金拠出、直接資金支援など、様々な資金支援プログラ

ロッテは同伴成長の主要戦略である協力会社取引インフラの改善の一環として、同伴成長フ
ムを運営しています。特にロッテが資金を拠出して協力会社のローンの利子を減免する同伴

ロッテは国のために従事している軍将兵の方のための支援を拡大しています。文化活動に制

成長ファンドを合計9,860億ウォン規模に拡大運営して、中小企業の資金難解消に役立って

約が多い最前線地帯の部隊にコンテナ型の小さな図書館の建設を支援する‘青春本屋’事業は、

います。これと共に、中小協力会社を対象とした相生決済システムの運用と短期現金決済を

2016年に陸軍本部との協約によりにスタートし、劣悪な環境の空軍部隊にも拡大し、2020年

韓国大手企業で初めて一部の特殊業種を除いた全グループ会社に義務付けました。また、こ

まで計57カ所に設置することが出来ました。この他にも陸軍の最精鋭戦闘員に選抜された兵

の他にも名節代金の早期支給など、パートナーの資金の流れがスムーズになるために代金支

士たちを対象に、300ウォーリアー文化体験プログラムも運営しています。2021年からは陸

給の改善に努めるなど、共存のための具体的な実践方案を用意しています。

軍の‘誇らしい陸軍家族賞’の授賞式を主催し、休暇中の兵士を対象にロッテワールドアドベン
チャー無料入場も推進しました。今後もロッテは軍将兵たちに感謝の気持ちを伝え、処遇改
善に役立つ活動を見つけ出し、支援していく計画です。

お客様の参与によって完成されるキャンペーン活動

ロッテホームショッピング
コロナ19克服応援
協力会社にコーヒートラック提供

ロッテは、社会的弱者に対する差別のない分かち合いの社会を実現するために、お客様が自

売り場‘ドリームプラザ’を運営するなど、販路拡大をサポートしています。

が寒い冬を過ごす貧困層の子供たちに赤いマフラーや寄付金(暖房費用)を届けるなど温かい

多様な流通販売のノウハウを持つロッテ流通事業本部はショップ運営が困難な全国の小売

ぬくもりを分かち合う活動を進行しています。

のために10億ウォンを寄付しており、ケアの空白や欠食危機に瀕している子供や高齢者のた

めの支援を行いました。‘コロナブルー’から、日常のメンタルヘルスを守る方法を紹介するキ
ャンペーン‘心防疫チャレンジ’も実施しており、貧困層の子供たちのための‘心防疫遊びキッ

ト’を寄付しました。2020年8月には、全国的に続いた豪雨で被害を受けた被災地の復旧と被災
者のために10億ウォンを寄付し、各系列会社も寄付や救護物資の支援活動に参加しました。

流通部門の系列会社を中心に海外事業を展開する際には協力会社との同伴進出を進めてい

路を開拓する‘グローバル市場開拓団’を運営しており、ロッテ百貨店では中小企業向け専用

組んでいます。救世軍慈善鍋団体と協力して行う‘心の温度37度キャンペーン’では、寄付者

ロッテは2020年、新型コロナウイルス感染症の拡散により被害を受けている地域社会の復興

ロッテは協力会社と共に生きる共有価値の創出を同伴成長の主要戦略として実行しています。

模索し、海外販路開拓に役立っています。また、青年起業家および中小の協力会社の輸出販

に、毎年障害者と健常者が一緒に走る‘スーパーブルーマラソン’を開催して認識改善に取り

災害・災害による被害者への緊急救護活動

共有価値を創出する緊密な協力

ます。海外各国で開催する‘韓流商品博覧会’を通じて、中小企業の海外流通市場への進出を

ら参加できる社会貢献キャンペーンを行っています。障害者と共に生きる社会を作るため

青春本屋

の主要なポリシーに同伴成長実践方案を含め、これを担当する同伴成長推進組織を作りま
基準を適用した社外取締役制を導入したり、透明経営委員会の設置を拡大するなど、経営

断児童を対象に診断および治療に必要な費用を支援する事業やひとり親家庭の女性の自立を

momピョンハン(ママの気楽な)遊び場

ロッテは協力会社との同伴成長が企業の社会的責任を果たす方法であり、ロッテの持続可

業者を対象に陳列コンサルティングやショップ環境改善を支援する‘小売業者相生キャンペ
ロッテベンチャーズフードテック専門
アクセラレーティングプログラム‘未来食:団’

ーン’を進めています。また、ロッテはスタートアップ支援および青年雇用創出に貢献する
ために、 ‘ロッテベンチャース’を設立し、革新的なビジネスモデルを持つスタートアップの
ために様々な支援策と投資を増大させています。

ロッテ
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挑戦と革新を続け

50年にわたり成長を遂げてきたロッテは

今、100年企業としての跳躍を夢見ています。
社会的価値創造に寄与し

持続可能な未来を追求する

世界のお客様に信頼され、愛される企業へと
進化していきます。

人類の幸せな暮らしを創造するグローバル企業
その遠大な夢に向けた

ロッテの旅路はこれからも続きます。
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