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今日を新しく、明日をより良く
New Today,  Better Tomorrow
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CHAIRMAN’S 

MESSAGE

ロッテはこの50年間の間、食品、流通、観光、化学、建設など、

様々な分野でたゆまぬ変化と革新を繰り返し、

韓国財界第5位のグループとして成長してきました。

また、海外市場を積極的に開拓し、名実共に

グローバル企業としての地位も確立しました。

ロッテはグループのブランドスローガンである‘今日を新しく、明日をより良く

(New Today, Better Tomorrow)’を基に、100年企業に向けて

未来志向的な事業ポートフォリオの再編に取り組んでいます。

第一歩を踏み出したロッテヘルスケアとロッテバイオロジックスなどの

ヘルス＆ウェルネス(Health&Wellness)分野は、先導企業へと 

成長できるようにコアコンピタンスを強化していき、

既存の事業領域でもモビリティ(Mobility)、エコエネルギーといった

未来の成長動力を確保するために革新を続けていきます。

また、気候変動への対応や持続可能な生態系の構築など、環境と社会に 

責任を果たすESG経営を積極的に実践していきます。 

お客様の暮らしとそれを取り巻く環境を改善するために、

すべての意思決定で善良な価値を考慮し、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。

ロッテが切り開く新しい未来に温かいご声援をお願い致します。

たゆまぬ変化と革新で
‘新しいロッテ’へと成長していきます。

会長  辛東彬（シン・ドンビン)
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ロッテは新しいHQ体制を基盤に 

社会と共にするESG経営を強化し、

世界各地にグローバル進出を拡大しながら、

たゆまぬ挑戦と革新を続けていきます。

ロッテらしく 
新しく 

変化を超えて
革新へ

New LOTTE

Mission & Vision 6
Symbol 7
Governance Structure 8
Financial Highlights 9
Business Portfolio 10
Global Business 12
LOTTE History 14
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私たちは皆様から愛され、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。

We enrich people’s lives by providing 
superior products and services that our customers love and trust.

コアコンピタンスの強化 価値創造経営 現場経営透明性の高い経営

MISSION

VISION

MANAGEMENT PRINCIPLES

MISSION & VISION SYMBOL

CI CONCEPT

ロッテグループのCIはLifetime Value Creatorのビジョンを盛り込んで、

人生のあらゆる瞬間に常に新しい価値を提供するという約束です。

Lifetime Value Creatorの略であるL、V、C

と読まれる形で、Dotはお客様の人生の

始まりを意味し、Lineはロッテグループと

共に歩む人生を表現しています。

VALUE LINE

Strengthening 
core competencies

On-site 
management

Value-based  
management

Transparent 
management

Value Lineを囲んでいる丸い菱形の 

フレームは、ロッテワールドタワーのベース 

形態から始まっており、簡潔なLはロッテの

謙遜さ、力動性と独創性を表現しています。

MISSION & 

VISION
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* 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

2021 総売上高
財務会計基準

流通群27.7%

食品群11%

化学群32.6%

建設・レンタル・
インフラ群21.3 %

ホテル群7.4%

74.5 兆ウォン

2021年事業別売上高割合

ロッテは、資産規模を基準としたランキングで韓国第5位のグループとして、 

毎年、安定的かつ持続的な成長を続けています。

FINANCIAL HIGHLIGHTS

2021年財務状況

* Source : 公正取引委員会 (2021年 5月 発表)

韓国財界順位 資産  負債比率 売上高 

5 121.6 兆ウォン位 118.2 % 65.1兆ウォン

ロッテグループは2017年、経営透明性の確保と持続可能な質的成長を実現するために、ロッテ持株を設立して、持株会

社へ体制を移行しました。先進の支配構造を確立することで、事業と投資部門間のリスクを分離し、経営の効率性を一

層高めることができました。ロッテ持株は設立以来、子会社の成長性と収益性の向上、ビジネスポートフォリオの高度

化、中長期的な戦略の樹立、ブランドと研究開発の投資拡大、ESGガバナンス体制の強化など、様々な努力を通じてロ

ッテグループの企業価値とブランド価値を高めるため最善を尽くしています。

2021年末にはHQ体制の改編によって、産業群の細分化、インフラ事業とのシナジー、ビジネスポートフォリオの高度化

などを達成すると期待しています。HQ体制の導入で各グループ会社の責任経営が強化されるにつれ、ロッテ持株は新

たな成長動力の発掘と育成、核心人材の養成と組織文化の改編、ESG経営の拡大など、持株本来の業務にさらに集中

しながらロッテグループの新しい未来を準備しています。

ロッテ持ち株株式会社の構成

ロッテ持ち株株式会社は、より透明性の高い経営と 

グループの質的成長を実現します。

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

収益性中心の
事業ポートフォリオの調整・サポート 

不動産など
保有資産の効率化

海外の事業展開・
拡大をサポート

食品群

流通群

ホテル群

化学群

建設・レンタル・インフラ群

GOVERNANCE STRUCTURE 

GOVERNANCE 

STRUCTURE

FINANCIAL 

HIGHLIGHTS
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BUSINESS PORTFOLIO

ロッテは食品、流通、化学、ホテル、建設・レンタル・インフラ分野における 

成功的な事業ポートフォリオを構築しています。

ロッテホテル＆リゾート

ロッテ免税店

ロッテワールドアドベンチャー

ロッテ物産

ロッテジェイティービー

ホテル

ロッテ建設

ロッテ建設CM事業本部

ロッテrental

ロッテグローバルロジス

ロッテ情報通信

ロッテバイオロジックス

ロッテヘルスケア

ロッテベンチャーズ

ロッテキャピタル

ロッテカルチャーワークス

大弘企画

キヤノンコリア

韓国富士フィルム

ロッテAMC

ロッテジャイアンツ

ロッテ商社

ロッテ奨学財団

ロッテ福祉財団

ロッテ三同福祉財団

ロッテ文化財団

建設・レンタル・インフラ

ロッテ製菓

ロッテ七星飲料

LOTTE GRS

ロッテ中央研究所

ロッテアサヒ酒類

LOTTE-Nestlé(Korea)

ロッテピープルネットワークス

食品

ロッテ百貨店

ロッテマート

ロッテスーパー

ロッテeコマース

ロッテホームショッピング

コリアセブン

ロッテハイマート

ロッテGFR

エフアールエルコリア

韓国エスティーエル

ロッテメンバーズ

流通

LOTTE Chemical

ロッテ精密化学

ロッテINEOS化学

LOTTE MCC

LCタイタン

LC USA

ロッテGS化学

ロッテアルミニウム

化学

BUSINESS 

PORTFOLIO
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トルコ 
(テュルキエ)
化学

ハンガリー
化学/CM/建設

イタリア
化学

フィリピン
飲料/物流

台湾
ホームショッピング

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/物産/その他

香港
化学/物流

日本
飲料/免税店/化学/建設/ホテル/その他

インド 
製菓/物流/ 
化学

パキスタン 
製菓/飲料/ 
化学/建設

ウズベキスタン 
化学/ホテル

ニュージーランド 
免税店 

オーストラリア 
貿易/免税店

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/シネマ/ 
キャピタル/CM/その他

シンガポール
製菓/物流/建設/免税店 

マレーシア
化学/物流/建設

ミャンマー
外食フランチャイズ/飲料/ホテル/製菓

Asia & Oceania

メキシコ
化学

ペルー
化学

アメリカ
ホテル/化学/飲料/貿易/ 
免税店/物流/バイオ/その他

GLOBAL BUSINESS

ロッテは、アジア、ヨーロッパ、アメリカ、オセアニア、中東・アフリカなど、世界約30ヵ国に進

出して活発に事業を展開しています。変化するグローバル環境に先手を打って対応しながら、

戦略的に海外事業を推進し、より広い世界の中で安定的な成長、進取的な挑戦を続けていき

ます。

Americas

アラブ首長国連邦
化学 

ナイジェリア
化学

イギリス
物流

ベルギー
製菓

ドイツ
化学/物流

ポーランド
化学

スロバキア
化学

Europe & Africa Middle East 

カザフスタン
製菓/物流/ 

外食フランチャイズ

ロシア
ホテル/製菓/ 

化学/建設/貿易

タイ
化学/レンタル 

ラオス
外食フランチャイズ

カンボジア
外食フランチャイズ/建設

ベトナム
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/ 
物流/IT/広告代行/レンタル/免税店/CM/物産/貿易/ベンチャー投資/その他  

GLOBAL 

BUSINESS
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ロッテグループの歴史は1967年、ロッテ製菓の設立から始まりました。食品から流通、化学、ホテ

ル、建設、レンタル、インフラなど多様な産業に事業を拡大し、韓国を代表するグローバル企業に

成長しました。50年以上にわたり変わらない情熱で力量を強化して成果を上げてきた間、顧客か

らはもっと愛され、世界からの信頼はさらに深まりました。人類の暮らしに価値を加え、地球の明

日を健康なものに育てる企業を目指して、ロッテグループは絶えず挑戦と革新を重ね、もう一つの

偉大な歴史を作っていきます。

LOTTE HISTORY 

100年企業の遠大な未来を夢見て、 

今日を新しく、明日をより良くしていきます。

1960~1970 1980 1990

1966   東方アルミ工業 設立  
(現、ロッテアルミニウム)

1967  ロッテ製菓 設立

 1973  ホテル ロッテ 設立

   ロッテ電子工業 設立  
(現、ロッテアルミニウム)

1974   ロッテ産業 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)

1977   ロッテ酒造 設立   
(現、ロッテ七星飲料 酒類部門)

   三綱産業 買収   
(現、ロッテ製菓)

1978   韓一香料工業 • ロッテ乳業 設立  
(現、ロッテ製菓)

   平和建業 買収  
(現、ロッテ建設)

1979   湖南石油化学 買収  
(現、LOTTE Chemical)

   ロッテリア 設立  
(現、LOTTE GRS)

  ロッテショッピング 設立

1994   ロッテ研修院 開院  
(現、ロッテ人材開発院)

   コリアセブン 買収

   ロッテ福祉財団 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)

  ロッテ情報通信 設立

1998   ロッテマート 設立

1999   ロッテシネマ 設立  
(現、ロッテカルチャーワークス)

1980   ロッテ免税店 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

   ロッテジャイアンツ 設立

  ロッテ物産 設立

1983   ロッテ中央研究所 設立

  ロッテ流通事業本部 設立

   三南奨学会 設立  
(現、ロッテ奨学財団)

1985    蚕室ロッテワールド建設事業本部 設立 
(現、ロッテ建設CM事業本部)

   ロッテキヤノン 設立 
(現、キヤノンコリア)

1989  ロッテワールドアドベンチャー 開園

創業と開拓 世界市場への進出基盤を構築 グローバル経営にパラダイム転換

2020

2010   Buy the way 買収 
(現、コリアセブン)

  フィリピン‘ペップシ― 
 (PCPPI)’ 買収

   パキスタン‘コルソン 
 (Kolson)’ 買収

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

2011   現代情報技術 買収 
(現、ロッテ情報通信)

    パスツール乳業 買収  
(現、ロッテ製菓)

 2012    ハイマート 買収  
(現、ロッテハイマート)

  LOHB’s (ロブス) 設立

2013   カザフスタン‘ラハト 
(Rakhat)’ 買収

2014   LOTTE-Nestlé(Korea) 設立

   現代ロジスティックス 買収  
(現、ロッテグローバルロジス)

2015   ロッテメンバーズ 設立

   KTレンタル 買収  
(現、ロッテrental)

  ロッテ文化財団 設立

2016   サムスンSDIケミカル事業本部、  
サムスン精密化学、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)

  ロッテアクセラレータ設立 
 (現、ロッテベンチャーズ)

 2017    ロッテグループ創立50周年、 
ニュービジョン宣言

  ロッテ持ち株株式会社 設立

   インド‘ハブモア(Havmor)’ 買収

2018    ロッテカルチャーワークス 設立

  ロッテeコマース 設立

2019   ロッテグローバルロジス統合法人 発足

2020   LOTTE Chemical統合法人 発足

2021  ESG 経営宣言

 2022  ロッテ製菓の統合法人発足

  ミニストップ買収

  ロッテヘルスケア設立 

  ロッテバイオロジックス設立

2000

2000   ロッテドットコム 設立  
(現、ロッテeコマース)

   ハイスター 設立  
(現、ロッテアサヒ酒類)

2001  ロッテスーパー 設立

 2002   ロッテ経済研究室 設立  
(現、ロッテ未来戦略研究所)

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

  エフアールエルコリア 設立

 2006   大山MMA 設立  
(現、LOTTE MCC)

