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美しくて便利な世の中を作っていくハンドル

Creating Beauty, Creating Convenience

美しい街と空間
行き来する人が絶えず街になり、
暮らしを共にする場があって空間になります。
街と空間を美しく便利にして
生活の質を高めること
それこそがハンドゥルが考える
より良い世の中を作るための社会的価値です。

美しい街のための広告資材

Creating Beauty, Creating Convenience
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建物ラッピング

LED電光掲示板

チャンネル看板

屋上看板
(ビルボード)

建物のガラス、壁面
をキャンバスとして
使用できるビルラッ
ピング

生き生きした動画広
告を建物で具現する
LED電光掲示板

現代的なデザインと洗
練美が引き立つ看板

都心の中心をより
明るくするビルボ
ード広告
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アクリル看板
感性的な個性が引
き立つアクリル照
明看板
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大型垂れ幕

街灯バナー

費用と施工が合理的
な大型垂れ幕広告

多様な行事を知らせ
る街灯バナー
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自動車
ラッピング

突出看板

街の動く広告看板、
自動車ラッピング

行き来する人が絶えず街になり、
その街には世の中を美しくする看板とサインがあります。

サインを通して成功の道を作っていく人々、
その道をハンドゥルが共に歩んでいきます。

ウインドウ広告
建物のガラスに
表現する美しい
カラーシート

両方向からよく見
えるフレックス突
出看板
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視線を引き付ける空間サイン
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ライトパネル

照明用アクリル

製品の広報をよ
り引き立たせる照
明用額縁

売場をより華やかな
照明で染める多様な
照明アクリル
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アクリル面発光

チャンネル看板

側面、後面の光を利
用するアクリル面発
光チャンネル看板

室内の売場に使われ
るシンプルでモダン
なチャンネル
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誘導サイン

フレームノート

ガラス
ラッピング

顧客の安全と動線を
示す効果的なサイン

売場のどこにでも似
合う容易で手軽な交
換用額縁

ガラス窓に適用さ
れるデジタルプリ
ンティング、カラ
ーシート
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アクリル
レーザー

立看板
顧客の視線をひきつ
ける立看板

アクリルをレーザー
カットしたレタリン
グ非照明文字
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アクリル
ショーケース

フロア
ラッピング広告

化粧品陳列台

X-バナー

多様な業種、多様な
製品陳列が可能なア
クリル陳列台

特殊フィルムで
底を利用したラ
ッピング広告

華やかで高級感のあ
る演出が可能な化粧
品専用ディスプレイ
売台

売場広報の始まり、
目立つ広報用バナー

行き来していた人々が立ち止まって空間を作り、
その中には人々の視線を引き付ける多様なサインがあります。

誰かの切実な成功の望みをこめた小さいけれど
真心のこもった広告物、
その大切な真心をハンドゥルが一緒に作っていきます。
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実用的なインテリア&サイン

大規模な工事でない、既存の事業所を他の事業売場に、最小限の工事にコンセプトを変える小規模工事
を意味します。
インテリアとエクステリア(看板、建物外観デザイン)を大規模な工事から最小限の工事に、新しいコン
セプトで雰囲気を変える経済的なカスタマイズリニューアルシステムです。

空間を変える- ミントコーン
一部空間リフォーム
インテリア

エクステ
リア

サイン

全体の雰囲気リフォーム

商業空間

病院、売場その他空間

建物外壁デザイン

売場入口

室外サイン

Creating Beauty, Creating Convenience

室内サイン

オンライン
相談要請

1

2
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簡便見積または細部カスタマイズ見積で便利にリフォーム工事
費用を確認
売場に訪問して相談

リフォームプロセス

ディス
プレイ

メニュー、POP、バナースタンド、垂れ幕

アクリル陳列台、食品売台、
化粧品売台、ショーケース

1

相談および簡便見積の確認

5

細部デザインの決定および工事日程表、
最終見積提案

2

スタイル決定-環境調査、
インタビュー、コンセプト確立

6

製作(リフォーム設置製作)

3

基礎デザイン提案

7

施工

4

デザインの修正補完および決定

8

事後管理アフターサービス
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室内空間をデザインする生活用品

