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ロッテは人類の豊かなくらしと

価値のある明日のための

新たな跳躍の道を歩み続けています。

透明性の高い経営およびコアコンピタンスの強化、

変化と革新を通じた成長動力の模索、

社会の発展に貢献する持続可能な活動により

お客様の生活において価値を生み出す

世界から愛されるグローバル企業として

その地位を確立させていきます。

LOTTEの新しいシンボルは、ロッテワールドタワーの敷地をイメージした
丸いひし形の図形上にシンプルな曲線を描いた模様で
Lifetime Value Creatorの略であるL、V、Cとも読むことができます。
左下の点は、顧客の‘人生のスタート’を、連続される線は
ロッテと共に歩む‘人生の旅’を表しています。
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会長 辛東彬（シン・ドンビン）

果敢な変化と革新で
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
プロフィール 
2019

会長
メッセージ

ロッテの50年におよぶ歴史は、国と社会の発展に貢献してきた挑戦の歴史であり、

人びとの生活を豊かにしてきた情熱の時間でもありました。ロッテは挑戦と成功を

成長の原動力に、危機と試練をさらなる飛躍のチャンスにして夢に向かって歩み続

けてきました。弛まない努力の結果、食品、流通、観光、化学、建設、金融をはじめ

とする様々な分野において成長を達成し、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作り出そう

としています。コアコンピタンスを基盤とした、外的成長と質的成長を共に追求し

てまいります。お客様や市場のニーズからチャンスを創出し、変化や革新に向かっ

て果敢に挑み続けます。また、コンプライアンスを遵守した透明性の高い経営を徹

底することで、皆様から信頼される企業へと生まれ変わります。パートナー企業と

の協調的な成長や雇用創出を率先して実践し、社会問題へと積極的に関わることで、

我が国の経済と地域社会に貢献することに努めます。 

ロッテは変化と革新を通じて、お客様から愛され、尊敬される企業を目指します。

ロッテが人びとの生活を豊かにするという夢へ一歩近づくことで、私たちの未来は

きっと幸福で新しいものになると思います。未来に向けたロッテの新たな飛躍に温

かいご声援をお願い致します。
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みんなが夢見るより良い世界、より新しい未来のために
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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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  GOVERNANCE STRUCTURE 

  FINANCIAL HIGHLIGHTS
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  GLOBAL BUSINESS

  LOTTE HISTORY

LOTTE PROFILE

ロッテ
プロフィール 
2019

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。

MISSION

VISION

MANAGEMENT PRINCIPLES

コアコンピタンスの強化
-

Strengthening 
core competencies

価値創造経営
-

Value-based  
management

現場経営
-

On-site 
management

透明性の高い経営
-

Transparent 
management
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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。

GOVERNANCE STRUCTURE 
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安定した財務構造をベースに、
毎年、成長を続けています。

FINANCIAL HIGHLIGHTS

ロッテは、食品、流通、観光・サービス、化学・建設など、さまざまな事業部門でお客様の豊かな暮らしと
新しい価値の創出のために努力しています。2017年10月には、グループの経営において高い透明性を確保
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ており、持株会社体制に移行す
るための第一歩を踏み出しました。ロッテは今回の持株会社の設立を通じてガバナンスの簡素化を図り経
営の透明性を高めるとともに、事業と投資部門間のリスク分離により経営効率が高められると期待してい
ます。ロッテ持ち株(株)は今後、多様な方法を駆使して編入系列会社数を拡大させ、積極的なサポートおよ
び協力により企業の価値を高めていく計画です。さらに、中長期的なビジネスプランを用意しており、将来
の価値を創出し、社会的責任と役割を果たす活動を通じてお客様から信頼され、愛される透明性の高い
企業へと成長していきます。

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

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

新興成長国
事業展開・拡大をサポート

流通部門

食品部門 化学・建設部門

観光・サービス部門

編入 編入予定

ロッテ持ち株株式会社の構成

* Source : 公正取引委員会 (2019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)

2018年財務状況

負債比率 ⑵

84.2 %

資産 ⑴

115.3兆ウォン

韓国財界順位

5位

売上高 ⑶

73.4兆ウォン

2018年事業別売上高割合

* 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

2018 
総売上高

84
単位 : 兆ウォン、財務会計基準

34.5%
流通

 10.7%
食品

33.3%
化学 • 建設

 8.8%
金融

 12.7%
観光 • サービス
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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、金融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

ロッテ
プロフィール 
2019

1   

食品
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 

LOTTE-Nestlé(Korea)

ロッテ流通事業本部

2   

流通
ロッテ百貨店 

ロッテマート 

ロッテスーパー 

LOHB’s (ロブス)

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

4   

化学 • 建設  
LOTTE Chemical 

ロッテ先端素材 

ロッテ精密化学 

LOTTE MCC 

ロッテBP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 

5   

金融
ロッテカード 

ロッテ損害保険 

ロッテキャピタル 

EB Card • MYbi 

ロッテPS Net

6   

研究 • サポート
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

3   

観光 • サービス
ロッテホテル 

ロッテ免税店 

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 

ロッテ資産開発 

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 
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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。

GLOBAL BUSINESS

ロッテ
プロフィール 
2019

アメリカ
ホテル/化学/飲料/
貿易/免税店/物流/
その他

メキシコ
化学

ペルー
化学

日本
製菓/飲料/免税店/化学/建設/ホテル/その他

中国
製菓/飲料/百貨店/化学/建設/製造/物流/
ホテル/シネマ/IT/キャピタル/
広告代行/統合メンバーシップサービス/その他

カザフスタン
製菓/外食フランチャイズ/物流

フィリピン
飲料/物流

ミャンマー
外食フランチャイズ/飲料/ホテル/製菓

台湾
ホームショッピング

ラオス
外食フランチャイズ

ベトナム
百貨店/マート/ホテル/外食フランチャイズ/製菓/シネマ/化学/建設/複合開発/
物流/IT/広告代行/レント/免税店/カード/統合メンバーシップサービス/その他

インド
製菓/物流/

建設/化学

モンゴル
外食フランチャイズ

カタール
建設

アラブ首長国連邦
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/物流

タイ
化学/レンタル/免税店

ドイツ
化学/物流

イタリア
化学/物流

ポーランド
化学

ハンガリー
化学

トルコ
化学

カンボジア
外食フランチャイズ/物流/建設

マレーシア
化学/物流/建設

シンガポール
製菓/物流/建設

インドネシア
百貨店/マート/外食フランチャイズ/化学/建設/製造/物流/免税店/IT/
キャピタル/広告代行/シネマ/統合メンバーシップサービス/その他

オーストラリア
貿易/建設/免税店

ロシア
ホテル/百貨店/製菓/ 
化学/建設/貿易

ニュージーランド
免税店

ナイジェリア
化学

オランダ
物流

ベルギー
製菓

イギリス
化学/物流
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1967年辛格浩会長が設立した
ロッテ製菓はロッテグループの
母体となりました。ロッテ製菓は、
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。

1960

1966 東方アルミ工業 設立 (現、ロッテアルミニウム)

ロッテ製菓 設立1967

韓国の高度経済成長期を迎えて、ロッテは

事業の多角化を積極的に推進しました。

食品事業を拡大させ、韓国最大の

食品企業に発展しました。さらに、

ホテルロッテおよびロッテショッピング、

ロッテ建設、湖南石油化学などの設立により、

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。

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)

1974 七星韓美飲料 買収 (現、ロッテ七星飲料)

1973 ホテル ロッテ 設立

1973 ロッテ電子工業 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)

1977 三綱産業 買収 (現、ロッテフード)

1978 韓一香料工業 • ロッテ乳業 設立 (現、ロッテフード)

1978 平和建業 買収 (現、ロッテ建設)

1979 湖南石油化学 買収 (現、LOTTE Chemical)

1979 ロッテリア 設立 (現、LOTTE GRS)