2007   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)

   ロッテジェイティービー 設立

  ロッテ資産開発 設立

2008  ベルギー ‘ギリアン(Guylian)’ 買収

   KIバンク 買収  
(現、コリアセブン)

  ロッテ 済州リゾート設立

   インドネシア ‘マクロ(Makro)’ 19店 
 舗 買収

   ロッテ扶余リゾート 設立

 2009    斗山酒類BG 買収  
(現、ロッテ七星飲料 酒類部門)

  ロッテ三同福祉財団 設立

超一流企業に跳躍 グループ事業の 
ポートフォリオの高度化

持続可能企業に挑戦

2010

LOTTE

HISTORY
15LOTTE PROFILE 

2022



ロッテは様々な事業で蓄積した

コアコンピタンスとグローバル競争力を基に 

未来の新たな成長動力をさらに強化して

持続可能な成長を遂げていきます。

ロッテらしく
より良く 

成長を超えて
持続可能に

Better LOTTE

Food 18
Retail 28
Chemical 40
Hotel 50
Construction·Rental·Infra 58
ESG Management 72
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ロッテ製菓

ロッテ七星飲料

LOTTE GRS

ロッテ中央研究所

ロッテアサヒ酒類

LOTTE-Nestlé(Korea) 

ロッテピープルネットワークス

Global Food Company

ロッテ七星飲料
Value Chainプロセスの最適化
• デジタル基盤のスマートファクトリー、CDC/RDC、 
 RTM、RGMの構築&高度化

ロッテ中央研究所
Health & Wellnessの製品開発
• 健康機能食および健康志向食の製品、
 カロリー/糖類の低減製品、代替肉など

ロッテ製菓
• スナック開発の集中育成
• ヴィーガン・培養肉・食用昆虫など、代替食品群の事業拡大
• HMRブランド(Chefood)競争力の強化
• 高齢者ケアフードの開発

LOTTE GRS
ハンバーガー事業のコアコンピタンスの強化
• 代表製品の品質向上
• IT活用の顧客管理/サービスシステムの効率化

New Tastes
Better Health

新しい食文化を
創造して食品産業を
リードします。

ロッテの食品部門は、1967年創業したロッテ製菓
から始まり、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。ロッテ製菓を始
めとする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、食品産業をリー
ドしています。また、差別化されたブランド戦略、
様々な外食フランチャイズの開発、国際レベルの
食品研究と安全・衛生管理により新しい食文化を
創造しています。特に2022年には、ロッテ製菓とロ
ッテフードの統合によって総合食品企業として生
まれ変わり、確固たる未来成長の基盤を構築しま
した。

F
O

O
D

FOOD
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ロッテ食品部門は世界各地で顧客の生活をより美味しく、楽しくします。ロッテ製菓は
アジアやヨーロッパ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、ロッテ七星飲料はデジタル基盤の自動化設備と効率的なシステムで生産した飲料
や酒類を世界中に輸出しています。LOTTE GRSはアジアを中心にマスターフランチャ
イズ事業のパートナーとして活躍しており、海外店舗を拡大しています。今後もメガブ
ランドの育成、フードテックを活用した健康食品・代替肉など新製品の開発を積極的
に進めるとともに、バリューチェーンの高度化、成長インフラの構築に力を注ぎ、世界
で愛されるグローバル食品ブランドに跳躍していきます。

果敢な挑戦で
食品産業の未来を切り開いていきます。

LOTTE GRS、 
ロッテリアスマートストア(L7弘大店)
非対面時代に合わせて無人注文機を導入したスマートストアを 
運営し、顧客に差別化された経験を提供しています。

ロッテ製菓、 
ホームミールリプレイスメント(HMR)製品の強化 
様々なホームミールリプレイスメントを発売し、定期購読サービスの
‘月刊食膳’を開始するなど、食品トレンドをリードしていきます。

ロッテ七星飲料、 
スマートファクトリーの構築
デジタル基盤の自動化設備を適用した 
スマートファクトリーを構築し、高品質の 
飲料や酒類を生産します。

主要事業海外進出状況

ロッテ中央研究所、 
未来食品開発
国際レベルのフードテック能力を 
ベースに、培養肉を始めとするロッテの 
未来食品開発をリードしています。

Food Technology

We create
great food for 
healthier
lives

ロッテ製菓

中国、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

ロッテ七星飲料

中国、日本、 
アメリカ、 
フィリピン、 
ミャンマー、 
パキスタン

LOTTE GRS

ロッテリア 
ミャンマー、ラオス、 
カンボジア、 
ベトナム、モンゴル、

エンジェリナスコーヒー  
ベトナム、カザフスタン
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2

1

ロッテ製菓
永登浦
キシリトールガム生産ライン

2

ロッテ製菓
ガーナチョコレート

3

ロッテ製菓
シェフード製品

  3

  1
ロッテ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’、‘パスツール’、‘ペペロ’、‘コッ

カルコーン’、‘ワールドコーン’、‘テジバー’、‘義城ニン

ニクハム’、‘シェフード’など各カテゴリーにおける売

上高のトップ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。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

など世界8ヵ国で計22ヵ所の生産工場を運営し、現

地の顧客に美味しくて多様な製品を提供しています。

これからもフードテックをリードするグローバル食品

企業に跳躍するために、メガブランドの育成や健康

食品・代替肉などの革新技術を開発するとともに、

海外事業の力量を持続的に強化していきます。

1967年に創業したロッテ製菓は、ロッテの親会社であ

り、韓国の食品産業の発展を導いてきた製菓業界不

動の第1位企業です。2022年7月1日、ロッテ製菓とロ

ッテフードは一つの会社に統合し、新しく発足するこ

とで、総合食品企業として生まれ変わりました。両社

の統合により、乳幼児から中高年層まで全年齢層の

顧客を対象にするライフサイクル型ブランドを運営

し、競争力をさらに強化することができました。現在、

永登浦工場をはじめ、韓国の17ヵ所に最先端の生産

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、肉加工、乳加工、ホームミー

ルリプレイスメント類などを生産、供給しています。

Mega 
Brand
‘ガーナ’、‘ペペロ’、‘キシリトールガム’、 
‘ソルレイム’、‘ワールドコーン’など
市場をリードするグローバル
メガブランドの育成

グローバルメガブランドの強化

韓国内工場数
(2022年9月基準)

17
海外工場数
(2022年9月基準)

22

韓国内で氷菓類の
市場占有率、第1位

No.1

www.
lotteconf.
co.kr

�

ロッテ製菓
主要事業
お菓子、氷菓類、ガム、肉加工、乳加工、 
ホームミールリプレイスメント類
�

BUSINESS
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  1
1979年創業したLOTTE GRSは、韓国初のファースト

フード店のロッテリアをはじめ、新たな食文化を創

造し、フランチャイズ産業の発展をリードしてきまし

た。約1,330店の‘ロッテリア’をはじめ、コーヒー専

門店‘エンジェリナス’、グローバルドーナツブランド 

‘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。また、多衆利用施

設での飲食事業場の運営委託事業であるコンセッシ

ョンビジネスも活発に展開しています。海外ではベト

ナム、ミャンマー、カンボジア、カザフスタン、ラオ

ス、モンゴルなど、6ヵ国で現地企業と協力するマス

ターフランチャイズ事業のパートナーとして活躍し

て、約320店舗を運営するなど、グローバル事業力量

を持続的に強化しています。これからも質的成長と

事業モデルを強化して、顧客の日常で価値を高める

外食フランチャイズプラットフォーム企業として跳躍

していきます。

ロッテ七星飲料は1950年の設立以来、70年以上に

わたり韓国トップクラスの総合飲料企業として愛され

ており、海外事業を持続的に拡大してグローバル企

業に跳躍しています。飲料部門は、韓国に6ヵ所の生

産工場および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’、‘レッツビー’、‘カンタータ’

、‘ミルキス’、‘アイシス8.0’、‘トレビ’などのブランドを

運営しています。また、‘七星サイダーゼロ’、‘トムズゼ

ロ’、‘ホットシックスザキングゼロ’など、カロリーの

負担なく楽しめる飲み物を相次いで発売し、市場を

リードしています。酒類部門では、韓国に5ヵ所の生

産工場を備えて、‘チョウムチョロム’、‘クラウド’、‘マジ

ュアン’、‘スコッチブルー’などの酒類製品を製造、販

売しています。最近では、ホムスル(家飲み)・ホンス

ル(ひとり酒)のトレンドに合わせて家庭で気軽に楽し

めるワイン、ウイスキーRTD酒類製品を発売し、成長

をリードしています。より多様化する消費者のニーズ

を反映して、ノンアルコールビール、機能性ビールなど

製品のラインナップを持続的に追加する計画です。

今後も健康食品の素材確保を通じて、様々な消費者

のニーズを反映した健康飲料の事業をさらに拡大し

ていきます。

  3

  2

  3

  4

1

ロッテ七星飲料
安城トレビ生産ライン

2

ミルキス 
海外輸出製品

3

エンジェリナス
大邱アイルランド店

4

ロッテリア
ベトナムのチャンフンダオ(Tran Hung Dao)店

company.
lottechilsung.
co.kr 

�

ロッテ七星飲料
主要事業
飲料および酒類製品の製造、販売

�

www.
lottegrs.
com 

�

LOTTE GRS
主要事業
卸・小売およびフランチャイズ

�

飲料の海外輸出国数
(2022年9月基準)

61
酒類の海外輸出国数
(2022年9月基準)

48
海外店舗数
(2022年9月基準)

320

ベトナムグローバルフランチャイズ
店舗占有率、第1位
(2022年9月基準)

No.1

‘七星サイダーゼロ’2021年の累積販売数量
(250ml換算基準)

1億 2,000 万缶

BUSINESS
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  1

  2

ロッテ中央研究所は、最新の研究設備と優れた食品

の専門家を保有している韓国最高の総合食品研究所

です。1983年からロッテ食品部門の発展に寄与してお

り、創立40周年を迎え、食品・バイオ融合研究所、グ

ローバル食品研究のハブとして発展しています。最近

は新製品の開発をはじめ、独自の素材開発やバイオ研

究にもさらに力を入れています。環境配慮型包装材、

天然の代替食品素材を開発し、消費者にヘルス＆ウェ

ルネスの特別な経験を提供しており、スマート安全管

理システムや科学的根拠に基づいた几帳面な食品安

全管理を行っています。また、ベトナム、インドネシア

で海外研究所を運営し、韓国技術の海外移転と現地

化支援に取り組んでいます。今後もロッテの食品部門

が継続的に愛されるよう、基礎研究から製品開発、流

通まで全サイクルを担うグローバル食品研究所になり

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

でたくさん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

た日本酒は多様化する顧客のニーズに応え、人気を博

しています。そして、手軽に楽しめるRTDのワインクル

ーザーも販売し顧客の多様な好みに応えています。こ

れからも優秀製品の導入や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、韓国内の酒類業界を

リードする総合酒類会社に跳躍していきます。

LOTTE-Nestlé(Korea)は2014年に、ロッテと世界最大

の食品企業であるネスレが合弁し設立して以来、高品

質のコーヒーを韓国内外に安定的に供給してきまし

た。忠清北道の清州に大規模な生産設備を備え、世

界的コーヒーブランド‘ネスカフェ’をはじめ、‘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、顧客が満足できる最高の製品を

継続的に提供していきます。

1983年に韓国初の販売促進サービス専門組織のロッ

テ流通事業本部として発足したロッテピープルネット

ワークスは、ロッテ食品部門の成長に寄与してきまし

た。体系的な教育を受けた専門人材は韓国の流通店

舗においての商品陳列、販売促進サービスなどの業務

を行っており、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サポートしています。2022年には

社名を変更するとともに、ロッテ製菓とロッテ七星飲

料の販売促進業務を統合管理するシステムに改編し、

運営の効率性を一層高めました。今後も人と顧客をつ

なぐ総合人材管理企業として新規事業の領域を積極

的に拡大していく計画です。

  4

1

フードラボ
研究開発の姿

2

ロッテ中央研究所
麻谷

www.
lotternd.
com

�

ロッテ中央研究所
主要事業
食品・新素材・パッケージの研究開発、食品安全管理

�

www.
asahibeerk.
com

�

ロッテアサヒ酒類
主要事業
輸入酒類卸売

�

www.
nescafe.
co.kr

�

LOTTE-Nestlé(Korea)
主要事業
コーヒー製造加工および販売

�

www.
lottelmsc.
com

�

ロッテピープル
ネットワークス
主要事業 
販売促進の人材供給および統合サービス
�

海外研究所数
(ベトナム、インドネシア)