Creating Beauty, Creating Convenience

アクリル生活用品専門ブランド- ティク
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

木棚

原木の温もりが感じられるモダ
ンなデザインの一文字型棚ィ
ック整理箱

ビューティー整理箱
額縁
棚
ケース&ショーケース
ホームデコ
オフィスデコ
注文製作、副資材

アクリル棚

空間活用度とインテリア効果が同時
に得られる一文字型アクリル棚クリ
ル化粧品整理箱

フレームノートA4

前面カバーが開くフレームノートで掲
示物の交換を容易で手軽に！

化粧品整理箱300幅2段

化粧品にホコリがたまる心配の
ないカバータイプのアクリル
化粧品整理箱

ウッドスタンド額縁

高級感のあるメニュースタンド
に最適なウッドスタンド額縁
で、メニュー、新メニュー、お
すすめ料理を特別に演出！

リップスティック整理箱タワー
(ウッド)

リップスティックカラーが一目で
見えるタワータイプのリップステ
ィック整理箱

名刺整理箱

空間をあまり占めず、名刺の分類が容
易なタワータイプ構造の名刺整理箱

カタログスタンド2段

ブローシャー、リーフレット、
ビラをスマートにディスプレイ
できる2段型カタログスタンド

アクリルテーブルTC

アクリルの透明さが引き立つ
シンプルなデザインのア
クリルテーブル

募金箱

接着剤なしで組立および解体が可能
で、保管時にかさばらない募金箱

オーク樽スピーカー

外部電源なしで音量増幅が可
能な無電力スピーカー、
我が家または売場のインテリ
ア小物としてもぴったり！

ウッドプラモデルケース

高級感のある原木とアクリルが
よく調和して空間が高級に感じ
られるプラモデルケース
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便利で安全なプラスチックパネル

Creating Beauty, Creating Convenience

国内1位のアクリル統合ブランド

アリスタルはハンドゥルが生産するキャスティング工法と圧出工法のアクリル統合ブランドです。
40年以上のノウハウと技術力で0.8mmの薄板から50mm以上の厚板まで高品質のアクリルを生産
しています。

アリスタル
圧出工法の透明

照明用

カラー半透明

カラー不透明

無光アクリル

熱可塑性プラスチックPMMA(Poly methyl methacrylate)
原料で生産される圧出透明アクリル。
透明性と平坦性が優れ、多様な産業に適用されています。

水平キャスティング工法の透明
垂直キャスティング工法の透明
液体状態のアクリル原料を硬化させて固体状態であるアク
リルシートを生産するキャスト工法は、垂直方式と水平方
式に区分します。高分子アクリルシートで透明性、加工性
が優れ、最大50mmまで生産が可能です。
拡散板

厚板

照明の光を等しく分散してなめらかで均一な明るさ
を表現し、高級感のある演出が可能なチャンネル看
板専用アクリルシートです。
最大300mmまで、多様な厚さのアクリルを用途
に合わせて裁断して供給しています。

透明

厚板

拡散板

アリスタルフォーム

機能性パネル(MPパネル)

電子部品に使われる光学的透明
光を画面全体に等しく拡散するアクリル、静電気防止アク
リル、スクラッチ防止アクリルなど特殊な機能のアクリル
があります。

導光板

透明アクリルの表面を特殊処理して光が等しく拡
散するようにするアクリルです。ノートパソコン、
LCDモニター、テレビ、照明用広告看板、機器操
作パネル、スライド、 X-RAYビューボードな

導光板

薄板
インテリア、ディスプレイ、デコ用アクリルで多
様なカラーと独特な質感のアクリルがあります。

どに使われます。
薄板

最大0.8mmまで生産される薄いアクリルパネルは
携帯電話や電子製品などに使われます。

帯電防止
コーティ
ング板

静電気が起きないように処理されたアクリルで、
半導体、clean roomなどに使われます。

ハード
コーティ
ング板

テーブル上板、家具、展示用ケース、広告看板な
どキズができやすい製品に使われるスクラッチ防
止用アクリルです。

MP
パネル

帯電防止コーティング板

ハードコーティング板

透明アクリルの高級感のある表面と金属
質感の洗練された感性、パールの優雅さを
アクリルで具現したデザインパネルです。
メタル、パール、ハードパールの3種類の
MPパネルはインテリア、家具のポイント、
signageなど様々なところに適用できます。
カラーガラスより安全かつ経済的で、加工
性が優れ、人気のある製品です。