1979 ロッテショッピング 設立

1970

LOTTE HISTORY

ロッテ
プロフィール 
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1980年代に入り、ロッテは蓄積された
資本と技術をベースに食品、流通、
観光などの各事業分野において最高の
競争力を確保し、名実共に韓国企業
トップ10に進入しました。また、
将来に向けた長期的な戦略を策定し、
世界市場への進出基盤を構築しました。

1980
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)

1980 ロッテ免税店 設立

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

1983 ロッテ流通事業本部 設立

1983 ロッテ中央研究所 設立

1983 三南奨学会 設立 (現、ロッテ奨学財団)

1985
ロッテキヤノン 設立
(現、キヤノンコリアビジネスソリューションズ)

1989 ロッテワールドアドベンチャー 開園

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)

1980

1967年、ロッテの輝かしい歴史が始まりました。
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、
世界で愛されるグローバル企業へと成長しました。

ロッテは、1990年代に入り、超優良グローバル
企業としてのさらなる跳躍のために体系的な
準備を始めました。内実の向上および
果敢な投資により、グローバル化の基盤を
構築しました。また、業界最高の競争力と
安定した財務構造をベースに、通貨危機の
際にも賢く克服することができました。

1990

1995 釜山割賦金融 設立 (現、ロッテキャピタル)

1996 ロッテ情報通信 設立

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)

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)

1994 ロッテ研修院 開院 (現、ロッテ人材開発院)

1994 ロッテ福祉財団 設立

1994 コリアセブン 買収
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and...

2000 ロッテドットコム 設立 (現、ロッテeコマース)

2000 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)

2002 東洋カード 買収 (現、ロッテカード)

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

2004 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)

2007 ロッテジェイティービー 設立

2007 ロッテ資産開発 設立

2007 大韓火災海上保険 買収 (現、ロッテ損害保険)

2008 KIバンク 買収 (現、ロッテPS Net)

2008 ベルギー ‘ギリアン(Guylian)’買収

2008 ロッテ 済州リゾート設立

2000年代のロッテは食品、流通、観光・
サービス、化学・建設・製造、金融などの
分野で事業を拡大し、業界をリードする
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。

2019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

努力は止まりません。
お客様の生涯サイクルに掛けて

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。

2000

ロッテは2010年代においても内実を
高める徹底した経営と効率的な
投資により安定的に成長を続けています。
また、積極的な事業の拡大や海外への
進出を通じてアジアを代表する
グローバルグループとしての実力を
備えていきます。

2010

2010 Buy the way 買収

2010 EB Card 買収

2010
マレーシア ‘タイタンケミカル(Titan Chemical)’ 買収 
(現、LOTTE Chemical Titan)

2010 フィリピン‘ペップシ―(PCPPI)’ 買収

2011 パスツール乳業 買収 (現、ロッテフード)

2010 パキスタン‘コルソン(Kolson)’ 買収

2011 現代情報技術 買収

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

23

2015 ロッテメンバーズ 設立

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)

2014 LOTTE-Nestlé(Korea) 設立

2015 KTレンタル 買収 (現、ロッテrental)

2015 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、ロッテ先端素材、
ロッテ精密化学、ロッテBP化学)

2017 ロッテグループ創立50周年、ニュービジョン宣言

2017 ロッテ持ち株株式会社 設立

2017 インド‘ハブモア(Havmor)’買収

2008
インドネシア ‘マクロ(Makro)’ 
19店舗 買収

2009
斗山酒類BG 買収 
(現、ロッテ七星飲料 酒類部門)

2008 ロッテ扶余リゾート 設立

2009
パキスタン‘PTA’ 買収 
(現、LOTTE Chemical Pakistan)

2009 ロッテ三同福祉財団 設立

2009 MYbi 買収

ロッテ
プロフィール 
2019
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2013 カザフスタン‘ラハト(Rakhat)’ 買収

2018 ロッテカルチャーワークス 設立

2018 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
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EXPANDADVANCE
アジアをはじめ、ヨーロッパ、中東 • アフリカ、

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。

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

暮らしをより豊かで美しいものに変えて行きます。

GLOBAL LOTTE

25
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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。

海外工場数 海外店舗数 海外店舗数

ロッテ製菓 •
ロッテ七星飲料 

中国
ミャンマー
ベトナム
フィリピン
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

ロッテリア

ミャンマー
ラオス
カンボジア
ベトナム
インドネシア
モンゴル

エンジェリナス
コーヒー  

ベトナム
インドネシア
カザフスタン

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

インド

ロッテ製菓 

43 300 14

主要事業海外進出状況 2019年 3月 基準

ロッテ
プロフィール 
2019

グローバル
ロッテ

FOOD
RETAIL
TOURISM·SERVICE
CHEMICAL·CONSTRUCTION
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CHINA

VIETNAM

INDONESIA

INDIA

29

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。

中国

ロッテ製菓 

エンジェリナス
コーヒーは 2011年に
インドネシアへ進出し、
差別化されたコーヒー
文化を創造して
行きます。

インドネシア

エンジェリナス
コーヒー 

ロッテリアは ベトナムで
241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

ベトナム

ロッテリア 

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。

ベルギー

ギリアン 

マレーシア、
インドネシアなどの
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。

マレーシア
インドネシア

ロッテ七星飲料 

ロッテ
プロフィール 
2019

グローバル
ロッテ
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海外店舗数

ロッテ百貨店  

中国
ベトナム
インドネシア
ロシア

ロッテマート 

ベトナム
インドネシア 

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。

ロッテマートは
インドネシアの
47店舗を通じて卸・
小売流通の革新を
導いています。

47
店舗数

インドネシア

ロッテマート   

8 61

主要事業海外進出状況 2019年 3月 基準

ロッテ
プロフィール 
2019

グローバル
ロッテ

FOOD
RETAIL
TOURISM·SERVICE
CHEMICAL·CONSTRUCTION

海外店舗数
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CHINA

VIETNAM

INDONESIA

RUSSIA

ロッテ
プロフィール 
2019

グローバル
ロッテ

FOOD
RETAIL
TOURISM·SERVICE
CHEMICAL·CONSTRUCTION

ロッテマートは、
2008年に
ベトナムへ進出し、
全国に14軒の店舗を
運営して
います。

ベトナム

ロッテマート 

ロッテ百貨店の海外進出
第1号店であるモスクワ店は
毎年着実に成長を続けています。

ロシア 

ロッテ百貨店 

高級複合ショッピングモールである
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
楽しさを提供しています。

インドネシア

ロッテ百貨店 
ロッテ資産開発が運営する複合団地
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。

ベトナム

ロッテ百貨店
ロッテ資産開発

ロッテ百貨店は
成都、瀋陽などにて
お客様を迎えており、
ショッピングの
楽しさを
伝えています。

中国

ロッテ百貨店 



35

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。

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

アメリカ

ロッテホテルOur 
Global Tourism 
& Service 
Customer

ロッテ
プロフィール 
2019

グローバル
ロッテ

FOOD
RETAIL
TOURISM·SERVICE
CHEMICAL·CONSTRUCTION

海外ホテル数 海外免税店数

ロッテホテル   

アメリカ
グアム（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  

インドネシア
グアム（アメリカ）
日本
タイ
ベトナム
オーストラリア
ニュージーランド

11 12

主要事業海外進出状況 2019年 3月 基準

海外映画館数

ロッテ
カルチャーワークス

中国
ベトナム
インドネシア

56
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RUSSIA

VIETNAM

INDONESIA

U.S.A

ロッテホテルは
アメリカの
ニューヨークと
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。

アメリカ

ロッテホテル

ロッテ
プロフィール 
2019

グローバル
ロッテ

FOOD
RETAIL
TOURISM·SERVICE
CHEMICAL·CONSTRUCTION

ロッテ免税店は、
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。

ベトナム

ロッテ免税店   

世界免税店順位

No.2

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。

ベトナム

ロッテホテル

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
42軒の映画館を
運営しています。

ベトナム

ロッテ
カルチャーワークス

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。

ロシア

ロッテホテル
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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。