2

ベトナム

インドネシア

4

ロッテピープルネットワークス
商品陳列

3

ロッテアサヒ酒類
アサヒビール

BUSINESS
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Lifestyle Curator

RETAIL

ロッテマート
未来型革新店舗‘ゼータフレックス’、 
倉庫型ディスカウントストア‘マックス’、 
酒類専門店‘ボトルバンカー’など特化店舗の拡大

コリアセブン
最先端の無人コンビニエンスストア運営、 
都心向けの配送ロボットサービス、 
ドローン配送などIT技術を活用した 
先進化された未来型コンビニエンスストア運営

ロッテ百貨店
• 没入&体験型ライフスタイルモールの完成
• 店舗のリニューアルを通じた核心競争力の強化

ロッテホームショッピング
•  BELLYGOM(キャラクター)、
  ルーシー (バーチャルモデル)など独自コンテンツのIP拡大 
• NFTなどメタバースの競争力強化
• ドラマやバラエティ番組などコンテンツコマースの強化

革新で
流通の進化を
導いていきます。

ロッテの流通部門は、1970年代から流通の全分
野で最高の力量を発揮し、流通産業の進化を導
いてきました。ロッテ百貨店、ロッテマートをはじ
め流通系列会社は、新しい流通チャネルや店舗
フォーマット、特化店舗を導入し、 オンラインお
よびモバイルショッピングへと事業を拡大して様
々なサービスを展開しています。また、ロッテホー
ムショッピングおよびロッテeコマースは、チャン
ネルとコンテンツの競争力を強化し、成長を続け
ています。さらに、エフアールエルコリアとロッテ
GFRは、差別化されたブランドとコンテンツでフ
ァッション業界の変化をリードしており、ロッテ
メンバーズは便利なメンバーシップと簡単決済サ
ービスを提供するマーケティングプラットフォー
ム企業として跳躍しています。

New 
Experiences
Better 
Channels

ロッテ百貨店

ロッテマート

ロッテスーパー

ロッテeコマース

ロッテホームショッピング

コリアセブン

ロッテハイマート

ロッテGFR

エフアールエルコリア

韓国エスティーエル

ロッテメンバーズ

R
E

T
A

IL

29LOTTE PROFILE 

2022



ロッテホームショッピング、 
独自のコンテンツを活用したIP拡大
バーチャルヒューマンモデルの‘ルーシー’、独自の 
キャラクター‘BELLYGOM’を開発し、経験を重視する 
MZ世代に向けて差別化されたコンテンツを披露しており、 
IPを活用した様々な事業を展開しています。  

ロッテショッピング、 
オカドスマートプラットフォームの導入
イギリスのオンラインスーパーマーケット企業の 
‘オカド’と協業し、スマートプラットフォーム(Ocado 
Smart Platform)を導入して、オンライン食料品市場
での競争力をさらに強化していきます。

ロッテ百貨店、 
アート・体験コンテンツの強化
東灘店は韓国内外で有名な作家の作品を 
活用して芸術的要素を極大化し、芸術・文化・F&B
など、多様な体験コンテンツを提供することで、 
‘ずっといたいデパート’として愛されています。

絶えず進化を繰り返してきたロッテの流通部門は、‘お客様の最初のショッピング目的
地’になるという新しいビジョンを掲げ、オン・オフラインを行き来するサービスとコン
テンツを通じて顧客に差別化された経験、新しい楽しさを提供していきます。未来型
ショッピングモールのロッテプレミアムアウトレット‘Time Villas’をはじめ、様々な体
験ができる特化店舗など、オフラインショップの競争力も一層強化する予定です。さら
に、ベトナム、インドネシア、台湾など、アジア地域を中心にグローバル事業を活発に
推進し、確固たる競争力を備えたグローバル流通企業に成長していきます。

お客様の最初の
ショッピング目的地になります。

主要事業海外進出状況 ロッテ百貨店

ベトナム、 
インドネシア

ロッテマート

ベトナム、 
インドネシア

ロッテマート、特化店舗の拡大
フラッグシップストアの‘ゼータフレックス’、酒類専門店の 
‘ボトルバンカー’など特化店舗を拡大し、顧客に斬新で 
楽しい経験を提供します。

We design
cultural platforms
for the art of smart
shopping

New Life Platform
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1

ロッテ百貨店
東灘店

2

ロッテアートフェア
2022釜山

3

ロッテプレミアムアウトレット 
‘Time Villas’

さらに、中長期的な観点からアートビジネスディレク

ティングを推進し、顧客の文化経験を多角化するた

め、2021年9月に‘アートコンテンツ室’の組織を新設

し、ロッテが追求してきた価値を文化と芸術の脈絡で

解きほぐすことによって顧客の経験の中に染み込む役

割を果たしています。内部的にも創意的で挑戦的な組

織文化を造成するために全社員が努力しており、韓国

のみならず海外進出にも積極的に乗り出し、ベトナ

ム、インドネシアなどで店舗を運営してグローバル競

争力を強化しています。ロッテ百貨店はこれまで蓄積

してきた力量を基に、顧客に幸せな思い出や豊かな暮

らしを実現するアジア最高の百貨店へと成長していき

ます。

ロッテ百貨店は1979年の創立以来、韓国内流通産業

とショッピング文化の発展をリードしてきた、韓国で

不動の第1位を占めている百貨店です。韓国内に計60

店舗を運営しており、内部的には組織文化の革新を、

外部的には徹底的な顧客満足を実践するための変化

を導いています。特に、ロッテ百貨店は根源的な競争

力である百貨店の格に合う商品とサービスを通じて顧

客のショッピングの品格を高め、これから顧客に新し

く差別化された経験とライフスタイルをキュレーショ

ンするという方向性を盛り込んで、2021年‘プレミアム

ライフスタイルキュレーター(PREMIUM LIFESTYLE 

CURATOR)’というビジョンを新たに樹立しました。新

しく樹立したビジョンに従ってロッテ百貨店だけのア

イデンティティ構築に向けた様々な体験型MDを具現

し、MZ世代をターゲットにパーソナライズされたプロ

モーションを強化しています。特に、ロッテ百貨店の

東灘店とロッテプレミアムアウトレット‘Time Villas’を

新規オープンすると同時に、本店などの主要店舗を中

心に大規模のリニューアルを行い、未来流通産業が進

むべき方向を提示しています。

  1   2  3  2

 3

store.
lotteshopping.
com

�

ロッテ百貨店
主要事業 
百貨店

�

不動の韓国第1位百貨店
(2022年9月基準)

No.1

韓国内店舗数
(2022年9月基準)

60
海外店舗数
(2022年9月基準)

4

Art 
Business 
‘Rejoice’展、‘ロッテアートフェア2022釜山’など
アートコンテンツを強化し、お客様に新しい経験を提供
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2001年に第1号店である典農店をオープンし創業した

ロッテスーパーは、近距離商圏を基盤とする顧客中心

の流通チャンネルとしてSSM業界のトップを着実に維

持してきました。現在は、直営店、加盟店、オンライン

モールの事業を運営しており、顧客が安心して購入で

きる信頼基盤の商品ラインナップの構成に向けて様々

な努力を傾けています。新鮮食品は環境保全型、プレ

ミアム、抗生剤不使用、スマート作物を中心に強化し

ており、新商品が最も早い店舗を追求する一方、急激

な物価上昇に備えてコスパ抜群のNPB、PB商品の開

発にも集中しています。また、働くママの食事準備や

家事に代わって時間を節約する目的購買チャンネルの

地位を強化するために、デリカ(Delica)、HMR商品を

持続的に拡大しています。さらに、事業構造と物流ネッ

トワークの再編、自動化システムの構築、データ標準

化を積極的に推進し、持続可能な成長基盤を構築し

ています。

  4

1

ロッテマート
ボトルバンカー
ゼータフレックス店

2

ロッテマート
ベトナムのヴィン(Vinh)店

3

ロッテeコマース
ロッテオンモバイル

4

ロッテスーパー
安城孔道店

company.
lottemart.
com

�

ロッテマート
主要事業 
割引店

�

company.
lottesuper.
co.kr

�

ロッテスーパー
主要事業
スーパーマーケット

�

1996年に韓国初のオンライン総合ショッピングモー

ル、ロッテドットコムを誕生させたロッテeコマース

は、2018年ロッテショッピングの事業部として新しく

発足しました。2020年4月には、ロッテの統合オンラ

インショッピングプラットフォーム‘ロッテオン(ON)’を

公開しました。ロッテオンでは百貨店の商品、新鮮食

品、電子製品などのロッテ系列会社の商品から、オー

プンマーケットの商品まで一度に検索して購入するこ

とができます。さらに、ロッテeコマースは4,000万人以

上の会員を保有しているL.POINTのビッグデータや約

1万3,000のオフラインショップなどロッテの流通部門

が保有しているインフラを活用し、オン・オフラインを

行き来する差別化されたショッピング経験の提供に

向けて力を注いでいます。2022年からはビューティ

ー、ブランド品、ファッションなどの領域でより専門化

された特化サービスを開始しており、今後‘好みを、ブ

ランドを、特典を見つける楽しさ’というスローガンを

基に、ライフスタイルプラットフォームとしての地位を

固めていきます。

company.
lotteon.
com

�

ロッテeコマース
主要事業 
オンラインショッピングモールおよびオンラインビジネス
ソリューションサービス

�

韓国内店舗数
(2022年9月基準)

112

店舗数
(2022年9月基準)

385

海外店舗数
(2022年9月基準)

64

  3
ロッテマートは、1998年に第1号店である江辺店のオ

ープン以来、飛躍的な発展を重ね、現在は韓国内外で

計176店舗を保有するグローバルな流通企業に成長し

ました。変化する顧客のニーズに合わせて、既存の伝

統的なディスカウントストアの形態から脱皮し、核心

競争力をベースに新鮮食品などグローサリーを集中的

に強化するとともに、差別化された顧客経験を提供す

るカテゴリー専門店を推進しています。フラッグシップ

ストア‘ゼータフレックス(ZETTAPLEX)’、倉庫型ディス

カウントストア‘マックス(MAX)’、オン・オフラインを統

合した‘スマートストア(Smart Store)’のような特化店舗

および酒類専門店‘ボトルバンカー(Bottle Bunker)’、

ペット専門店‘コリオリ(Colioli)’、大型マートとH&Bスト

アの力量を結合した‘ロブスプラス(LOHB’S+)’など、新

しいキュレーションショップを通じて顧客の日常で活

力となる斬新なライフスタイルを提案しています。海

外ではベトナム、インドネシアに進出し、計64店舗を

運営しており、高品質のPB製品とモバイル中心のオン

ラインマーケティングを強化し、グローバル流通会社

に成長できる基盤を構築しています。今後も未来型

マートのパイオニアとしてオフライン空間により新鮮

で新しい価値を吹き込み、これを積極的に拡張する

ことによって韓国内外で競争力をさらに強化してい

きます。

1

 2
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  3

  4

ロッテホームショッピングは、2007年ウリホームショッ

ピングを買収しホームショッピング市場に進出して以

来、ロッテとシナジー効果を生み出し、市場で急速に

定着しました。テレビ、インターネット、モバイル、デー

タホームショッピングなど様々なショッピングチャンネ

ルを介して、韓国内外の優秀な商品を提供しています。

また、単独ブランドの開発による商品競争力の確保、モ

バイルやデータホームショッピングチャンネルの競争

力強化、デジタル技術を活用したショッピングサービ

スの提供などで、急激に変化する流通環境に先手を打

って対応しています。高級化、専門化が進むホームショ

ッピング市場の風潮に合わせて、ショッピングとエン

ターテイメントが融合したユニークなコンテンツの開

発、情報やトレンドが共有できるプログラムなどの放送

コンテンツの強化にも力を入れています。人気キャラ

クター‘BELLYGOM’、バーチャルヒューマン‘ルーシー’な

ど独自に開発したIPを活用して、コンテンツコマース市

場にも積極的に進出しています。2005年に台湾で立ち

上げた‘モモホームショッピング’は、テレビホームショ

ッピング業界で第1位を着実に維持しており、ホームシ

ョッピングの海外進出の成功事例として評価されてい

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、メタバース事業の競争力強化、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のみならず、グローバルなメディ

アコマース企業として成長していきます。

  1

2

3

セブンイレブン
チャレンジストア店

4

セブンイレブン 
AI決済ロボット
‘ブニ(VENY)’