加工性

切断、穿孔、結合、溶接など優れた加工性

印刷性

シルクスクリーン印刷およびその他印刷に適合

軽量性

比重が0.75で軽い

難燃性

火花を消す自己消火製品

絶縁性

絶縁体で電気部品類の製作に使用可能

耐薬品性
耐湿性および
耐候性
天然木材
の欠点補完

酸、アルカリ性など薬品に強い
水分吸収率が低い
強度、耐候性、断熱、
吸音性などが優秀
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ハンドゥルは

㈱ハンドゥル プラテック

小規模企業共同体連合を通じて
グローバルネットワークを構築しています。

㈱ハンドゥル ハッピーカラー

㈱ハンドゥル 企

画

㈱ハンドゥル 本

社

ポリフィルム

㈱プラベクス

㈱ハンドゥル 大邱支店
㈱ハンドゥル 中部センター
㈱ハンドゥル 大田支店

㈱ハンドゥル 蔚山支店

ビチェウム 研修院
㈱ハンドゥル 釜山支店

㈱ハンドゥル 光州支店

㈱ハンドゥル 大 新 店
㈱釜山アクリル

チョンサン貿易
中国上海支社

㈱プラジェン
㈱ハンドゥル 南部センター

ハンドゥルジャパン 日本東京支社

㈱ハンドゥル P&F
㈱ハンドゥル P&F 昌原店

㈱ハンドゥル
京畿道城南市盆唐区柏峴路105
ロイヤルパレスハウスビル
B-2801号
電話 : 031-716-8001

FAX : 031-716-8980

アクリル製造

アクリル生活用品製造

パネル、フィルム、広告資材の流通

㈱プラベクス

㈱釜山アクリル

㈱ハンドゥル南部センター

忠清北道陰城郡金旺邑金一路
電話 : 043-883–2670
FAX : 043-883-2672

釜山広域市機張郡鼎冠邑ノン
ゴンギル
電話 : 051–328–5555
FAX : 051–326–7678

釜山広域市江西区体育公園路
電話 : 051 – 863 – 7788
FAX : 051 – 853 – 2900

㈱プラジェン

慶尚南道密陽市下南邑良洞農工団地ギル
電話 : 055–391-0389
FAX : 055–391-0388

㈱ハンドゥルプラテック
京畿道南楊州市和道邑瀑布路
電話 : 02–2214–0901
FAX : 02–2214–0903

㈱ハンドゥル中部センター

大田広域市大徳区ハンバッ大路
電話 : 042–635–7400
FAX : 042–635–7405

ポリフィルム

京畿道城南市盆唐区柏峴路
電話 : 031-716-8001
FAX : 031-716-8980

広告資材屋内外広告物デジタルプリンティング製作

マーケティング企画、インテリア

電子商取引

㈱ハンドゥル大田支店

㈱ハンドゥル大邱支店

㈱ハンドゥル釜山支店

㈱ハンドゥルP&F

㈱ハンドゥル企画

㈱ハンドゥルハッピーカラー

大田広域市西区道山路
電話 : 042-527-4994
FAX : 042-527-4996

大邱広域市西区北飛山路
電話 : 053-527-0022
FAX : 053-527-6904

釜山広域市鎮区凡田路
電話 : 051-808-8888
FAX : 051-803-6688

慶尚南道昌原市馬山会原区3・15大路
電話 : 055-222-6788
FAX : 055-222-6884

ソウル特別市瑞草区馬房路
電話 : 02-577-7997

京畿道高陽市徳陽区幸州路
電話 : 02-575-1190

FAX : 02-577-7825

FAX : 02-575-2290

㈱ハンドゥル光州支店

光州広域市北区中興路
電話 : 062-528-7766
FAX : 062-525-3666

㈱ハンドゥル蔚山支店

蔚山広域市南区繁栄路
電話 : 052-260-5445
FAX : 052-265-7005

㈱ハンドゥル大新店

釜山広域市西区宝水大路
電話 : 051-246-4233
FAX : 051-246-0337

㈱ハンドゥルP&F昌原店

慶尚南道昌原市義昌区チャサン路
電話 : 055-266-1977
FAX : 055-266-1971

研修院
ビチェウム

慶尚南道陜川郡佳会面屯内里

製造

HANDEUL Group
㈱プラベクス

Manufacturing System

圧出製造

クリーンルーム

PMMAレジンを

ホコリ、異物などの浸透防止空間

熱く溶かしてゲル状態にする。

㈱プラベクスでは平坦性が優れた圧出アクリルの代表ブラ
ンドであるアリスタルとPVC発泡シートアリスタルフォー
ムを生産しています。

積載、出荷
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圧出1号機～4号機 アクリル、導光板生産用
圧出5号機 フィルム生産用