Our 
Global Chemical 
& Construction 
Partner

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。

アメリカ

LOTTE Chemical

主要事業海外進出状況 2019年 3月 基準

FOOD
RETAIL
TOURISM·SERVICE
CHEMICAL·CONSTRUCTION

ロッテ
プロフィール 
2019

グローバル
ロッテ

海外支社および法人数 海外支社および法人数 

54 15

LOTTE Chemical •
ロッテ先端素材 • ロッテ精密化学

中国
タイ 
ベトナム 
マレーシア 
インドネシア 
日本
ロシア 
ウズベキスタン
パキスタン 
トルコ
ポーランド

ロッテ建設  

中国
ベトナム
マレーシア
インドネシア
オーストラリア
日本
インド
パキスタン

ロシア
カタール
カンボジア
シンガポール

ドイツ
ハンガリー 
イギリス 
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
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VIETNAM

MALAYSIA

UZBEKISTAN

INDONESIA

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。

ベトナム

ロッテ建設

65F

マレーシア
インドネシア

LOTTE Chemical

LOTTE Chemical 
Titanは  
2020年までに、
東南アジア最高の
化学企業に
成長します。

No.1

FOOD
RETAIL
TOURISM·SERVICE
CHEMICAL·CONSTRUCTION

ロッテ
プロフィール 
2019

グローバル
ロッテ

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。

インドネシア

ロッテ建設

365,251m2

 
延べ面積

LOTTE Chemical Titanは、
マレーシア最大規模の
オレフィンおよび
ポリオレフィン
生産メーカーです。

マレーシア

LOTTE Chemical
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プロフィール 
2019

DIVERSITYGROWTH
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、

生活の価値を創造し、産業の発展を導きます。

韓国の発展をリードしてきた韓国のトップ企業から

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。

BUSINESS OVERVIEW

43

1.
食品

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 
LOTTE-Nestlé(Korea)
ロッテ流通事業本部

6.
研究 • サポート

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

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

2.
流通

ロッテ百貨店 
ロッテマート 
ロッテスーパー 
LOHB’s (ロブス)
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

3.
観光 • サービス

ロッテホテル 
ロッテ免税店 
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 
ロッテ資産開発
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

4.
化学 • 建設 

LOTTE Chemical
ロッテ先端素材 
ロッテ精密化学 
LOTTE MCC  
ロッテBP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 

5.
金融

ロッテカード 
ロッテ損害保険 
ロッテキャピタル 
EB Card • MYbi 
ロッテPS Net
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事業の
概要

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

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、LOTTE-
Nestlé(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。

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。ロッテ製菓は中国、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。

ブランドの認知度
および品質競争力を

高めます。

世界で愛される
食品会社に成長します。

  

ロッテ製菓 - 永登浦

食品

FOOD
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事業の
概要

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

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

ロッテ製菓 
www.lotteconf.co.kr 

主要事業 お菓子、氷菓類などの製菓 

韓国内
工場数

2019年 3月 基準

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。永登浦工場をはじめ、

韓国の8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、ベトナム、ロ

シア、シンガポール、ミャンマーの世界9ヵ国、計26

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。

8 海外
工場数 26

1

2

3

14韓国内
工場数

ロッテ七星飲料
飲料 company.lottechilsung.co.kr 

酒類 www.lotteliquor.com

主要事業 飲料 • 酒類製造および販売

2019年 3月 基準

ロッテ七星飲料は1950年の設立以来、69年の間、様

々な製品により愛されてきた韓国トップクラスの総

合飲料企業です。飲料部門は、韓国の7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’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。

7海外
現地法人数
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ロッテフード
www.lottefoods.co.kr

主要事業 食品 製造 • 販売、その他

韓国内
工場数

海外
輸出国数

2019年 3月 基準

1958年に設立されたロッテフードは、60年以上に

わたり、食品産業の発展をリードしてきた総合食

品会社です。ロッテハム、パスツール、ロッテフレ

ッシュデリカなどの成功的な合併を通じて、事業を

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

プレイスメント、インスタント食品、コーヒー豆

など様々な製品を生産 • 供給しています。‘義城ニ

ンニク入りハム’、‘エンネイチャー’、‘ロスパム’、

‘キスティック’、‘パスツール低温殺菌牛乳’、‘ウィ

ズママ’、‘グランノーブル’、‘快便’、‘デジバー’、 

‘ググコーン’、‘パピコ’、‘ラベスト’、‘シェフード’など

は、長い間愛されているロッテフードの代表ブラ

ンドです。さらに、フードソリューションセンタ

ーを設立し、給食、ケータリングなどのプレミアム

フードサービス事業も活発に行っています。中国、

アメリカ、ロシア、ベトナムなど、世界20ヵ国に

粉ミルク、食品、油脂、氷菓類の製品を輸出してお

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。
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ロッテアサヒ酒類
www.asahibeerk.com

主要事業 輸入酒類卸売

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年に社名を変更して新たに出発

を成し遂げ、現在はビールや日本酒を輸入、販売し

ている輸入酒類流通専門企業としての名声を高めて

います。洗練されたすっきりとした味で愛されてい

る‘アサヒビール’は、韓国内輸入ビール市場でシェ

ア第1位を維持しています。(2018年自社調査基準) 

‘白鶴’、‘黄桜’、‘神戸酒心館’などの日本の有名酒造

会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。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 コーヒー製造加工および販売

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、設立され

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

製品およびペットフード‘ピュリナ’を生産、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。

ロッテ流通事業本部
www.lottelmsc.com

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。

1

ロッテフード
横城
パスツール
ウィズママ 
生産ライン

2

ロッテリア
インドネシア

3

エンジェリナス
コーヒー 
インドネシア
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プロフィール 
2019

事業の
概要

LOTTE GRS
www.lottegrs.com

主要事業 食品 • 飲料フランチャイズ

2,136韓国内
店舗数 314海外

店舗数

2019年 3月 基準

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

ーロッパ風レストランヴィラデシャーロット、ファ

ミリーレストランT・G・I・プライデイス、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。海外進

出も活発に推進しており、ベトナム、インドネシア、

ミャンマー、カンボジア、カザフスタン、ラオス、モ

ンゴルの各国に、ロッテリアおよびエンジェリナスの

海外支店(計314店舗)を運営し、世界の人々の味覚

を魅了しています。多様なブランドのフランチャイ

ズ事業を通じて蓄積したグローバル市場においての

確固たる競争力を基盤に、アジアを代表するマルチ

ブランド外食フランチャイズ企業に成長して行きます。

1

2

3
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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
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、
ロッテハイマート、コリアセブン、LOHB’s (ロブス)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。エフアールエルコリアも韓国内SPA
ファッション第1位ブランド‘ユニクロ’で、沢山のお客様から愛されています。さらに、ロッテ
メンバーズはロッテをはじめ、提携社別にカスタマイズされた様々なサービスを提供し、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。

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
百貨店は、ロシアをはじめに、中国、ベトナム、インドネシアの順番に進出し、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。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。

変化と革新で
流通産業の発展を

リードします。

アジアを代表する
グローバル流通企業へと

飛躍して行きます。

  

ロッテ百貨店アベニューエル - 蚕室

流通

RETAIL
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ロッテ百貨店
store.lotteshopping.com

主要事業 百貨店 

57韓国内
店舗数

2019年 3月 基準

ロッテ百貨店は1979年に設立以来、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。百貨店、

ヤングプラザ、アベニューエルに続き、複合ショ

ッピングモール、プレミアム・都心型・ファクト

リーアウトレット、ヤングストリートファッショ

ン専門店エルキューブなど社会構造や購買パター

ンの変化に対応できる多様な流通チャネルを新た

にリリースし流通の革新を導いています。また、

モバイルを中心にオンラインショッピングを拡大

する一方、スマートピック、スマートクーポンブ

ック、スマートビーコンなどオン・オフラインを

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57店舗を展開しており、海外進出

にも積極的に乗り出し、ロシア、中国、ベトナム、

インドネシアには計8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。

8海外
店舗数

ロッテマート
www.lottemart.com

主要事業 割引店

126韓国内
店舗数 61海外

店舗数

2019年 3月 基準

ロッテマートは、1998年に第1号店である江辺店オ

ープン以来、飛躍的な発展を重ね、韓国内外で計

187店舗を保有するグローバルな販売代理店に成長

しました。韓国では、ディスカウントストアにて

トイザラス、ペットガーデン、ベビーザラスなどの

専門店や会員制ディスカウントストアであるビッ

グマーケットなど、多様な流通チャネルを運営し

ています。‘トンクン’、‘ソンクン’、‘チョイスエル’