1

ロッテホームショッピング 
BELLYGOM展示

2

ロッテホームショッピング 
オンエアスタジオ

www.
lotteimall.
com

�

ロッテホームショッピング
主要事業
総合ホームショッピング

�

コリアセブンは1989年に韓国初のコンビニエンススト

アであるセブンイレブンをオープンして以来、飛躍的な

成長を続けてきました。ローソン、バイザウェイ、ミニ

ストップを次々と買収して攻撃的に店舗数の拡大を続

け、2022年9月基準に韓国で約1万2300店舗を運営し

ています。外形の拡大とともに質的成長基調を基盤と

して内実を高め、革新活動を推進して様々なコンセプ

トの未来型プラットフォームを相次いで展開していま

す。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’、未来型スマートコンビニエンスストア‘セブンイレ

ブンシグネチャー’に続き、2021年には次世代デジタル

技術を活用して店舗の運営効率を高める多様な政策と

システムを研究する‘DTラボ(Lab)ストア’を新たにオー

プンしました。また、締め切り割引販売‘ラストオーダ

ー’、ATM生活金融サービス、電気自動車の充電、海外

書類配送サービスなど、様々なオーダーメイド型サー

ビスを提供し、好評を得ています。2022年にはIT技術

を活用した次世代の配送サービスモデルであるドロー

ン配送サービスと自動走行ロボット「ニュービー」を活

用した配送サービスモデルを展開するなど、一歩進ん

だ革新を続けています。

www.
7-eleven.
co.kr

�

コリアセブン
主要事業
卸・小売流通(コンビニエンスストア)

�

業界で初導入した屋外型自動走行
配送ロボット‘ニュービー(NEUBIE)’

Delivery 
Robot

国家顧客満足度(NCSI)
テレビホームショッピング部門第1位
(2021年基準)

No.1 店舗数
(2022年9月基準)

12,300
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ロッテGFRは、2018年にロッテ百貨店の海外ブランド

事業部門とファッション専門会社エヌシーエフ(NCF)

が合弁し設立しました。顧客中心、専門性と多様性、

透明でコミュニケーションが自由な組織、挑戦するス

タートアップ組織文化を通じて顧客のニーズを理解

し、市場の価値をリードするために努力しています。ま

た、斬新で差別化されたブランドとコンテンツを市場

に紹介し、ロッテとのシナジー効果を通じて単なるフ

ァッション企業としてのみならず、総合コンテンツプラ

ットフォーム会社を追求しています。既存の主力ブラン

ドである‘NICE CLAUP’、‘KENZO’以外に、最近ではア

スレジャーブランドの‘K-way’、‘KAPPA’、ビューティー

ブランド‘シャーロットティルブリー ’、ラグジュアリーコ

ンテンポラリーブランド‘Canada Goose’など、新規ビ

ジネスモデルを立ち上げ、事業領域を拡大しています。

これからも顧客と市場に対する洞察と専門性、多様性

を備えた人材とともに、迅速な決定と実行、大胆に挑

戦できる文化を核心価値として掲げ、コンテンツ市場

の新しいリーダーとして成長できるよう最善を尽くしま

す。

www.
lottegfr.
co.kr

�

ロッテGFR
主要事業 
女性服

�

1

ロッテハイマート
ワールドタワー店

  1

ロッテメンバーズは韓国の代表統合メンバーシップサ

ービスのL.POINT運営会社で、4,190万(2022年9月末

基準)の会員を対象に統合メンバーシップおよび簡単

決済サービスを提供しています。また、約190社のパー

トナー社に流通関連ビックデータの分析プラットホー

ムとコンサルティングやマーケティングサービスを支

援する他、L.POINTアプリケーションなどを介して多

様な提携プロモーションを行っています。2016年には

イビカード会社からL.PAY事業を買収し、ロッテグルー

プを代表する簡単決済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外食、金融、航空・

交通、旅行・レジャー、教育・文化など日常の多様な分

野でよく使えるライフスタイルペイメントサービスに発

展させています。2021年4月にはL.POINTとL.PAYのモ

バイルアプリケーションを一つに統合し、ロッテを利

用する顧客に簡単か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しています。

1999年に設立されたロッテハイマートは、韓国に407

ヵ所の直営店舗および13ヵ所の物流センター、1カ所

のオンライン専用物流センター、14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、未来産業の革新商品まで

商品の構成をさらに多様化し、雑貨ブランドの輸入拡

大と独自のPB商品開発を通じて、家電製品専門店とし

てのみならず、顧客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、差別化された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することで、未来

の家電流通市場をリードしていきます。

  2

3

  4

2

ロッテGFR
Canada Goose
ロッテ百貨店、本店

3

エフアールエルコリア
ユニクロ
ロッテワールドモール店

4

ロッテメンバーズ 
L.POINT・L.PAY 
統合アプリケーション

www.
e-himart.
co.kr

�

ロッテハイマート
主要事業
家電製品卸・小売

�

エフアールエルコリアは、2004年にロッテショッピン

グと世界的なファッション流通企業のファーストリテ

イリング(FASTRETAILING)が合弁し設立した会社で、

グローバルファッションブランドユニクロ(UNIQLO)の

商品を韓国に流通、販売しています。エフアールエル

コリアは、顧客満足を最優先に考え、顧客がユニクロ

の優れた品質とデザイン、リーズナブルな価格の‘ライ

フウェア’商品をいつどこでも便利に体験できるよう最

善を尽くしてきました。特に、日常生活を中心に着心

地と実用性に優れた日常着を通じて毎日着る服に対す

る新しい価値を生み出し、顧客により良い日常を提供

しています。

www.
uniqlo.
co.kr

�

エフアールエルコリア
主要事業 
衣類、流通販売

�

www.
lottemembers.
com 

�

ロッテメンバーズ
主要事業 
メンバーシップ・簡単決済サービス

�

L.POINT会員数
(2022年9月基準)

4,190 万人

韓国内店舗数
(2022年9月基準)

407

BUSINESS
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2011年にロッテショッピングとサマンサタバサジャパ

ンが合弁し設立した韓国エスティーエルは、サマンサ

タバサコリアとマイシェルのブランドを運営していま

す。グローバルブランドであるサマンサタバサコリアは

急変するK-トレンドを分析し、速やかにデザインして製

品化することで、レディースハンドバッグのトレンドをリ

ードしています。今後アパレル、アクセサリーに領域を

広げ、デザイナーブランドとしての価値をさらに高めて

いく計画です。2021年に立ち上げたヤングカジュアル

ブランドであるマイシェルは、消費者にユニークなデ

ザインとカラー、エコ素材を使った様々なファッション

グッズを提供しています。これからも購買を前提とした

ショッピングではなく、経験して楽しめるコミュニケー

ションブランドへと成長していきます。

www.samanthakorea.com
www.myshell.co.kr

�

韓国エスティーエル
主要事業 
バッグ、アクセサリー流通販売

�
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Green Sustainability

CHEMICAL

バッテリー素材事業
• リチウムイオン電池の主要4材料および 
 次世代バッテリー素材の事業拡大
•  2025年までアメリカに初の正極箔生産基地の設立を推進
• 2030年まで計7兆ウォン投資

プラスチックリサイクル事業
• 既存のPCR製品の拡大、化学的ペットリサイクル(C-rPET)、
 熱分解技術および生分解性ポリマーの商用化推進
• バイオペット(Bio-PET)の販売量拡大
• 2030年まで計1兆ウォン投資

高付加価値スペシャリティ事業
•  既存のスペシャリティ製品群の拡大
•  製品の高付加価値化
• バイオの素材・部品・装備、エコ素材など
 新規事業群の進出

基礎石油化学事業

水素エネルギー事業
•  水素の生産・流通・活用まで韓国内に水素生態系を構築
•  水素タンク商用化に向けたパイロット工程設備の構築完了
• アンモニアの熱分解および光分解技術の実証進行
• 2030年まで計6兆ウォン投資

New 
Circular Model
Better 
World

グローバル総合
化学企業の力量を
備えていきます。

ロッテ化学部門は1970年代から持続的な技術開
発と品質革新、生産能力の向上を通じて韓国の
化学産業の発展に貢献しながら成長してきまし
た。LOTTE Chemicalと関連子会社のLCタイタ
ン、LC USAをはじめ、ロッテ精密化学、ロッテ
INEOS化学、LOTTE MCCなどの化学部門の系列
会社は、基礎原料から高付加価値スペシャリティ
製品まで、生活の中で活用される様々な化学製
品を供給しています。また、世界主要各国に生
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、グローバルトップティアの化学
企業として力量と地位を固めています。

LOTTE Chemical

ロッテ精密化学

ロッテINEOS化学

LOTTE MCC

LCタイタン

LC USA

ロッテアルミニウム

C
H

E
M

IC
A

L
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ロッテ化学部門は、産業の根幹をなしている化学製品の他にも、環境にやさしい事業
の拡大を通じて持続可能な成長を目指しています。LOTTE Chemicalは水素エネルギ
ー、電池素材、再生プラスチックなど、グリーンビジネスと高付加価値スペシャリティ
事業にポートフォリオを拡大し、新しい成長基盤を構築しています。ロッテ精密化学も
水素・アンモニアなどのエコエネルギーとともに未来の食・医薬品市場に進出してお
り、ロッテアルミニウムは韓国内外で2次電池素材の事業を着実に拡大しています。環
境にやさしい技術に基づいた戦略的な新事業を推進し、炭素削減成長を実現するグ
ローバル総合化学企業になります。

環境にやさしい事業で持続可能な
成長を実現します。

主要事業海外進出状況 LOTTE Chemical

マレーシア、インドネシア、アメリカ、 
ウズベキスタン、タイ、ベトナム、 
香港、ロシア、日本、中国、パキスタン、 
トルコ(テュルキエ)、ポーランド、ドイツ、
スロバキア、ハンガリー、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

We pursue 
better business
with the sustainable 
economy 

高付加価値スペシャリティ事業の強化
建築、医療、電子機器などの高付加価値の素材開発 
および製品の多角化を通じて、高い収益性と 
成長可能性を備えたスペシャリティ事業を拡大します。

二酸化炭素の回収・有効利用(CCU)技術の 
商用化推進
韓国の化学会社としては初めて気体分離膜を適用
したCCU設備の実証を完了し、ブルー水素 
生産分野の炭素捕集技術を拡大するために 
研究開発を続けています。

プロジェクトループ(Project LOOP)推進
プラスチック資源の好循環を目指す‘プロジェクトループ
(Project LOOP)’事業を通じて、廃プラスチックの回収文化を 
改善し、循環経済のシステムを構築しています。

Hydrogen Value chain

バッテリー素材の電解液有機溶媒の研究開発
電解液有機溶媒の中核素材4種の生産を推進し、 
将来のバッテリー事業の競争力を強化します。

LOTTE Chemical、 
韓国初の乾式ワインディング水素タンクの商用化
乾式ワインディング(Dry winding)水素タンクの 
製造技術を韓国内で初めて量産パイロットに適用し、 
水素経済の大衆化に向けた基盤を整えました。
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www.
lottechem.
com

�

LOTTE Chemical
主要事業 
基礎留分、モノマー、ポリマー、合成樹脂、建材、
電池素材、水素エネルギー、再生プラスチック

�

1

LOTTE Chemical
乾式ワインディング
水素タンク  

2

LOTTE Chemical
大田研究所

3

LOTTE Chemical 
麗水工場

海外輸出国数
(2022年9月基準)

120

LOTTE Chemicalは、持続可能な成長に向けて水素

エネルギー、電池素材、再生プラスチックなどグリー

ンビジネスおよび高付加価値スペシャリティ事業にポ

ートフォリオを拡大しています。グローバルクリーンエ

ネルギーの普及と炭素削減成長のために、韓国と海

外にクリーン水素の生産と流通、活用に至るインフラ

を構築するなど中長期的な投資、そして関連企業との

パートナーシップ構築を通じて、韓国の水素産業の主

導権を確保していきます。また、バッテリー・エコモビ

リティの需要拡大に歩調を合わせ、系列会社や核心

技術を保有する企業との協業を推進し、多角化したバ

ッテリー素材を開発することで、バッテリー素材のグ

ローバル供給会社に跳躍していきます。プラスチック

のリサイクル、バイオプラスチック事業も拡大し、循

環経済時代のリードとして成長していきます。さらに、

既存のスペシャリティ製品群の拡大と汎用製品の高

付加価値化に力を入れる一方、バイオの素材・部品・

装備、エコ素材など新規事業への進出も積極的に進

めていく計画です。

LOTTE Chemicalは1976年に設立された総合化学企

業であり、韓国内の3大石油化学団地である麗水、大

山、蔚山地域で国際的規模の生産施設を運営してい

ます。継続的な工場の増設と事業拡大を通じて原料

から製品に至るまで垂直系列化を実現すると同時に

安定した収益性を維持しています。海外では2010年に

買収したLCタイタンを介して、マレーシアおよびインド

ネシアなど東南アジア地域への市場拡大を成し遂げ

ており、2015年にはウズベキスタンのガス田化学団地

を完成し中央アジアに新規参入するための足場を整

えました。2019年にはアメリカにLC USAを設立して、

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、

エタンクラッカー(ECC)を成功的に完成するなど、韓

国の化学企業の地位を世界中に知らせるきっかけと

なりました。
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グローバル進出国数
(2022年9月基準)