圧出6号機 PVC発泡シート生産用
忠清北道陰城郡金旺邑金一路271-7

電話 : 043-883–2670
FAX : 043-883-2672

原料注入

www.plavex.co.kr

ホコリ、異物を除去し
た原料を注入

㈱プラジェン

1 T-ダイ

平板形態で押して
伸ばす役割

2 ポリッシングロール

(カレンダーロール)

厚さが一定で表面
を平坦にする役割

3 平滑度維持

一定の圧力の空気を
撃ってパネルの平滑
度を維持

コンピュータ自動検査

5 包装機

保護テープ付着

6 縦鋸、横鋸

幅と長さを決める役割

7 ステッカー

ラインで完成品を運び
出して積載する役割

キャスティング製造

㈱プラジェンでは特殊設備とクリーンルーム施設の生産ラ
イン自動化で原料投入から包装作業まで同時に可能な国内
唯一の垂直、水平統合キャスティングアクリル生産ライン
を備えています。

1 予備重合
MMA樹脂に重合
開始剤を添加

2 配合
硬化剤、色素、離型剤など
その他添加剤を配合

3 鋳型 ゴムパッキンセッティング、クランプ固定後、樹脂を注入

カラー顔料配合

Creating Beauty, Creating Convenience

4 異物検査

6 脱型、検査、包装

ゴムパッキンセッティング

5 熱処理

樹脂注入

4 重合 水槽に入れて硬化

垂直製造システム

水平製造システム

脱型

検査

包装

水平キャスティング

垂直キャスティング

慶尚南道密陽市下南邑良洞農工団地ギル4

電話 : 055–391-0389
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www.plazen.co.kr
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FAX : 055–391-0388

加工/流通

HANDEUL Group
㈱釜山アーク

Manufacture / Distribution

㈱ハンドゥル

アクリル生活用品製造
室内空間をデザインする生活用品というモットー(motto)の下、

生活の不便さを解消するグッドアイデア製品、進んだライフス

タイルを届ける美しい製品、より安全で健康な生活のための製

流通

南部センター

品を作っています。

絶え間ない改善と変化を通してオンライン市場と世界市場をリ

ードしていくグローバル生活用品ブランドです。

釜山広域市江西区体育公
園路6番ギル161-28

⊙ 産業用、建築用、車両用、既成用など

⊙ 生活用品-家具、浴室、台所用品、生活用品など

⊙ サイン-看板用、ディスプレイ用、屋外広告およびインテ
リア、プラスチックシート、フィルム

釜山広域市機張郡鼎冠邑ノンゴンギル13-104

電話 : 051–863–7788
FAX : 051–853–2900

電話 : 051–328–5555
FAX : 051–326–7678

物流倉庫

成形室

中部センター

裁断、切曲げ、面取り、鏡面

R&D | QC | QA
デザイン設計|品質管理|商品開発
印刷室

大型平面シルク印刷機

組立、包装

真空成形機器

大田広域市大徳区ハンバ

レーザー彫刻機

ッ大路1009番ギル100
電話 : 042-635-7400
FAX : 042-635-7405

Creating Beauty, Creating Convenience

ポリフィルム

最上の保護フィルムソリューション

プラテック

ドイツのポリフィルム(POLIFILM)社は

PEフィルムおよび保護フィルムメーカ

ーとして世界7ヶ所の生産地と20ヶ国

以上のサービスセンターを運営してい

るグローバル企業です。ハンドゥルは
POLIFILMの韓国エージェントです。

京畿道城南市盆唐区柏峴路
電話 : 031-716-8001

FAX : 031-716-8980

京畿道南楊州市和道邑瀑

布路200-32

電話 : 02–2214–0901
FAX : 02–2214–0903

⊙ 用途 -スチール、プラスチック、自
動車、建築外装材などあらゆ
る表面の保護フィルム
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売場/オンライン/海外支社