などのブランドで1万個のPB商品を開発して商品の

競争力を向上させており、さらに、生鮮食品をはじ

めとする商品の品質革新にも力を入れています。

ディスカウントストア店の店舗改革も積極的に進

め、2015年からは特化した店舗を導入した次世代

店舗を新たに展開しました。また、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61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。

1

ロッテショッピング 
アベニュー 
インドネシア

2

ロッテマート
ベトナム

1

2

ロッテスーパー
www.lottesuper.co.kr

主要事業 スーパーマーケット

No.1店舗数・
売上高業界順位 46%

市場
占有率

2018年、SSM 4社 基準

ロッテスーパーは2001年に第1号店である典農店オ

ープンを始めに、流通産業の発展をリードしてきた

韓国第1位のスーパーマーケットです。韓国の消費

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。最近では、ロッテプレミアムフ

ードマーケットをオープンし、本格的にプレミアム

食品市場への進出を宣言しました。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。
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ロッテ
ハイマート
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セブンイレブン

3

ロッテ
ホームショッピング 

コリアセブン
www.7-eleven.co.kr

主要事業 コンビニエンスストア 

コリアセブンは1989年に韓国初のコンビニエンスス

トア、セブンイレブンのオープンと同時に飛躍的な

成長を続けてきました。2010年にBuy the wayとの

合併で事業を大幅に拡張しており、2019年3月を基

準に韓国で9,617店の店舗を展開しています。お客様

のライフスタイルや消費パターンの変化に素早く対

応して、複合コンビニエンス空間をコンセプトに、

お弁当カフェや国内初のハンドペイスマートコンビ

ニエンスストアのシグネチャ、すっきりとした味わ

いのドリップコーヒーを提供するセブンカフェの導

入など、コンビニエンスストアの新しい進化をリー

ドしています。また、‘ヨーグルトゼリー’、‘ツナラ

ーメン’など、差別化されたPB商品を継続的に披露

し、大きな人気を得ています。

エフアールエルコリア
www.uniqlo.kr

主要事業 衣類、流通販売 

185韓国内
店舗数

2019年 3月 基準

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FAST 

RETAILINGの合弁会社で、グローバルなSPA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。韓国に計185店の直営店舗を展開してい

る国内第1位のSPAファッションブランドに成長し

ており、いつでもどこでも誰でも着ることができる

高品質のベーシックカジュアルをリーズナブルな価

格で提供することで、すべての年齢層のお客様から

愛されています。

ロッテハイマート
www.himart.co.kr

主要事業 家電製品卸 • 小売

No.1家電専門店 
市場占有率順位 464韓国内

店舗数

市場占有率 2018年、店舗数 2019年 3月 基準

1999年に設立されたロッテハイマートは韓国に

464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、11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、‘ホーム・アンド・ライフスタイル・レテイ

ラー’として新たに変化しています。また、オンライ

ンショッピングモールやオン・オフラインを組み合

わせたオムニチャネルサービスを継続的に強化し、

既存の店舗は‘ホーム・アンド・ライフスタイルショ

ップ’としてリニューアルすることで、お客様にとっ

てより便利なワンストップショッピング環境を構築

して行きます。

ロッテeコマース
www.lotte.com

主要事業 オンラインショッピングモール 

1996年に発足した韓国初のオンライン総合ショッピ

ングモール、ロッテドットコムはロッテの豊富な実

物流通インフラと電子商取引のノウハウを組み合わ

せたショッピングサービスを提供し、着実に発展し

てきました。ロッテドットコムのオンラインサイト

には一日平均100万人のお客様が訪問しており、店頭

ピックアップサービスの‘スマートピック’、イメージ

検索サービス‘スタイル提案’、AIショッピングアドバ

イザー‘シャーロット’などの最先端技術を駆使したサ

ービスで他にはないショッピング体験をお客様にお

届けしています。2018年8月にロッテショッピング

の事業部として新たに展開されたロッテeコマース

は、2020年に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’の配信を控えて

います。‘ロッテON’は一回のログインでロッテの流通

関連7社（ロッテ百貨店、ロッテドットコム、ロッテ

マート、ロッテスーパー、ロッテホームショッピン

グ、ロッテハイマート、ロブス）のオンラインショ

ッピングモールをすべて利用できる統合ショッピン

グアプリです。‘ロッテON’は3,900万人のロッテメン

バーズ会員をはじめ、1万1000以上のオフライン店

舗、2,000万個以上の商品ソーシング能力を備えてお

り、これらのインフラをベースにO4O (On-line for 

Off-line)戦略の中軸へと成長していく計画です。

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

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

優秀な商品を提供しています。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Tコマースチャ

ンネルの強化、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、急激に変化する流通環境に

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。

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。

ロッテ
プロフィール 
2019

事業の
概要
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LOHB’s (ロブス)
www.lohbs.co.kr

主要事業 H&B 流通

H＆B(Health＆Beauty)ストアLOHB’s (ロブス)は

2013年、第1号店のオープン以来、差別化された商

品戦略や店舗フォーマットの多様化、効果的なマー

ケティングを推進し、急速に成長してきました。ヘ

ルス、ビューティー、ライフスタイル、食品などの

平均6千種の商品を各店舗で販売しており、韓国内

に128店舗を運営しています。継続的な商品および

店舗競争力の強化と共に、2017年7月に初めてロー

ンチした‘ロブスオンラインモール’など新たな成長

動力の確保にも力を入れて、業界第1位へと躍進で

きる確かなる基盤を構築して行きます。

39,000,000L.POINT 
会員数

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

2019年 3月 基準

ロッテメンバーズはロッテ以外の様々な生活密着型

業種との提携により、カスタマイズされたメンバー

シップのサービスを約3,900万人のL.POINT会員に

提供しています。提携企業や加盟店を対象に最適化

された分析コンサルティングサービスやマーケティ

ングプラットフォームを提供し、充実した収益創出

と共に円滑な顧客とのコミュニケーションをサポー

トします。2016年にはロッテの代表モバイルペイ

メントであるL.payを買収し、業界をリードしてい

ます。また、中国、インドネシア、ベトナムなど

L.POINTを展開して、アジアNo.1のマーケティング

プラットフォームとして飛躍するためにグローバル

メンバーシップ事業を拡大して行きます。
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ロッテホテル - ニューヨーク
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多彩な新感覚の
 観光文化を

 創造します。

サービス産業の
グローバルな競争力を

強化します。
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FINANCE
R&D· SUPPORT

TOURISM
 SERVICE

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
物産が開発した123階建てのロッテワールドタワー・モールは、韓国を代表するランドマーク
になることが期待されています。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。

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、ロッテ資産開発、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。

観光 • サービス
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ロッテホテル
www.lottehotel.com

主要事業 観光ホテル 

19韓国内
チェーン店数

2019年 3月 基準

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30軒のホテル、1万余り

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、2009年プレミアムビ

ジネスホテルブランド‘ロッテシティホテル’をロー

ンチし、韓国内でビジネスホテルブームの火付け役

となりました。また、2016年にはライフスタイルを

提案するホテルブランド‘L7’を展開し、トレンドに

敏感なミレニアル世代からの支持を獲得しました。

そして、2017年には世界的なランドマークとなる

‘蚕室ロッテワールドタワー’の最上級ホテルブラン

ド‘シグニエル’の成功的なオープンを果すことで、

より多様な顧客層のニーズに応えられるパーフェク

トなブランド内容を揃えられるようになりました。

海外進出にもより拍車をかけて、2010年にロシアの

モスクワをはじめ、2013年ウズベキスタンのタシケ

ント、ベトナムのホーチミン、2014年にベトナムの

ハノイ、アメリカのグアム、2015年にアメリカのニ

ューヨークでの支店開業を果しました。続いて、

2017年にはミャンマーのヤンゴン、ロシアのサンク

トペテルブルク、日本の新井、2018年にロシアのサ

マラとウラジオストクにも進出領域を拡大させて現

在海外の主要拠点都市に11軒のホテルを運営してい

ます。ロッテホテルは差別化された設備と期待以上

の感動を与えるサービスに心がけて韓国のみならず

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。

11海外
チェーン店数

ロッテワールド
adventure.lotteworld.com

主要事業 観光サービス  

10,000,000年間
入場客 

2019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、アンダーシーキングダム、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