22
グローバル生産・販売拠点数
(2022年9月基準)

26
4

電気自動車の
バッテリー 
分離膜の素材

http://www.lottechem.com
http://www.lottechem.com
http://www.lottechem.com


  1

1

ロッテ精密化学
蔚山工場

2

ロッテINEOS化学
酢酸の製造工程の様子

ロッテ精密化学は1964年に韓国肥料工業として発足

して以来、韓国の化学産業の発展に貢献してきまし

た。1990年代から本格的に精密化学事業に進出して

セルロース、塩素、アンモニア系の精密化学製品を韓

国内外に供給しています。2000年代に入ってからは技

術力に基づくエコ製品へと事業を拡大しており、高付

加価値のスペシャリティ化学専門企業として成長を続

けています。特に主力事業である高付加価値のセル

ロース系製品を韓国で唯一生産しており、エポキシ樹

脂の原料であるECHや半導体現像液の原料である

TMAC、ディーゼルエンジン窒素酸化物の低減物質(

尿素水)であるユーロックスⓇの製品は韓国第1位の

市場占有率を記録しています。さらに、韓国で最大規

模のアンモニア設備とインフラを基盤として、北東ア

ジアのアンモニア流通の核心的な役割を担っており、

高品質の製品をアジア、アメリカ、ヨーロッパなど世界

中に輸出しています。これからも未来のエコエネルギ

ー源として注目される水素・アンモニア市場を先占す

る他、健康食品や代替肉など未来の食・医薬品分野

で先導的地位を確立し、‘グローバルTop 10スペシャリ

ティ化学企業’のビジョンを実現していきます。

1989年にイギリスBP社との合併により設立されたロ

ッテINEOS化学は、30年以上にわたり石油化学の基

礎原料を安定的に供給し、韓国の化学産業の発展に

貢献してきました。2021年にはイギリスのINEOSを新

たなパートナーとして向かい入れ、グローバル石油化

学企業として発展を図っています。高付加価値の精密

化学製品、酢酸およびその誘導体(VAM、酢酸ビニル)

を生産する韓国唯一の企業として、世界で最も競争力

の高い良質な製品を生産するために努力しています。

酢酸の韓国市場のシェアは9２％に達しており、工場

増設を重ねた結果、生産設備の規模としてはアジア4

位のレベルである年間生産量110万トンに増加しまし

た。今後もロッテ化学部門の系列会社と緊密に協力

し、Global Top-tier Acetyls Companyを目指して成

長を続けます。

LOTTE MCCは2006年、韓国トップレベルの化学企業

であるLOTTE Chemicalと世界第1位のMMAメーカー

である三菱ケミカルと合弁して設立した先端石油化

学企業です。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、HISS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。さら

に、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。また、優れた技術力をベースに電子・自

動車をはじめとする様々な産業に核心素材を安定的

に供給しており、石油化学製品の輸入依存度は下げる

一方、輸出は増大させて国家経済の発展にも貢献して

います。MMA事業の拡大、スペシャリティ製品のポー

トフォリオの多角化などを戦略的に推進し、高付加価

値の石油化学産業をリードする韓国最高の企業に成

長していきます。

  1

www.
lottefinechem.
com

�

ロッテ精密化学
主要事業 
精密化学

�

www.
lotteineos.
com

�

ロッテINEOS化学
主要事業 
石油化学

�

www.
lottemcc.
com

�

LOTTE MCC
主要事業 
石油化学

�

TMACグローバル市場占有率第1位
(2022年基準)

No.1

製品輸出国数
(2022年9月基準)

83
酢酸・酢酸ビニール韓国内市場占有率 

(2022年9月基準)

92 %

  2

BUSINESS

OVERVIEW

4

LOTTE MCC 
透明液体素材
HEMA/HISS

3

LOTTE MCC 
透明光学固体素材
PMMA
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  2

LCタイタンはLOTTE Chemicalが有望企業の買収を

通じてグローバル進出を拡大し、成長可能性の高い東

南アジア市場を先占するため、2010年マレーシア最

大の石油化学企業であるタイタンケミカル(Titan 

Chemicals Corp)を買収して発足した石油化学企業で

す。マレーシアとインドネシアで事業場を運営してお

り、東南アジアで最大規模の生産設備を保有し、81

万トン規模のエチレン生産が可能なNCC(Naphtha 

Cracking Center)を通じて各種の石油化学製品を生

産しています。2017年にはマレーシア証券取引所に4

兆ウォン規模で上場する成果を上げ、市場の信頼の中

で確固たる成長基盤を構築しました。新・増設投資を

通じて事業規模を持続的に拡大し、東南アジアで市

場支配力を強化することで、世界を代表する化学会社

に跳躍していきます。

  1

  3

1

LOTTE Chemical
マレーシア

2

LOTTE Chemical 
アメリカ

3

ロッテアルミニウム
ハンガリー

LC USAはLOTTE Chemicalがアメリカのルイジアナ州

レイクチャールズ(Lake Charles)地域の約991,735

㎡(30万坪)規模の敷地に韓国化学企業では初めて設

立したアメリカ現地の工場です。2019年に商業稼働を

開始し、年間エチレン100万トンとモノエチレングリコ

ール(MEG)70万トンを生産しています。既存の石油化

学製品の原料であるナフサの代わりにシェールガスか

ら抽出したエタンをベースにエチレンを生産する

ECC(Ethane Cracking Center)を運営し、高い原価競

争力を確保しただけでなく、韓国化学企業では唯一

NCC(Naphtha Cracking Center)とECCを全部保有し

ている企業になりました。LC USAの運営によって

LOTTE Chemicalの年間エチレン生産量は計450万ト

ンに増加し、韓国化学企業の中でエチレン生産量第1

位を記録しています。

www.
lottechem.
my

�

LCタイタン
主要事業 
エチレン、合成樹脂、基礎留分

�

�

LC USA
主要事業 
エチレン、MEG生産

�

ロッテアルミニウムは、1966年から韓国の包装素材

産業をリードしてきた総合包装素材専門企業です。韓

国内の6ヵ所の生産施設でアルミニウム箔、軟包装

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、海外で

もアメリカ、ハンガリー、インドネシアに現地生産シス

テムを整えており、優れた素材を供給しています。最

近は急速に拡大している電気自動車市場とバッテリ

ー需要に積極的に対応し、正極箔を中心に事業ポー

トフォリオを再編しています。その一環として韓国内

の正極箔生産ラインを増設し、2021年にはハンガリ

ーに年間生産規模1万8千トンの正極箔生産工場を竣

工して、韓国内外で年間計2万9千トンの生産能力を備

えました。現地の生産工場を中心に、アメリカとヨー

ロッパ市場で2次電池素材に対する先制的な投資を

行い、グローバル市場占有率を持続的に拡大していく

計画です。今後も環境にやさしい、高付加価値製品の

開発と持続的な生産能力を充実し、グローバル市場

をリードする総合素材企業として成長していきます。

www.
lotteal.
co.kr

www.
lottelem.
co.kr

�

ロッテアルミニウム
主要事業 
2次電池素材、包装素材、自動販売機、ショーケース、
その他製造

�

韓国内工場数
(2022年9月基準)

6
海外工場数
(2022年9月基準)

3

BUSINESS

OVERVIEW

LOTTE PROFILE 

2022
49

http://www.lottechem.my
http://www.lottechem.my
http://www.lottechem.my
http://www.lotteal.co.kr
http://www.lotteal.co.kr
http://www.lotteal.co.kr
http://www.lottelem.co.kr
http://www.lottelem.co.kr
http://www.lottelem.co.kr


HOTEL

New Living Platform

ロッテ免税店
• 新規市場の進出を模索
• K-CULTUREの広報大使
• デジタル力量の強化(顧客経験の多様化)

ロッテワールドアドベンチャー
• ロッテブランド経験の提供(コンテンツ、サービスなど強化) 
• コンテンツ事業の力量開発および新規事業の拡大

ロッテホテル＆リゾート
•  ホテルおよびリゾートビジネスから
 プレミアムレジデンスおよびシニアレジデンスの
 運営管理などのリビング分野へと事業領域を拡大
•  運営力量の強化
 (サービスのデジタル化、運営効率化システムの構築)
•  顧客管理の強化

日常の新しい経験と
特別な思い出を
ご提供します。

ロッテホテル部門は業界最高の施設とサービス
で50年以上にわたり、韓国の観光・文化産業の
発展をリードしてきました。グローバルホテルお
よびリゾートチェーンであるロッテホテル＆リゾー
ト、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、韓国だけでなくアジア、アメリカ、
ヨーロッパ、オセアニアなどで成長を続けていま
す。年間たくさんの観光客が訪れるロッテワール
ドアドベンチャーと旅行サービスの専門会社ロッ
テジェイティービーなどは、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韓国内外
の観光客に愛されています。

New 
Welcomes
Better 
Comforts

ロッテホテル＆リゾート

ロッテ免税店

ロッテワールドアドベンチャー

ロッテ物産

ロッテジェイティービー

H
O

T
E

L
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We provide 
unique services 
to savor 
experiences 

ロッテワールドアドベンチャー、オン・オフライン 
グローバルテーマパークに事業領域を拡大
ロッティー、ローリーなどのキャラクターを活用した 
コンテンツから、メタバースやNFTなどオンライン 
ビジネスまで、顧客の楽しさのために革新的で 
様々な試みを続けていきます。

ロッテホテル部門は、韓国市場で第1位を維持する一方、ブランド競争力と運営力量を
強化し、グローバル市場でも成長を加速化していきます。その一環としてホテル、リゾー
ト分野では‘宿泊’から‘リビング’へとビジネスモデルと領域を拡大する戦略を進めてい
ます。特にロッテホテル＆リゾートは、韓国内外のリノベーションを持続的に推進しな
がらシニア住宅、レジデンス事業と運営専門性を強化したグローバルフランチャイズ事
業に力量を集中しています。また、ロッテ免税店は新たな成長動力を確保するため、海
外店舗を拡大する他、オンライン免税店および物流施設への投資を続けています。ロ
ッテワールドアドベンチャーもアトラクション、公演などを通じたオフラインプラットフ
ォームのブランド経験を一層強化し、高付加価値コンテンツ事業を積極的に育成して
いきます。

もっと広い世界で
成長を加速化します。

主要事業海外進出状況

ロッテホテル＆リゾートの 
オンラインエクスプレスチェックイン
ホームページとアプリケーションを活用した 
‘オンラインエクスプレスチェックインサービス’で 
対面チェックインの手続きを簡素化し、 
顧客の利便性向上に取り組んでいます。

Smart Hotel Solutions

ロッテホテル＆リゾート

アメリカ、ロシア、 
ウズベキスタン、 
ベトナム、ミャンマー、日本 

ロッテ免税店

アメリカ、日本、 
ベトナム、 
オーストラリア、 
ニュージーランド、 
シンガポール

ロッテ免税店のシドニー市内店オープン
オセアニア地域で初めての新規店舗である 
シドニー市内店に続き、ダナン市内店などをオープンし、 
持続的に海外事業を拡大しています。

ロッテホテル＆リゾートVL LHOUR住居施設＆チョンミョンウォン

釜山オシリアにプレミアムシニアレジデンス‘VL LHOUR’を公開し、
アクティブシニア向けの高品格ホテルサービスを提供します。

ロッテホテル＆リゾートAI基盤の革新サービスの拡大
デリバリーロボットサービス、無人キオスク、 
案内ロボットなどデジタル力量を強化したサービスで、 
便利で新しい宿泊経験を提供します。
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ロッテホテル＆リゾートは、1979年に開業した以来、

韓国内外で積極的に事業を拡大して世界7カ国に計32

のチェーンを運営するグローバルホテルブランドに成

長しました。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’、ビジネス客向けに最適化された‘ロッ

テシティホテル’、ライフスタイルホテル‘L７’、プレミア

ムランドマークホテル‘シグニエル’など、韓国内外に4

ブランドのポートフォリオを備えており、ブランドの多

様化を通じて旅行客の様々なニーズに対応可能な差

別化された商品とサービスを提供しています。既存の

チェーン以外にも新事業としてプレミアムシニアレジ

デンスブランド‘VL’を2022年4月に公式に立ち上げ、

第1号レジデンスの‘VL LHOUR’を公開しました。今

後、VLを新たな成長動力として積極的に事業を拡大し

ていきます。

www.
lottehotel.
com

�

ロッテホテル＆リゾート
主要事業 
観光サービス

�

韓国内チェーン店数
(2022年9月基準)