HANDEUL Group
㈱ハンドゥル

Off-line Store /On-line shopping mall /branch in foreign country

売場

オンラインショッピングモール

釜山支店
www.happycolor.com

蔚山支店

電話 : 051-808-8888

実写素材、広告資材の多様なブランドを最多保有しているオンライン
ショッピングモールです。
実写出力をするデザイナーが自分のデザインを販売、共有するコミュ
ニティが活性化されている大勢の広告人が訪問する所です。

FAX : 051-803-6688

大田支店

www.aticmall.com
電話 : 052-260-5445

「室内空間をデザインする生活用品-Atic」生活の不便さを解消するグッ
ドアイデア製品、進んだライフスタイルを届ける美しい製品です。

FAX : 052-265-7005

光州支店

電話 : 042-527-4994

FAX : 042-527-4996

www.Mintcorn.com

大邱支店
電話 : 062-528-7766

売場のオープンと販売活性化のための空間ディスプレイ、陳列台、
POP、メニューボードの製作など室内外の空間装飾と一般人も簡単に
独特のデザイン看板を作ることができる看板のデザインと製作のため
の専門ショッピングモールです。

FAX : 062-525-3666

大新店(釜山)
海外支社

Creating Beauty, Creating Convenience

電話 : 053-527-0022

FAX : 053-527-6904

チョンサン貿易-中国上海支社

馬山支店(P&F)
電話 : 051-246-4233

FAX : 051-246-0337

2010年11月設立
韓・中・日ビジネス構築
上海オフィス/広東物流倉庫
⊙ ア
 クリル、プラスチックシートおよびフ

電話 : 055-222-6788
FAX : 055-222-6884

ィルムの流通
⊙ ケミカル原材料の流通
⊙韓
 日間ビジネスの支援および輸出入アイ
テムの開発

ハンドゥルジャパン‐日本東京支社
東京所在
韓・中・日ビジネス構築

⊙ア
 クリルの他プラスチックシートの輸出お
よび輸入
⊙ プラスチックフィルムの輸出および輸入
⊙韓
 日間ビジネスの支援および輸出入アイテ
ムの開発
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HANDEUL Group
ビチェウム

研修院
BICHAEUM

私たちは企業が単純にお金を儲けるための仕事場ではなく、
人々が夢に向かって情熱を燃やすことができる
幸せな生活の場にならなければならないと信じています。
正直と信頼で愛されて尊敬され、
挑戦と革新を通して新しい価値を創り出し、
学習と経験で人を成長させ、
喜びと悲しみを共にする楽しい生活の場を作ること
それはハンドゥルの核心価値です。
私たちは会社の存在理由を
同僚の幸せに置いています。
ハンドゥルはいつも幸せ共同体を夢見ます。

お客様と共にする大切な自然の中の休息空間
慶尚南道陜川黄梅山の裾に位置したビチェウムは
同僚の学習と成長のための教育場所だけでなく、
お客様の家族旅行、学習、社内行事を積極的に支援しています。

HANDEUL

HISTORY

2000s
2002. 02. ㈱ハッピーカラー設立(電子商取引)
12. ㈱バオス設立(TFT LCD導光板製作)
2004. 05. ㈱プラジェン設立(キャスティングアクリル生産)
06. 水平キャスティングライン導入(ケミグラス)
12. ㈱プラベクス設立(圧出アクリル生産)
2005. 12. アリスタルブランド立ち上げ
2006. 01. ハンドゥル商事設立
2009. 03. 日本支社設立

1980s
Creating Beauty, Creating Convenience

1980. 12. 釜山西面売場設立

2010s

1984. 原版生産工場拡張移転(長有)

2010. 12. 中国支社設立

1990s
1990. 12. ソウル支店設立

1970s
慶尚南道陜川郡佳会面屯内里

1974. 11. 釜山アクリル樹脂工業社設立
釜山中央洞売場設立
1978. 原版生産工場拡張移転(甘田洞)

1991. 09. 流通法人㈱ハンドゥル設立
1995. 04. 蔚山支店設立
05. 大田支店設立
11. 大邱支店設立
1997. 08. 光州支店設立
12. 馬山支店設立
1998. 11. TFT LCD 導光板開発

2015. 04. ㈱ハンドゥル統合
05. ハンドゥル企画設立
2016. 12. ミントコーンブランド立ち上げ