アクアリウムをオープンしました。続いて、2016年

にはキッズパークであるロッテワールドアンダーシ

ーキングダムを、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。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5万5千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、韓国最大規模のキッズパー

クであるロッテワールドアンダーシーキングダムも

ますます人気が高まっています。2017年4月にオー

プンした韓国最高、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は多くの観光客で

賑わう韓国のランドーマークとなっています。今後、

ロッテワールドは韓国内の東釜山と中国の瀋陽にテ

ーマパークをオープンし、ベトナムのハノイにアク

アリウムのを推進するなど、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。

ロッテ免税店 
kr.lottedfs.com

主要事業 免税店

8韓国内
免税店数 12海外

免税店数

2019年 3月 基準

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

・英語の4ヵ国語対応のサイトを運営しています。

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、タイ、ベトナ

ムなどにも店舗をオープンし、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、2019年1月から

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。これにより、現在ロッテ

免税店は韓国内を含め8ヵ国で計20の店舗を運営し

ています。ロッテ免税店はアジア第1位、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。

1

ロッテホテル
済州

2

ロッテ免税店 
インドネシア

3

ロッテワールド
アドベンチャー
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ロッテ
プロフィール 
2019

事業の
概要
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ロッテジェイティービー 
www.lottejtb.com

主要事業 韓国内、海外旅行 

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。韓国に計170店の店舗を運営

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。

ロッテ資産開発
www.lottedevelop.com

主要事業 総合資産開発 

ロッテ資産開発は、不動産開発や複合ショッピング

モールの運営、コンサルティング、資産管理、住居

運営、共有オフィス運営、不動産金融(REITs AMC)な

どの業務を行う総合ディベロッパー会社です。韓国

では、ロッテモールの金浦空港店、水原店、恩平

店、ロッテワールド店、ロッテモール水枝店(予定)、

そして、ファッションモールのロッテフィットイン

東大門店、山本店などを運営しており、知識産業セ

ンターおよびオフィステル分譲、住宅運営事業、資

産管理事業など、様々な業務を行っています。海外

では、中国成都複合団地、ベトナムのロッテセンタ

ーハノイに続き、ロッテモールハノイ、エコスマー

トシティホーチミンなどその他アジア各地で新たな

開発を進めています。韓国内外で蓄積された最高の

力量をベースに、継続的な価値創造をリードする

Global Asset Developerとして成長して行きます。

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

ロッテ
プロフィール 
2019

事業の
概要

ロッテ物産
www.lwt.co.kr/lottepnd

主要事業 蚕室超高層および
 複合ショッピングモール開発 • 運営  

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1億人以上の流動人口

が流入する世界的な観光名所になると期待してます。

555m
ロッテ
ワールド
タワー高さ

123ロッテ
ワールド
タワー階数

1

2

3

ロッテrental
www.lotterentacar.net

主要事業 車両 • 一般レンタル 

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、IT機器、環境・生活用家電、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を通じて総合レンタ

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20万台以上の車両を保有

しており、その規模は韓国第1位、アジア第1位、そ

して世界第6位を誇ります。また、220以上の営業ネ

ットワークを備えており、海外でもベトナムとタイ

における海外支社を運営しています。ロッテrentalは

韓国とアジアを越えて世界で活躍するグローバル総

合レンタルサービス企業へと飛躍して行きます。

1

ロッテ
リゾート
束草

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

ロッテリゾート
ゴルフ www.skyhill.co.kr

リゾート www.lotteresort.com

主要事業 複合リゾート

ロッテカルチャーワークス
www.lottecinema.co.kr

主要事業 映画館、映画投資 • 配給、公演、OTT

123韓国内
映画館数      56海外

映画館数

2019年 3月 基準

1999年からマルチプレックス映画館スタイルのロッテ

シネマを運営し、韓国映画産業の発展に寄与してき

たロッテカルチャーワークスは映画投資・配給、公

演、OTT(Over The Top)など事業領域を文化産業全般

に拡大させています。韓国内では123軒の映画館を運

営しており、世界初のLEDスクリーンを導入した上映

館‘スーパーS(SUPER S)’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(SUPERPLEX G)’など、他にはない技術と最高

水準の施設を採用し、お客様が満足できるサービス

を提供しています。2008年から海外市場の開拓にも

積極的に取り組んでおり、ベトナムに42軒、中国に

13軒の映画館を開館しています。さらに、インドネ

シアにも初めて映画館を展開するなど、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

イメントによる映画‘神と共に’をはじめとする年間

10本以上の韓国映画やパラマウントピクチャーズ(ハ

リウッドの大型配給会社)による洋画の輸入および配

給など、優れた映画を安定的に供給しています。 

2018年には韓国初の‘連続千万観客動員’という記録を

達成するなど、配給市場シェア1位の座を獲得し、韓

国映画産業を代表するブランドとして認められてい

ます。

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リゾート

専門企業です。済州に建てられたアートヴィラズは

世界的な建築家5人による独創的なデザイン哲学に済

州の自然が調和して作り上げた高品格プレミアムリ

ゾートです。アートヴィラズに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、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。
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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

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

湾荷役、国際物流などのカスタマイズ総合物流サー

ビスを提供しています。ロッテグローバルロジスは

2023年の売上高5兆ウォンのGlobal Top-tier物流企業

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。

ロッテ情報通信
www.ldcc.co.kr

主要事業 総合ITサービス   

ロッテ情報通信は流通、製造、化学、建設、金融、

医療といった全産業分野におけるシステム設計、開

発、構築、コンサルティングなどの総合ITプラットフ

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

海外スマートシティ分野で差別化された価値を提供

しています。グローバル事業においてもベトナム、

インドネシアなどを中心に海外市場への進出をさら

に拡大しています。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

主要事業  広告代行 

大弘企画は、1982年の設立以来、数多くの成功を

おさめ、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きました。差別化戦略とクリ

エイティブで科学的な媒体分析システム、デジタ

ル競争力をベースに、統合マーケティングソリュ

ーションを提供しており、モバイルクーポン事業

などO2Oオムニチャネルを活用した新規事業に領

域を広げています。中国、インドネシア、ベトナム

を中心に海外市場にも積極的に進出し、総合的な

マーケティングソリューションを提供するグロー

バル企業に成長するための力量をさらに強化して

行きます。

ロッテジャイアンツ
www.giantsclub.com

主要事業  文化 • スポーツ     

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、1985年、1995年、1999年には準優勝を

記録した名門球団です。球団の効率的な運営と選

手たちの競技力強化のために、多角的な努力を継

続しています。また、ホーム球場施設の改善と観

客の利便性の向上、ファンサービスの拡大に継続

的に投資してファンの皆様の変わらない愛と声援

に応えています。
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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