20
海外チェーン店数
(2022年9月基準)

12

  1

  2

  1  1

1
VL LHOUR

2
ロッテリゾート
束草 

3

ロッテホテル
シアトル

海外ではロシア、アメリカ、ベトナム、ミャンマーでロ

ッテホテル、ウズベキスタンではロッテシティホテル、

日本 ではロッテアライリゾートを運 営していま

す。2023年からはライフスタイルホテルブランド‘L７’

の海外進出を本格的に進み、2025年にはロシアに初

めてのフランチャイズ支店である‘ロッテホテルソチ’

をオープンする予定です。これからも差別化された設

備と予想以上の感動を伝えるサービスに心がけ、世界

中に愛されるグローバルホテルチェーンに成長してい

きます。

BUSINESS

OVERVIEW

  3
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kr.
lottedfs.
com

�

ロッテ免税店
主要事業
免税店

�

1982年に設立されたロッテ物産は、1987年から蚕室

団地の開発事業に力を入れ、2014年にロッテワール

ドモール、2017年にロッテワールドタワーを成功的に

オープンしました。ロッテワールドタワー・モールは、

年間3千万人以上の観光客が訪れる世界的なランドマ

ークであり、累積訪問者3億人を突破する成果を収め

ました。2021年にはロッテショッピング(15%)とホテ

ルロッテ(10%)が保有するロッテワールドタワー・モ

ールの持分を全量買い入れ、現在はタワー・モールの

運営などを通じて安定的な売上を上げています。ま

た、花火大会、公共美術プロジェクト、ロッテOeレー

スなど様々なイベントを開催し、地域共生にも貢献し

ています。2022年にはコラリス(Coralis S.A.)の持分を

買収し、ベトナムランドマークのロッテセンターハノイ

の運営を担い、LOTTE P&D Vietnam法人を設立して

ベトナム不動産管理事業に進出するなど海外事業を

拡大しています。韓国内外の超高層オフィスと大型複

合不動産の開発・運営によって蓄積された専門ノウハ

ウを基に、世界で活躍するグローバル不動産総合サー

ビス企業に発展していきます。

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。発足以来、インバウンド旅行業界

の売上高基準で持続的に韓国第1位を占めており、

仁川アジア競技大会、平昌オリンピックなどで蓄積さ

れた国際イベント経験を活用した安定的なホスピタリ

ティを提供しています。旅行業の根幹である航空サー

ビスとともに、系列会社を含む韓国企業と学生団体な

どの公共機関対象のオーダーメード型旅行サービス

を企画・提案しています。また、ロッテジャイアンツス

プリングキャンプ参観、LPGA参観商品などスポーツ

と連携したオーダーメード型の様々な海外観光サービ

スも提供しています。これからも人と場所、イベントを

つなぐ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。

ロッテワールドアドベンチャーはテーマパーク、アク

アリウム、展望台、ウォーターパークなど観光・レジャ

ー産業からデジタルコンテンツ領域まで含むオン・オ

フラインのテーマエンターテインメント分野をリード

する企業です。1989年に開館した韓国初のテーマパ

ークである‘ロッテワールドアドベンチャー’は老若男

女を問わず韓国を代表するテーマパークとして愛され

ており、これを基盤に2014年には‘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

オープンし運営しています。また、2022年にオープンし

た‘ロッテワールドアドベンチャー釜山’と2023年にオ

ープンする予定の‘ベトナムハノイアクアリウム’まで韓

国内外で積極的に事業を拡大して、世界中に愛される

グローバルエンターテインメント企業のビジョンを実

現しています。さらに、キャラクターIPを活用した乳幼

児向けのオンラインコンテンツの開発やオンラインプ

ラットフォームへの進出など、デジタル分野にも領域

を広げ、顧客に幸せな経験を提供する様々な新規事

業を推進しています。

  1

  2

  3

1

ロッテ免税店 
チャンギ国際空港店

2

ロッテワールド
アドベンチャー
マジックキャッスル

3

ロッテワールドタワー

www.
lotteworld.
com

�

ロッテワールド
アドベンチャー
主要事業 
サービス業(総合遊園施設業)
�

www.
lottepnd.
com

�

ロッテ物産
主要事業 
不動産開発・賃貸、運営管理

�

www.
lottejtb.
com

�

ロッテジェイティービー
主要事業 
インバウンド・アウトバウンド旅行、航空·ホテル、
法人出張、MICE

�

韓国内免税店数
(2022年9月基準)

7

海外免税店数
(2022年9月基準)

13
ロッテワールドタワー・モール
累積訪問者数
(2022年9月基準)

3 億人 

ロッテワールドタワーの高さ

555 m
年間入場客数(アドベンチャー・
アドベンチャー釜山・アクアリウム・
ソウルスカイ・ウォーターパーク)
(2022年9月基準)

1,000 万人

BUSINESS

OVERVIEW

1980年に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、現在全国に計7の店舗、海外に計13の店

舗を運営する世界第2位の免税店に成長しました。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、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

ネット免税店をオープンし、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おり、2021年

には世界初のオンライン免税店の名品館である‘小公1

番地’をオープンし、業界をリードしています。さらに、

韓流モデルを活用したエンターツアーメントマーケテ

ィングを積極的に展開して、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、ア

メリカのグアムをはじめ、日本、ベトナム、シンガポー

ルに店舗をオープンし、韓国免税店業界では唯一、オ

セアニア地域に事業領域を広げ、2022年6月にオープ

ンしたオーストラリアのシドニー市内店を含め、オース

トラリアに4店舗、ニュージーランドに1店舗を運営し

ています。2022年の下半期には、ベトナムの4番目の店

舗であるダナン市内店をオープンし、トラベルリテー

ルグローバルブランドに跳躍しています。

LOTTE PROFILE 

2022
57

http://kr.lottedfs.com
http://kr.lottedfs.com
http://kr.lottedfs.com
http://www.lotteworld.com
http://www.lotteworld.com
http://www.lotteworld.com
http://www.lottepnd.com
http://www.lottepnd.com
http://www.lottepnd.com
http://www.lottejtb.com
http://www.lottejtb.com
http://www.lottejtb.com


Convenient Infrastructure

CONSTRUCTION·RENTAL·INFRA

ロッテバイオロジックス
• BMSニューヨーク州シラキュース生産工場の買収
• バイオ医薬品CDMO生産工場の新設推進
• 韓国内外のバイオファンドによる投資およびバイオベンチャーM&A推進

ロッテグローバルロジス
• 物流インフラの投資拡大とDT・IT基盤の物流革新の推進
• 忠清北道鎮川でAI基盤の宅配メガハブターミナルを運営
•‘利川自動化センター’物流プロセスの全過程で自動化設備を構築

ロッテ建設
• 開発から設計、施工、運営までTotal Serviceシステムに転換
• 投資開発型事業の拡大(複合開発、運営事業など)
• 海外現地のデベロッパー事業の拡大 
 (アメリカ、ヨーロッパなど先進国に拡大) 
• インドネシアLINEプロジェクト
 (プラントEPC最大規模の石油化学団地の造成)推進

ロッテ情報通信
• レベル4の自動運転シャトルの商用化に向けたシステムづくり、 
 シャトル国産化推進
• 電気自動車の充電器メーカー‘中央制御’を買収
• 独自ブランド‘EVSIS(イブイシス)’の発売で、
 Total電気自動車の充電事業を拡大
• 次世代の知能型交通システム(C-ITS)、単/多車道のハイパス、
 自動運転シャトルなどモビリティ事業の強化
•  超体験型コンテンツ基盤のロッテメタバース生態系を構築

New 
Advances
Better 
Lives

暮らしを
より便利で豊かなものに
変えて行きます。 

ロッテは建設・レンタル・インフラ部門の多様な
事業を通じて、暮らしをより便利で豊かなものに
変えています。独自の技術と豊富なノウハウをベ
ースにレンタル、物流、ICT、金融、マーケティン
グ、エンターテインメント、製造、資産管理、貿
易、スポーツなど様々な分野で優れた実力を発揮
しています。さらに、福祉財団と文化財団を通じ
て社会福祉と文化芸術に寄与し、共に生きていく
暖かい世の中を作っています。

ロッテ建設

ロッテ建設CM事業本部

ロッテrental

ロッテグローバルロジス

ロッテ情報通信

ロッテバイオロジックス

ロッテヘルスケア

ロッテベンチャーズ

ロッテキャピタル

ロッテカルチャーワークス

大弘企画

キヤノンコリア

韓国富士フィルム

ロッテAMC

ロッテジャイアンツ

ロッテ商社

ロッテ奨学財団

ロッテ福祉財団

ロッテ三同福祉財団

ロッテ文化財団
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ロッテは持続可能な成長に向けて、バイオおよびヘルスケア、モビリティを新たな成長
事業に選定し、集中的に育成しています。ロッテバイオロジックスは、アメリカのバイ
オ医薬品工場を買収する他、グローバル製薬会社のメルク(Merck)と業務協約を締結
し、工場増設の協力を推進するなど、本格的にバイオ医薬品の委託開発生産(CDMO)
事業に取り組みました。そして、ロッテヘルスケアを発足させ、パーソナライズされたヘ
ルス＆ウェルネスサービスを提供するプラットフォーム運営を準備しています。ロッテ
情報通信は未来モビリティ市場を先占するために、ロッテrentalなど複数の系列会社
と緊密に連携しており、電気自動車の充電インフラ事業とメタバース生態系の構築な
ど、ICT技術を活用した様々な事業を推進し、ビジネス転換を進めています。

新たな成長事業を育成し
未来に備えます。

Health & Wellness

主要事業海外進出状況

ロッテバイオロジックス、‘バイオUSA’に参加
アメリカで開かれた‘2022バイオインターナショナル 
コンベンション’に参加し、世界的な認知度を高め、 
パートナー企業の確保に向けてグローバル広報 
活動を積極的に展開しました。

ロッテ情報通信、電気自動車の充電インフラ構築
‘中央制御’の買収など未来モビリティ生態系を 
先占することを目指して、韓国内外で電気自動車の 
充電インフラを構築し、関連事業を拡大しています。

ロッテグローバルロジス、利川自動化センター構築
AI・ロボット基盤のデジタル技術および先端の 
物流自動化設備を備えた利川自動化センターを構築し、 
スマート物流の革新を主導しています。

Mobility

We transform 
lives with 
innovative 
technology 

ロッテバイオロジックス、 
グローバルTop 10 CDMO企業目標
2030年まで売上高1兆5千億ウォン規模のグローバルTOP 10 
CDMO企業に成長することを目指して取り組んでいます。

ロッテ情報通信、レベル4の 
自動運転シャトルの商用化推進
ニュージーランドの自動運転専門企業 
‘オミオ(ohmio)’と協力し、レベル4の 
自動運転シャトルの商用化に向けて 
システムを構築しています。

ロッテ
rental

ベトナム、 
タイ

ロッテ建設

中国、ベトナム、 
マレーシア、 
インドネシア、 
日本、パキスタン、 
ロシア、カンボジア、
シンガポール、 
ハンガリー

大弘企画

ベトナム、 
インドネシア

ロッテ 
情報通信

ベトナム、 
インドネシア

ロッテグローバルロジス

中国、香港、インドネシア、 
ベトナム、カザフスタン、 
フィリピン、インド、 
シンガポール、イギリス、 
ドイツ、アメリカ、 
マレーシア

ロッテ商社

ロシア、 
オーストラリア、
ベトナム、 
アメリカ
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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