ロッテ
ジャイアンツ
社稷野球場

1

2

3

ロッテ商社 
www.lotteintl.co.kr

主要事業 貿易 

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、ロシアなどに現地法人を設

置し、グローバルソーシングを通じて、高品質の原

料や完成品をロッテの食品・流通部門の系列会社に

安定的に供給しています。また、PB化粧品をはじめ、

日本花王の生活用品を独占輸入しており、オースト

ラリアの専用牧場で生産される牛肉は‘L’grow’とい

うブランドとして流通会社に直接供給しています。

さらに、ロシア沿海州で栽培される豆やトウモロコ

シは現地で販売するだけでなく、韓国内へ輸入も行

っています。ロッテ商社は、継続的なSCM事業の拡

大を通じて、お客様の価値を創造するサプライチェ

ーン革新パートナーになります。 キヤノンコリア
ビジネスソリューションズ
www.canon-bs.co.kr

主要事業 事務機器の統合ソリューション

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、事務機器の統合ソリューション専門

企業として高い力量と信頼を得ています。商業用

高速印刷機からデジタル複合機、インクジェット

・レーザープリンター、スキャナー、プロジェク

ター、計算機に至るまで、業界唯一のフルライン

ナップを備えており、セキュリティと効率的な業 

務をサポートするソリューションも提供してい 

ます。事務機器以外にも、医療機器、ミニプロジェ

クター、3Dプリンター、ネットワークカメラ、産業

設備など、未来志向の産業へと事業領域をさらに拡

大して行きます。

韓国富士フイルム
www.fujifilm.co.kr

主要事業 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

ハウを活かしたインスタントカメラブランド‘インス

タックス’から、フォトブックや撮影・印刷サービス

などの高品質イメージングソリューション、セレブ

の独占イメージを提供する‘リップス’まで、様々なサ

ービスを拡大しています。また、お客様がより手軽

にフォトライフを楽しめるよう、APPベースの簡単

な撮影・プリントサービス‘グラブピック’、‘ポプピ

ック’などの新しい概念のサービスも始めています。

さらに、ワールドタワーのソウルスカイ展望台のよ

うなランドマークやテーマパークに独自開発したク

ロマキーフォトソリューションを提供して訪問者に

一味変った楽しみ方を提供しています。また、新

しいコンセプトのスタジオをベースにした撮影店舗

も拡大させています。2019年3月にロンチーしたビ

ューティーケアブランド‘エル.リニック(L.linic)’では

LEDマスクをはじめとするホームビューティー機器

の事業を推進しています。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サービ

スを提案することで、関連産業分野をリードしてい

きます。
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LOTTE Chemical - マレーシア

ロッテ
プロフィール 
2019

事業の
概要

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、
韓国基幹産業の発展に貢献しながら成長してきました。LOTTE Chemical、韓国内外に大規
模な生産設備を備えて、石油化学の基礎原料から特殊製品まで生産しており、合弁会社や子
会社とのシナージ効果を生み出すことでグローバル化学企業に発展しています。2016年に
ロッテ精密化学とロッテ先端素材、ロッテBP化学が新たに展開され、ロッテの化学部門はよ
り多様な事業ポートフォリオを構築することになりました。高付加価値スペシャリティ製品
の比重を拡大してエタンクラッカーをはじめとする原料を多様化するなど、信頼性の高い高
収益事業のポートフォリオを早期に構築して、グローバル市場で認められる総合化学企業の
ビジョンを実現していきます。

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
をリードする企業として活躍しています。

グローバル総合
化学企業の力量を

備えていきます。

産業の効率と
生活の利便性を

提供します。

FOOD
RETAIL
TOURISM·SERVICE
CHEMICAL·CONSTRUCTION
FINANCE
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CHEMICAL
CONSTRUCTION
化学 • 建設 
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LOTTE Chemical
www.lottechem.com

主要事業 石油化学

3韓国内
工場数 150海外

輸出国数

2019年 3月 基準

1976年に設立されたLOTTE Chemicalは麗水、大

山、蔚山に大規模な生産設備を備えた油化学団地を

造成しました。ここでは、エチレン、プロピレンな

どの基礎油分からHDPE、LLDPE、EVA、PP、機能

性樹脂、EG、SM、BD、PET、PIAなど、多様な化学

製品を生産しています。また、日本の三井化学、イ

タリアのベルサリス、アメリカのアキシアルオール

をはじめとする韓国内外の有数の化学企業と合弁法

人を設立して、様々な特殊加工製品も生産、供給し

ています。また、パキスタン、マレーシア、インド

ネシア、イギリス、アメリカ、中国、ウズベキスタ

ンなどで生産法人を稼働させており、中国、香港、

ロシア、アメリカなど世界の主要地域には現地法人

や海外支社を運営するなど、海外事業のための基盤

もより拡大させています。特に2016年には10年以上

にわたり進めてきたウズベキスタンにあるスルギル

地域の天然ガス田の開発・建設プロジェクトが成功

的に完了しました。2019年2月から稼働を始めたア

メリカのEG(エチレングリコール、合成繊維の主原

料)工場では年間70万トンの生産を予想しており、

2019年3月からはECC工場における商業的生産を行っ

ています。また、PET、ナイロン樹脂、原糸などを

生産するKPケムテック、熱可塑性長繊維強化樹脂応

用製品を生産するサムバクLFT、各種ユーティリテ

ィや物流サービスを提供するシーテック(Seetec)な

どの子会社との協力も一層強化しています。LOTTE 

Chemicalは高いグローバル競争力をベースに、原料

の多様化と事業の多角化、メガトレンド事業の拡大

を積極的に推進し、グローバルトップ７位の企業を

目指します。

ロッテBP化学
www.lottebp.com

主要事業 石油化学   

90%
酢酸・酢酸
ビニール
韓国内 
市場占有率

No.3アセチル

アジア生産

規模順位

2019年 3月 基準

ロッテBP化学は1989年にイギリスBPとの合併によ

り設立し、2016年にロッテの一員となった石油化学

企業です。高品質の酢酸、酢酸ビニール、水素など

を生産し、韓国内外に供給を行っており、韓国市場

のシェアは90％に達しています。2019年4月に酢酸

工場の増設、2020年9月の酢酸ビニール工場の増設

を通じて生産設備の規模としては年間生産量105万ト

ン、アジア3位のレベルに達すると予想しています。

今後、ロッテBP化学はロッテ化学部門の系列会社と

緊密に協力することで、アジア最高のアセチル生産

企業を目指します。

32
No.1

グローバル
生産・販売
拠点数

MMA
韓国内市場
占有率順位No.1

No.1
韓国内ポリ
カーボネート(PC)
生産量順位

MMA
世界生産順位
(三菱を含む)

ロッテ先端素材
ロッテ先端素材 www.lotteadms.com

建築資材 www.staron.com

主要事業 合成樹脂、建築資材

2019年 3月 基準

2019年 3月 基準

2016年ロッテの化学部門会社として新たに発足し

たロッテ先端素材は、合成樹脂や建材事業を運営

するグローバル素材専門企業です。韓国の麗水生

産工場をはじめ、アジア、アメリカ、ヨーロッパな

どに約32ヵ所の生産・販売拠点を運営しており、

生産された高付加素材は、世界中90ヵ国以上に輸

出しています。ABS、ASA、EPS、などのスチレン

系樹脂とポリカーボネート(PC)、高機能EPなどの

エンジニアリングプラスチックを生産して、家

電、携帯電話、自動車、建築、医療機器など、 

様々な産業へカスタマイズ素材ソリューションを

提供しています。また、韓国内外の建設業界に人

造大理石やエンジニアドストーンなどの高機能建

築資材を提供して、美しく快適な空間作りに貢献

しています。特に冷蔵庫用押出ABS、自動車用メッ

キABS、無塗装耐スクラッチ樹脂、携帯電話用高衝

撃PCは独歩的な技術競争力で世界市場で第1位を

占めています。ロッテ先端素材は差別化された製

品の品質、グローバル運営システム、エコ技術など

のコア競争力をさらに強化し、市場および技術を

リードする超一流の高付加価値素材企業として発

展して行きます。

LOTTE MCC
www.lottemcc.com

主要事業 石油化学

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。
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LOTTE Chemical
アメリカ

2

ロッテ先端素材
麗水

1

2
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ロッテ建設CM事業本部
www.lottecon.co.kr

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。

ロッテ建設
www.lottecon.co.kr

主要事業 総合建設

73th2018 
グローバル 
ENR順位

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 

とに、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、 

超高層ビルや不動産賃貸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

された技術と事業の企画から建設、運営までの全

段階の実行経験を保有しています。かねてから海

外市場の開拓も積極的に取り組み、中東、ロシア、

中国、アジアなどで様々な事業を展開しており、 

また、インドネシア、ベトナムなどの東南アジアを

中心に事業を拡大して、グローバル総合建設会社の

競争力をさらに高めていく予定です。

8th2018 韓国内
施工能力
評価順位

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

1

ロッテ
精密化学
蔚山

2

ロッテ建設
原州
ロッテキャッスル
ザファースト
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ロッテ
アルミニウム
安山
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ロッテ精密化学
www.lottefinechem.com

主要事業 精密化学

No.1 100機能性
スペシャリティ
セルロース
製品の
輸出国数

ロッテ精密化学は1964年に‘韓国肥料’として発足し、

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

に供給しました。2000年代に入ってからは技術力

に基づく環境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

続けてきました。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などは韓国第1位の市場占有率を

記録しています。また、これらの高品質の製品は、

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。

2019年 3月 基準

メセルロス・
ECH・TMAC
など韓国内
市場占有率順位

ロッテアルミニウム 
www.lotteal.co.kr

www.lottelem.co.kr 

主要事業 包装素材‧自動販売機‧ボイラーなどの製造

6韓国内
工場数 1海外

工場数

2019年 3月 基準

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ヵ所の生産施設からはアルミニウム箔、

軟包装材、缶、ペットボトル、段ボール箱など様々

な製品を生産しており、海外にも事業を拡大し、イン

ドネシアでは現地生産体制を整えています。また、

EM事業本部では、1973年以来の自動販売機、ショ

ーケース、ボイラーなどを製造および供給を行って

おり、駐車場設備、店舗メンテナンスなどまで事業

分野を拡大しています。今後もロッテアルミニウム

は環境に優しい、高付加価値製品をベースに顧客満

足度と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。 

1

2

3
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1

ロッテカード

2

ロッテ損害保険

1

2

ロッテの金融部門は、クレジットカード、損害保険、
与信金融、決済・精算システムなど、様々な金融サービスを
提供しています。継続的なリスク管理とともにモバイル
簡単決済をはじめとする新規事業への進出を通じて、
競争力を強化し、信頼される金融企業に成長します。

FINANCE
金融

ロッテカード
www.lottecard.co.kr

主要事業 クレジットカード

7,916,000クレジット
カード会員数 

2019年 3月 基準

ロッテカードは韓国最大級の流通およびサービス

ネットワークを保有している韓国を代表する流通

系クレジットカード会社です。日常生活でよく

利用する百貨店、マート、ホームショッピング、

映画館などのロッテのインフラ全体を網羅するサ

ービスネットワークを備えており、全国のロッテ

の店舗のどこでも現金のように簡単に使用できる

L.POINTを中心に強力な割引やポイントサービス

を提供しています。また、様々なライフスタイル

を考慮した業種別に特化されたカードや競争力の

あるサービスの開発に取り組んでいます。ロッテ

カードは、お客様の価値を最大化する生活金融サ

ービスおよびロッテの生活密着型インフラを組み

合わせた最高レベルの生活金融ネットワークを構

築して行きます。

ロッテ損害保険
www.lotteins.co.kr

主要事業 損害保険 

A+保険金支給
能力評価

2019年 基準

ロッテ損害保険は1946年設立以来、73年間内部的

に充実した経営により安定的に成長を続けてきた

伝統と信頼のある損害保険会社です。お客様中心の

経営をベースに長期保険、自動車保険、損害保険な

ど、さまざまな損害保険商品や金融サービスを提供

しています。 ‘ハウマッチダイレクト’を通じて充実

した商品を提案し、ダイレクト保険部門をリードし

ています。 内部インフラの改善とアンダーライティ

ング、損害査定などの専門人材の確保、全社員の保

険専門家養成にさらに力を入れて‘Create Value with 

Customer’というビジョンを実現して行きます。

EB Card • MYbi
EB Card、Cashbee www.cashbee.co.kr  

MYbi www.mybi.co.kr

主要事業 統合交通カードシステム、電子
 マネー発行、プリペイド電子支払
 手段の発行および管理

EB CardとMYbiはRFスマートカードの技術力をベー

スに全国バス料金の決済・精算システムや電子決済

システムを開発‧運営しており、早くて簡単な決済

サービスを実現させました。2010年には、全国の公

共交通機関を基本にしたコンビニ、ショッピング、

外食などの流通決済、L.POINTを組み合わせたプリペ

イド交通カードの共同ブランド、‘Cashbee’を発売し

ており、ターミナルに行かずに、インターネットや

モバイルで市外バスを予約できるサービス‘バスタゴ’

を運営しています。EB CardとMYbiは継続的な技術開

発により、交通、流通、インターネットなどあらゆ

る分野で使用可能な決済システムを実現しており、

お客様により豊かな暮らしを提供していきます。

ロッテキャピタル
www.lottecap.com

主要事業 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

門金融会社として、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。

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

ロッテPS Net
www.lottepsnet.com

主要事業 CD/ATM • 精算自動化機器運営

ロッテPS Netは韓国ロッテ流通店、主要ターミ 

ナル、サービスエリアなどのATM(CD/ATM)機器

を運営する金融専門企業です。韓国最大のATMイ

ンフラ(非銀行基準)を保有しており、2009年に韓

国初となる金融機関とのマルチ提携を開始しま 

した。‘金融機関と同一手数料のすべての銀行の

ATM’を目標に、いつでもどこでも安全かつ便利に

使用できる金融サービスとポイント・交通カード

チャージ、モバイル商品券販売などの多様な付加サ

ービスを提供するために最善を尽くしています。
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事業の
概要

ロッテ福祉財団
www.lottefoundation.or.kr

主要事業 社会福祉 

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、祖孫家庭(祖

父母と孫の家庭)学用品支援、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。

ロッテ三同福祉財団
www.lottefoundation.or.kr

主要事業 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

水準の向上、教育格差の解消を通じた人材育成など

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

りだしています。

ロッテ中央研究所
www.lotternd.com

主要事業 総合食品研究開発、食品衛生管理

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、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

のベカシ、ベトナムのホーチミン市に研究所を運

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く革新的な研究所になり

ます。

ロッテ人材開発院
www.lotteacademy.co.kr

主要事業 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

力を入れています。社員が急変する経営環境と激

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関連のコンサルティングも行っています。

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。

ロッテ未来戦略研究所

主要事業 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。

1

ロッテ中央研究所

2

ロッテコンサートホール

1

2

ロッテの研究・サポート部門は、R＆Dおよび人材育成、
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、
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。

R&D ·SUPPORT
研究 • サポート

ロッテ奨学財団
www.lottefoundation.or.kr

主要事業 奨学および教育福祉  

1,374 
45,573 

1983年～2018年の累積
事業費 (単位：億ウォン)

1983年～2018年の累積
奨学生数 (単位：人)

1983年に発足したロッテ奨学財団は、韓国内外で奨学

事業と教育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

子孫奨学金を設け、タイ、エチオピア、フィリピン

など朝鮮戦争に参戦してくれた方への感謝の気持ち

を伝えています。それから、韓国内外の図書館の再

建築など、貧困層の教育環境を改善するために教育

福祉事業を活発に取り組んでいます。最近では、学

術発展を奨励するための優秀出版社を支援する出版

文化大賞や南北交流拡大のための学術セミナー支援

事業などを行っています。

ロッテ文化財団
www.lotteconcerthall.com

www.lottemuseum.com

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

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。
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SHARINGSUPPORTING
社会の問題解決と健康的な環境保全へ寄与し、協力会社と共に成長しながら、

温かい社会と新しい希望を共有します。

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、

社会と環境において持続可能な発展を支援します。

SOCIAL RESPONSIBILITY 

75

1.
社会貢献

2.
環境経営

3.
同伴成長

SOCIAL CONTRIBUTIONS
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
WIN-WIN GROWTH
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社会貢献SOCIAL 
CONTRIBUTIONS