経験を基に、設計管理、事業費管理、工程管理、事後

管理などを通じて、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。また、技術力量の

強化、サービス領域の拡大とともに、新たな成長分野

の競争優位性の確保に向けても取り組んでいます。特

に、物流センター、データセンターの事業管理の専門

化、設計標準化に加え環境にやさしい建築物の関連

資格証を取得することによって、ESG分野の建設事業

管理を新たな成長動力として追求しています。海外事

業も積極的に推進しており、中国、ベトナム、インドネ

シアなどで事業を成功させ、ロシア、ヨーロッパ、アメ

リカなどに進出を拡大しています。これからもCM分野

で蓄積してきたノウハウを基に、韓国のみならず海外

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きます。

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基に、土

木、プラント、建築、住宅などの建設諸般の分野で優

れた実力を発揮しています。また、超高層ビルや複合

開発、シニア住宅、不動産賃貸などの事業を新たな成

長動力として積極的に推進しています。超高層ビルの

事業では、ロッテワールドタワーをはじめ、多様な超

高層の流通・複合施設を成功的に施工することによ

り、差別化された技術を展開しました。今後も複合開

発や運営などの事業企画から金融調達、建設、運営・

管理まで全段階で事業全体を総括する投資開発型事

業を拡大し、デベロッパーの力量強化に集中していき

ます。かねてから海外市場の開拓も積極的に取り組

み、日本、中東、ロシアなどで様々な事業を展開し成

功しました。最近では、インドネシア、ベトナム、シンガ

ポールなどのアジアのみならず、アメリカ、ヨーロッパ

など先進市場への進出を進め、グローバル総合建設

会社の競争力をさらに高めています。

1

ロッテ建設
ルエル(LE-EL)ギャラリー 

2

ベトナム  
ロッテセンター

 ハノイ

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26万

台以上の車両を保有しており、韓国第1位の規模を備

え市場をリードしています。海外市場への進出も積極

的に取り組み、ベトナムとタイで海外支社を運営し、現

地市場を開拓しています。これからもサービス革新を

続け、より便利で豊かな生活を作っていくモビリティ・

ライフスタイルのレンタルプラットフォームに跳躍して

いきます。

  2

www.
lottecon.
co.kr

�

ロッテ建設
主要事業
総合建設

�

www.
lottecm.
com

�

ロッテ建設CM事業本部
主要事業 
建設事業管理

�

www.
lotterental.
com

�

ロッテrental
主要事業
車両・一般レンタル

�

2022年 
施工能力評価順位

8
2021年
グローバルENR順位

80
韓国内レンタカー 市場占有率第1位
(2022年9月基準)

No.1

  1

BUSINESS

OVERVIEW

3

釜山ロッテタワー
鳥瞰図

4

ロッテrental
済州オートハウス

  4

  3
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1

ロッテグローバルロジス 
利川自動化センター

2

ロッテグローバルロジス 
鎮川メガハブターミナル

ロッテグローバルロジスは1996年の設立以来、国家

物流産業の発展に貢献し、韓国屈指の総合物流企業

に成長してきました。韓国内1000以上のビジネスネッ

トワークおよび中国、ベトナム、インド、イギリス、ドイ

ツ、アメリカなど海外14ヵ国のグローバルネットワーク

をベースに、宅配、韓国内物流、国際物流など総合物

流サービスを提供しています。宅配事業では2022年の

鎮川メガハブターミナル完工に伴い、一日間の処理物

量が増大する他、宅配ネットワークシステムの転換を

通じた収益性の向上を期待しています。また、陸上運

送、3PL(サードパーティロジスティクス)などを行う韓

国内物流(SCM)およびフォワーディング、国際特送の

港湾荷役などを行う国際物流事業では、様々な顧客

企業を対象にした物流サービスの提供ノウハウと2021

年量産統合スマート物流センター、2025年完工予定の

驪州衣類・雑貨統合スマート物流センターなどDT基

盤の物流革新を通じて事業の力量を強化しています。

今後、持続的な物流インフラの投資、DT・IT基盤の物

流革新とともにスマートフルフィルメント、グリーンア

ンモニア海上運送、アメリカ、ベトナム、インドネシア

基盤の海外事業の拡大など、新規事業の多角化を進

め、世界中をつなぐグローバルトップティアの物流企

業に成長していきます。

ロッテ情報通信は1996年の設立以来、ITとDT(デジタ

ル転換)をベースに流通、製造、物流、化学、金融など

韓国内外の多様な産業群で顧客のBT(ビジネス革新)

を率いるプラットフォームサービスの専門企業として成

長してきました。DT専門コンサルティング、データレイ

ク(Data Lake)を基盤に製造、物流、流通など、ビジネ

スバリューチェーンの革新を主導しており、データセン

ター、クラウド、融合セキュリティ、スマートシティな

ど、現代社会で発展の核心となるITインフラとサービ

スを提供しています。韓国のみならずベトナム、インド

ネシアにも進 出し 、活 発 に事 業 を展 開していま

す。2021年には韓国初の自動運転シャトルの臨時運

行許可を取得し、データ結合専門機関に選定されるな

ど、次世代トレンドをリードする事業ポートフォリオを

確保しています。中長期的には、将来の顧客ニーズと

密接に関わるモビリティ、メタバース、データベース基

盤のヘルスケアなど、新たな成長事業を強化し、韓国

内・B2B・IT分野を越えて統合型グローバル市場に事

業を拡大していく計画です。

  2

www.
lotteglogis.
com

�

ロッテグローバルロジス
主要事業 
宅配、韓国内物流、国際物流

�

www.
ldcc.
co.kr

�

ロッテ情報通信
主要事業 
総合ITプラットホーム・ソルーションサービス

�

海外進出国数
(2022年9月基準)

14

  1

  2

  3

  4

  5
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ロッテ情報通信
データセンター

4

ロッテマート桂陽店
電気自動車の充電施設

5

ロッテ情報通信
メタバース
バーチャルストア
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3

ロッテヘルスケア 
CES 2023ブース
鳥瞰図

4

ロッテベンチャーズ
デモデー

  4

  3

1

ロッテバイオロジックス
BMSニューヨーク工場全景

2

ロッテバイオロジックス 
BMSニューヨーク工場施設

ロッテバイオロジックスは、ロッテが新たな成長動力

として推進しているバイオ事業を担当するため、2022

年6月に創立されました。2022年5月にアメリカのブリ

ストルマイヤーズスクイブ(BMS)社のシラキュース

(Syracuse)バイオ医薬品生産工場の買収契約を結

び、本格的な事業開始を知らせました。シラキュース

工場は、計3.5万リットル(5千リットルバイオリアクタ

ーx7基)の抗体医薬品の原液生産が可能であり、委託

開発生産(CDMO)事業の核心力量である実績(世界64

ヵ国以上のGMP承認履歴)を保有しており、新たにバ

イオCDMO事業に参入しようとするロッテバイオロジ

ックスの立派な橋頭堡になるものと期待しています。

シラキュース工場の優秀な施設と豊富な人的資源を

基に、北米基盤のグローバルバイオ事業を本格的に

推進していきます。さらに、韓国内に1兆ウォン規模の

大規模なメガプラント建設および次世代医薬品に対

する増設投資も進め、既存のライバル会社に比べて

原価競争力と技術的優位性を確保する計画です。ま

た、2030年まで最小3兆ウォンを投資し、世界第10

位規模のグローバルバイオCDMO企業に発展してい

きます。

ロッテヘルスケアは、ロッテが新たな成長動力として

育成するヘルス＆ウェルネス事業の本格的な推進に

向けて2022年4月に設立されたヘルスケア専門企業

です。いつどこでも顧客の健康な生活を維持するため

健康管理経験とパーソナライズされた健康管理サー

ビスを提供することを目指しています。遺伝子、健康

健診、医療データ、ライフログなどのヘルスデータを

分析し、その結果に基づいて顧客一人ひとりに合わせ

た健康食品や運動、食事などを総合的にお勧めする

ヘルスケアバーティカルコマースプラットフォームを運

営します。ヘルスケアプラットフォーム事業を基盤に

韓国内のウェルネス市場を先占した後、グローバル市

場に進出する計画です。そのため、競争力のある多様

なヘルスケア専門の提携会社との協業や投資も積極

的に進めていきます。これから個人の健康だけでな

く、家族や社会、地球の健康までケアするグローバル

ヘルスケア企業に跳躍できるよう、たゆまぬ努力を重

ねていきます。

ロッテベンチャーズは、2016年に設立された企業主導

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・投資・育成しています。現在、2,906億ウ

ォン規模の投資金で計16のファンドを運用しており、

ロッテの新たな成長戦略と連携した有望なスタートア

ップを発掘するために努力しています。韓国で初めて

ベトナム政府の外資系ベンチャー投資法人の承認を

得たベトナム法人を皮切りに、今後、韓国内のスタート

アップの底辺拡大および現地のスタートアップを直接

発掘するため、アメリカ、日本などの海外進出を積極

的に進めています。これからもロッテの新たな成長動

力の推進に向けて持続的なファンドの拡充と健全な

投資生態系を造成するために取り組んでいきます。

www.
lottebiologics.
com

�

ロッテバイオロジックス
主要事業 
バイオ医薬品委託開発生産(CDMO)

�

www.
lottehealthcare.
com

�

ロッテヘルスケア
主要事業 
ヘルス＆ウェルネス製品およびサービス

�

www.
lotteventures.
com

�

ロッテベンチャーズ
主要事業 
新技術事業金融業

�

ロッテキャピタルは1995年に設立された総合与信専

門金融会社で、個人顧客と企業顧客のために多様な

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、各種の産業機械、

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。こ

れからも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成長していきます。

www.
lottecap.
com

�

ロッテキャピタル
主要事業 
割賦金融、施設レンタル、信用・担保ローン、割引手形、 
レンタル

�

2030年までバイオ事業の総投資規模

3 兆ウォン
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キヤノンコリアは、1985年に韓国のロッテと日本のキヤ

ノン社が合弁で創立した‘ロッテキヤノン’で韓国市場に

進出しました。2021年には事務機器とカメラ事業を統

合し、入力から出力まですべて可能な‘トータルイメー

ジングソリューション’企業として再発足しました。事務

機器事業では、韓国内の大規模生産工場および研究

所を基盤に、開発から販売を網羅する総合的な能力を

備えており、デジタル複合機を中心にヘルスケア、オフ

ィスソリューションなど4次産業のトレンドに合わせた

事業を強化しています。また、カメラ事業では長期間、

韓国内のレンズ交換式カメラ市場で第1位を達成してお

り、強力なブランドパワーを立証しています。これから

もキヤノンコリアは革新的な製品とサービスをベースに

変化する時代をリードする企業になります。

1980年から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’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ともに、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、K-star

写真サービス‘リップス’などのサービスを提供し、より

楽しいフォトライフを作っています。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。

  3

3

キヤノンコリア
本社 

4

富士フィルム
インスタックスミニエヴォ

  3

  4

ロッテAMCは2019年ロッテ持株が100%出資して設

立した資産管理会社で、不動産投資会社(REITs)が委

託した不動産投資、運用業務を行っています。ロッテ

AMCが運用するロッテREITは運用資産総額(AUM)2.3

兆ウォン規模の韓国最大の上場REITとして韓国REIT

市場をリードしています。専門人材を通じて開発から

運営、管理までREITの全段階を効率的かつ最適化さ

れた方法で実行しており、ロッテをアンカー投資家と

して活用してグループ内の優良不動産資産を持続的

に編入する一方、透明な内部投資決定システムとリス

ク管理、安定的で堅固な配当収益率を提供すること

で投資家の信頼を高めています。今後、資産の多角化

を通じて様々なタイプの資産を編入し、首都圏を中心

にポートフォリオを構成してリスクを分散するなど、長

期的な成長モメンタムを構築していきます。

1982年に設立された大弘企画は、数多くのヒットキャ

ンペーンを誕生させ、広告・マーケティングコミュニケ

ーション分野の発展をリードしています。先制的にデ

ジタルトランスフォーメーションを推進し、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。ビックデータ分析ソリューシ

ョンと統合デジタル広告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。海外市場にも積極的に進出し、インドネシ

アとベトナムで広告・マーケティング事業を活発に展

開しています。2022年に創立40周年を迎え、固有のヘ

リテージである思考の力(Think)と未来を率いる力で

ある新技術(Technology)を融合させ、変化を導いて

い くと い う 抱 負 を 盛 り 込 ん だ 新 し い ビ ジ ョ

ン‘Thinknology’を樹立しました。ビジョンの実現に

向けてNFT新事業の専担チームを構成し、ブロックチ

ェーン専門企業の持分を買収するなど、NFT、メタバー

スのような新しい技術を活用した分野へと事業領域

を拡大していく計画です。

www.
daehong.
com

�

大弘企画
主要事業 
広告代行

�

ロッテカルチャーワークスは、映画館、映画投資・配

給、公演、ドラマなどの事業でカルチャーライフを率

いる総合エンターテインメント企業です。ロッテシネ

マは韓国内PLF上映館の標本であるロッテシネマワー

ルドタワースーパープレックスをリニューアルオープン

し、映画の本質に没頭するシネマティックな空間、斬

新で多様なコンテンツを経験するカルチャーステー

ジ、最新のトレンドを楽しみながら疎通する複合文化

体験空間に変貌しています。ロッテエンターテインメ

ントは商業映画から自主映画まで幅広い映画ライン

ナップを展開しています。また、公演、ドラマ、ニューメ

ディアコンテンツなど多様な領域に事業を拡大し、総

合コンテンツ企業のモデルを構築しました。さらに、

韓国最大規模の公募展を通じてクリエイターをサポー

トし、韓国内IPを海外に輸出するなどコンテンツ産業

の発展にも貢献しています。2006年に韓国初のミュー

ジカル専用劇場として開館したシャルロッテシアター

は、開館作であるミュージカル‘ライオンキング’をはじ

め、世界中のメガヒットミュージカルや主要ミュージカ

ル作品を公演し、文化産業の発展に貢献しています。

www.
lottecinema.
co.kr

�

ロッテカルチャーワークス
主要事業
映画館、映画投資・配給、公演、ドラマ

�

www.
kr.canon

�

キヤノンコリア
主要事業
トータルイメージングソリューション、事務機器、
カメラ、医療機器、産業設備

�

www.
fujifilm.
co.kr

�

韓国富士フイルム
主要事業
インスタントカメラ、写真材料、フォトブック、
テーマパークフォトソリューションサービス、
デジタルプリント装備および付加価値プリントサービス

�

www.
lotteamc.
com

www.
lottereit.
com

�

ロッテAMC
主要事業 
不動産投資および運用業

�

運用資産総額(AUM)規模 
(2022年9月基準)

2.3 兆ウォン
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1

大弘企画 
編集室

2

ロッテシネマ
ワールドタワー
スーパープレックス
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韓国内映画館数
(2022年9月基準)

144

ベトナム映画館数
(2022年9月基準)

46
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ロッテジャイアンツは1982年の韓国プロ野球発足時

に参入した釜山地域を本拠地とするプロ野球団で

す。1984年と1992年の二度の韓国シリーズ優勝を達

成し、リーグ初の100万人動員、単一シーズン歴代最

多観客動員などの記録を保有し、長い歴史と伝統あ

る球団です。競技力向上のための優秀な選手やコー

チングスタッフの確保は勿論、データと科学に基づい

た育成システムの構築にも力を入れています。これか

らもファンサービスの拡大や観客のための利便性向

上、地域社会に向けた社会的責任と継続的な投資を

通じて、韓国のプロ野球を盛り上げる最も影響力のあ

る球団になります。

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、農漁村地域の文化水

準の向上、教育格差の解消を通じた人材育成など、様

々な社会福祉事業を着実に実践しています。特に、地

域社会のボランティア団体と連携して低所得層、障害

者、独居老人などの社会的弱者の各々の必要に応じ

た物資の支援と家庭訪問によるボランティア活動を

展開するなど、心を分かち合い希望を伝えて、共に生

きる暖かい世の中を作り出すために努力しています。

www.
giantsclub.
com

�

ロッテジャイアンツ
主要事業
文化、スポーツ

�

www.
lottesdfoundation.
or.kr

�

ロッテ三同福祉財団
主要事業 
社会福祉

�

www.
lottewelfarefoundation.
or.kr

�

ロッテ福祉財団
主要事業 
社会福祉

�

1994年に発足したロッテ福祉財団は、外国人労働者

の支援のために設立され、継続的に事業の範囲と対

象を拡大して社会的弱者の社会福祉の増進に貢献し

てきました。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を支援し

ています。また、独居老人、ひとり親家庭を対象にし

た生活環境改善に向けて生活必需品を支援し、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

学生に教育を支援するなど、より有効的な福祉支援

ができるよう努力しています。

ロッテ文化財団は、文化芸術を通じて国民の幸せな

暮らしと豊かな社会づくりに貢献するため、2015年に

設立されました。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、文化芸術とともに生きる幸せで豊

かな暮らしを提供しています。

www.
lotteconcerthall.
com

www.
lottemuseum.
com

�

ロッテ文化財団
主要事業
文化 • 芸術

�1974年に設立されたロッテ商社は、アメリカ、ベトナ

ム、オーストラリア、ロシアなどに構築したグローバル

ネットワークと海外生産基地を基盤に様々な製品を生

産、輸入・輸出を通じて韓国内外の顧客に届けていま

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顧客が安心して食べら

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

糧資源を確保するための取り組みを先立って実施して

います。これからも持続的に海外生産基地を確保し、

食料事業のスケールアップを通じて、食糧資源の開発

と交易分野でグローバル先導企業になります。

www.
lotteintl.
com

�

ロッテ商社
主要事業
グローバル食糧資源の開発およびトレーディング

�

1983年に発足したロッテ奨学財団は、韓国内外で奨

学、学術、教育福祉事業を着実に展開しており、設立

以来、韓国内外を合わせて計5万5千人以上に奨学金

を支援してきました。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、韓国は勿論、

ベトナム、インドネシア、マレーシア、パキスタンなど各

国有数大学の学生や6.25参戦国子孫のための奨学金

支援を行っています。さらに、最近には就活生向けの

奨学金を新設し、時代的に要求される奨学金トレンド

を主導しており、就職市場で相対的に疎外される社

会的弱者の若者のためにパーソナライズされた就職

コンサルティングの教育支援にも力を注いでいます。

www.
lottefoundation.
or.kr

�

ロッテ奨学財団
主要事業 
奨学、学術、教育福祉

�

1983年~2021年の累積事業費

1,687 億ウォン

1994年~2021年の累積事業費

174 億ウォン
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1

ロッテジャイアンツ 
釜山の社稷野球場

2

ロッテ奨学財団 
ハンマウム疎通キャンプ

 

3

ロッテコンサートホール

http://www.giantsclub.com
http://www.giantsclub.com
http://www.giantsclub.com
http://www.lottesdfoundation.or.kr
http://www.lottesdfoundation.or.kr
http://www.lottesdfoundation.or.kr
http://www.lottewelfarefoundation.or.kr
http://www.lottewelfarefoundation.or.kr
http://www.lottewelfarefoundation.or.kr
http://www.lotteconcerthall.com
http://www.lotteconcerthall.com
http://www.lotteconcerthall.com
http://www.lottemuseum.com
http://www.lottemuseum.com
http://www.lottemuseum.com
http://www.lotteintl.com
http://www.lotteintl.com
http://www.lotteintl.com
http://www.lottefoundation.or.kr
http://www.lottefoundation.or.kr
http://www.lottefoundation.or.kr
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ESG MANAGEMENT

ロッテグループは環境、社会、支配構造を中心に経営全般で社会的責任を果た

すESG経営を積極的に推進しています。ロッテならではの斬新で有益な方法を

通じて持続可能な成長を追求し、顧客、株主、役職員、パートナー社、地域社

会をはじめとするすべての利害関係者のより良い未来を作っていきます。

ESG経営戦略

ロッテグループは2021年に‘ESG経営の宣言式’を開催し、ロッテの経営活動として長期的な価値を創出す

るESG経営を推進していくことを宣言しました。さらに、‘2040炭素中立’の達成、上場企業の取締役会傘

下のESG委員会を構成、グループ会社のCEO成果評価にESG管理成果を反映するなど、実質的かつ具体的

なESG経営の推進計画を公表しました。

支配構造

ロッテグループは健全で透明な支配構造こそ、持続可能な成長を成し遂げるための土台であり動力だとい

う信念をもって、早くから取締役会を中心とする先進の支配構造を構築しました。ロッテ持株を含むすべ

ての上場企業が独立性、専門性、多様性を原則として取締役会を運営しており、透明経営、責任経営を実

践しています。取締役会は様々な財務・非財務リスクと機会要因を把握して、企業経営の効率性と安定性

を高め、株主をはじめとする利害関係者の権益増進と価値の向上に向けて努力しています。

また、遵法・倫理経営を企業運営の基本とし、あらゆる企業活動で遵法・倫理経営を厳格に遵守するよう

にしています。‘遵法経営憲章’、‘ロッテ人の行動綱領’など、政策・規範を樹立すると共にCP(Compliance 

Program、公正取引自立遵守プログラム)の導入、倫理経営の教育や反腐敗の遵法誓約書の作成、相談・通

報チャンネルの運営など、倫理経営活動を通じて遵法・倫理経営を会社全体に内在化しています。さら

に、体系的な組織とシステムを備えて、統合リスク管理と情報セキュリティに注力し、持続可能な成長基

盤をより一層確固たるものにしています。

•  ロッテ持株 •  LOTTE Chemical •  ロッテ製菓 •  ロッテショッピング

政策
ガイドライン

実績および
現況共有

政策
ガイドライン

実績および
現況共有

�� 持株ESG推進体系

課
題

実
行

関連部署
(環境、HR、遵法など)

持株
ESGチーム

CEO

ESG委員会
(取締役会傘下)

案件付議

報告

協議

ESG
実務協議体

協議

�� グループESG推進体系

課
題

実
行

関連部署
(環境、HR、遵法など)

グループ
ESGチーム

CEO

ESG委員会
(取締役会傘下)

案件付議

報告

協議
環境経営
セミナー

全上場企業ESG委員会 
100%設置完了

*2021年9月基準

ロッテ持株

LOTTE Chemical

ロッテ精密化学

ロッテショッピング

ロッテハイマート

ロッテ情報通信

ロッテ製菓

ロッテ七星飲料

ロッテrental

9

ロッテグループコンプライアンス委員会

*2022年3月基準

• 社内委員(3人)

•  外部委員(3人)

•  委員長(1人)

We Are Improving 

ESG to Build 

a Better World
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ロッテグループ環境経営 
システム(ISO 14001) 
認証系列会社数

*2021年基準

17

ロッテグループ 
環境配慮の重点領域

•  気候危機の対応(2040炭素中立)

•  資源の好循環

•  持続可能な生産と消費

•  水資源の保護

ロッテグループ
人権経営憲章
制定
*2022年6月

ロッテグループ人権経営憲章は、 
会社のホームページにて 
確認することができます。

社会

ロッテグループは、人権を重視し多様性を尊重する企業文化を基に、構成員が仕事と生活のバランスを追

求しながら成長できるよう支援します。そのため、公正な人事制度とグローバル人材育成システムの運

営、働きやすい企業文化と安全な勤務環境づくりに取り組んでいます。2022年6月には‘ロッテグループ人

権経営憲章’を制定し、人権経営の定着と拡散にさらに力を入れています。また、パートナー社との同伴成

長に向けて公正取引文化の確立と共生決済制度、同伴成長ファンドなど多様な共生支援制度を運営してお

り、スタートアップの発掘と創業生態系を活性化するための投資も拡大しています。

環境

ロッテグループは統合的な環境管理の体系を構築し、全事業領域で地球と人類の持続可能な未来に向けて

環境経営を積極的に実践してきました。2021年には人類共通の課題である気候危機に対応するため

に‘2040炭素中立’を公表し、環境にやさしいグリーン成長の意志を対外に明らかにしました。短期的には

工程の効率化、グリーンエネルギー使用による温室効果ガスの排出削減に力を入れており、中長期的には

革新技術を開発し、環境に配慮した事業を拡大していく計画です。

心が心に
from heart to heart

CSV活動テーマ

CSVスローガン

女性と児童 愛国 キャンペーン 共生 グローバル

国内需要30% 国内需要40%

60 万トン
(アンモニア350万トン)

15 万トン45 万トン

水素120 万トン    売上 5 兆ウォン

(累積投資6兆ウォン)

国内需要15%

グレー水素 ブルー水素 グリーン水素

水素成長のロードマップ

2030 GOAL

同伴成長ファンドの造成規模

*2022年3月基準

9,860  億ウォン

LOTTE Chemical 
水素エネルギー 
事業のスローガン

•   ロッテショッピングESGキャンペーン 
ブランド‘リアース(RE:EARTH)’

•   環境にやさしいラベルレスパッケージング 
アイシス8.0ECO

•   ‘プロジェクトループ(LOOP)’ 
エコ素材の運動靴

•   momピョンハン 
(ママの気楽な)遊び場

•   スーパーブルーマラソン •   青春本屋
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ロッテは創造的な考えと緊密な協力を通じて、
これまでにない革新的な製品とサービスで
差別化された経験と価値を提供し、
皆様の今日をより新しくしていきます。

ロッテは想像を超える情熱で
新しい今日を描いていきます。

Today,

We are imagining  

New opportunities
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Tomorrow,

We are achieving  

Better lives for all

ロッテは進取的な挑戦と革新で
皆のための明日をプレゼントします。

ロッテは人類の幸せな生活を創造する 
真の‘Lifetime Value Creator’を夢見て
未来に向けた果敢な挑戦、新しい革新で
皆様の明日をより有益なものに変えて行きます。
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