女性と母親が幸せな世界
ロッテは女性・育児関連CSR統合ブランドである‘momピョンハン(ママの気楽な)’を導入し、

女性と母親が幸せな世界を作るために努力しています。最前方地域における軍官舎の育児環

境改善のための‘momピョンハン(ママの気楽な)共同育児センター’、女性社会福祉士とその家

族のためのキャンプ‘momピョンハン(ママの気楽な)ヒーリングタイム’、プレママに必要な育

児用品や産前教育を支援する‘momピョンハン(ママの気楽な)プレママプロジェクト’などを推

進することで、女性や育児中の母親に温かい応援を送り続けています。また、‘momピョンハ

ン(ママの気楽な)遊び場’、‘momピョンハン(ママの気楽な)夢ロフト’など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。

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

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

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ぬくも

りを分かち合う活動を進行しています。また、ロッテカルチャーワークスでは、映画俳優と

観客との対話イベントに寄付活動を組み合わせたプログラム‘Happy Anding Star Chair’を通

じて観客が手軽に社会貢献活動ができるイベントを行っています。

隣人愛を実践する奉仕
ロッテ社員はロッテの分かち合い経営に積極的に参加し、各事業所が所属する地域社会を中

心に、様々なボランティア活動を行っています。地域の児童センターの子供たちと毎月様

々なプログラムを行うロッテマートの‘シャルロッテ奉仕団’、祖孫家庭と縁組をして精神

的、物質的支援を行うロッテハイマートの‘幸せ3大キャンペーン’、福祉施設や低所得層の住

居環境を改善するためのロッテ建設の‘ラブハウス’、貧困層のための歯科診療サービスを提

供するロッテ製菓の‘ドクターキシリトールバスが行く’などの各系列会社別に社員が直接参

加するボランティア活動を通じて隣人と心を分かち合っています。

世界へ広がる分かち合いの心
社会的問題を解決して、地域社会と共に発展するためにロッテが実践している取り組みは、

国境を越えて世界で活発に行われています。また、ベトナムでは‘ロッテ流通・サービス教育

センター’を設立し、貧困層のための職業教育を提供しており、‘ロッテスクール’事業を通じて

貧困地域の小学生たちがより快適な教育環境で学習できるよう教室の改造および教育器材の支

援を行っています。さらに、飲料水が不足しているベトナム、インドネシアの貧困地域に雨

水ろ過装置を提供することで、現地住民の生活環境改善に貢献しています。 

SOCIAL CONTRIBUTIONS
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
WIN-WIN GROWTH

ロッテが持つ能力や資源を活用して、
周囲へのサポートや社会を変化させる
社会貢献活動の積極的な実践により、
共に生きる幸せな世界を切り開きます。

新しくできた
図書館で
先生や友達と
一緒に勉強をしたり、
楽しい遊びを
したりして、
毎日が楽しく
なりました。
-
ベトナム
ロッテスクール

1.

ロッテ
プロフィール 
2019

私たちの学校は、
新しい本もたくさん

読めるし、
ガーデニングような

特別授業もよく
開かれていて、

いつも楽しいです。
-

中国
希望工程小学校

以前は雨が
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
嬉しいです。
-
インドネシア
雨水ろ過装置支援事業

スーパーブルーマラソン

momピョンハン(ママの気楽な)遊び場
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社会
責任

ロッテは同伴成長推進組織を備えて
取引インフラの改善、共有価値創出の
ための実質的な協力会社への支援制度を
実施しており、韓国内外で様々な成果を
上げています。

共有価値を創出する緊密な協力
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。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

を模索し、海外販路の開拓に力になっています。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。

また、ロッテはスタートアップの成長および青年雇用創出に貢献するために、創業保育企業

である‘ロッテアクセラレータ’を設立し、スタートアップの募集および育成、インフラ提供

など、さまざまな支援策を増やしています。さらに、青年農家育成プログラムを通じて選抜

された青年たちに生産設備などを提供して実践的なトレーニングをサポートすることによ

り、青年雇用の創出および環境にやさしい農産物販路の拡大など、環境にやさしい農業にも

活気を吹き込んでいます。

取引インフラ改善のための努力 
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

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

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

成長ファンドを合計7,520億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

います。これと共に現金決済率の向上、代金支給期限の短縮、名節代金の早期支給、特殊業

種を除く全グループの協力会社対象の相生決済システム導入の義務化など、協力会社の円滑な

資金供給のために代金の入金改善にも力を入れて、共に発展するための具体的な実践案を用

意しています。 

同伴成長への確固たる信念
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。

ロッテはすべての系列会社が参加する 
戦略的な環境経営を通じて企業の
社会的責任を果たし、環境保全と
調和できる経済成長を追求して、 
持続可能な発展を実現します。

環境経営への強い実践意志
ロッテは、環境経営に対する強い実践意志をもとに、環境と発展が調和した持続的な経済成

長を追求します。したがって、気候変動対応政策の一環として、オンライン教育コースであ

る‘未来のためのロッテの選択、炭素経営’を開発し、全社員が履修するようにしました。教育

コースは、社員の業務に連携した基本および深化過程で構成されており、実際の業務と炭素

経営が相乗効果を出すことができるようにしました。今後も様々な環境規制の内容を含む

総合的環境経営の教育コースを新たに開発および運営して、各系列会社別に体系的な環境経

営システムを備えて社員と共に様々な環境保全活動を実践する計画です。

事業の特性を活かした環境経営活動
ロッテは、各系列会社別の事業の特性を反映した環境経営活動を積極的に実践しています。

ロッテワールドタワーは収縮熱と地熱冷暖房システム、高断熱ガラスの使用など、環境に優

しくエネルギーの節約ができる技術を様々な方面で駆使し、建物内で必要な総エネルギー使

用量の15％ほどを自社生産しており、‘アメリカグリーンビルディング協議会(USGBC)’から、

世界的エコビル認証である‘リード(LEED)’のゴールドランクを取得しました。ロッテマートは

‘Green Dream LOTTE Mart’というスローガンの下、39の店舗の屋上に太陽光発電設備を設置

して環境にやさしいエネルギーの自社生産とともに二酸化炭素排出削減効果を得ています。

また、LOTTE Chemicalは‘自然と人間の調和を目指すアジア最高の化学企業’という緑の経営

ビジョンを設定して、政府の温室効果ガス・エネルギー目標管理制度に積極的に取り組み、

定期的に使用実績を監視するなど、全社的に温室効果ガスの排出削減と省エネのための様々

な活動を実践しています。 

お客様と共に行う環境経営
ロッテは、お客様と共に行うさまざまな環境経営活動を通じて、持続可能な価値の拡散のた

めに努力しています。ロッテ百貨店では本店および蚕室店にエコ商品のマルチブランドス

トアである‘エコショップ’を着実に運営し、その利益による環境基金で様々な環境保全およ

び気候変化防止活動のために使用しています。ロッテホテルは、客室内のシートやタオル

を毎日洗濯せずに再使用してもいいという表示の‘グリーンカード’を設置し、これにより削

減されたコストを‘Think Nature’キャンペーンに寄付しています。キャンペーンの一環とし

て、社団法人‘未来の森’とともに、中国の内モンゴルにあるクブチ砂漠の砂漠化防止造林事

業を進めるなど、環境経営をさらに強化しています。

同伴成長環境経営

3.2.

SOCIAL CONTRIBUTIONS
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
WIN-WIN GROWTH

ロッテホテル ‘中国内モンゴルの
クブチ砂漠の砂漠化防止造林キャンペーン’

ロッテマート太陽光発電設備

ロッテアクセラレータ　デモデイ

ロッテ百貨店　中小企業海外購買相談会
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ロッテは挑戦と成功の歴史を超え

ニューロッテを目指し

変化と革新を続けています。

透明性と効率の高い経営、

持続可能な成長により

世界のお客様から信頼と愛を受けて

100年企業として跳躍していきます。

人類の豊かな暮らし、

幸せな明日に向けたロッテの挑戦に

期待を込めた応援をお願いします。

ロッテ
プロフィール 
2019




