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番号 操業年 合弁企業名 企業内容 所在地

1 1986 蒼光合弁清涼飲料店 清涼飲料 平壌市

2 1986 大同江合弁食堂 料理，酒類 平安南道成川郡

3 1986 李永三平壌甘栗研究所 栗 平壌市

4 1986 ２月６日合弁会社 わら加工 江原道元山市

5 1987 東海館有限責任会社 料理，酒類 南浦市

6 1987 平壌ゴルフ場合弁会社 ゴルフ場経営 平壌市

7 1987 蒼光合弁会社 食堂，商店 平壌市

8 1987 モランボン合弁会社 既製服 平壌市

9 1987 楽園・星和被服合弁会社 婦人洋服 平壌市

10 1987 月明山合弁会社 長石鉱業 平壌市

11 1987 西山合弁会社 蜂蜜 平壌市

12 1987 元山愛国編織物有限会社 編織物 江原道元山市

13 1987 興徳合弁会社 タイヤ 咸鏡南道成興市

14 1987 南山合弁会社 電機・電子製品 平壌市

15 1987 ルンラ合弁会社 洋服店，商店 平壌市

16 1987 楽園金融合弁会社 金融 平壌市

17 1987 ノアナ美容研究会 人参クリーム 新義州市

18 1988 平壌シルク合弁会社 絹織物 平壌市

19 1988 七宝山水産物合弁会社 水産物 咸鏡北道清津市

20 1988 ソンボン合弁会社 小型変圧器 平壌市

21 1988 万丈合弁会社 薬草類 平壌市

22 1988 平壌養魚合弁会社 うなぎ養魚 平壌市

23 1988 清川江合弁会社 絹糸 慈江道煕川市

24 1988 チョンユ合弁会社 テレビ・タイプライター付属品 平壌市

25 1988 観光大同合弁会社 観光運輸業 平壌市

26 1988 柳京合弁会社 食堂 平壌市

27 1988 平運合弁食堂 食堂 平壌市

28 1988 高麗合弁会社 貿易業務 平壌市

29 1988 臥牛島合弁会社 冷凍貨物船運営 南浦市

30 1989 徳山建設機械合弁会社 ブルドーザー，クレーンなどの修理 平壌市

31 1989 平壌包装材合弁会社 段ボール 平壌市

32 1989 平壌ピアノ合弁会社 ピアノ 平壌市

33 1989 明電合弁会社 医療器具 平壌市

34 1989 クァンポ合弁会社 羽毛 咸鏡南道定坪郡

35 1989 新興合弁会社 自転車，電気製品 平壌市

36 1989 朝鮮合弁銀行 銀行業務 平壌市

37 1989 チンダルレ合弁会社 婦人洋服 平壌市

38 1989 万豊合弁会社 畳 平壌市

39 1989 朝鮮銀銅合弁会社 記念メダル 平壌市

40 1989 トラジ合弁会社 商店 平壌市

41 1989 大同江自動車修理合弁会社 エンジン再生 平壌市

42 1990 平壌合弁ゴルフ練習場 ゴルフ練習 平壌市

43 1990 密林ユニ合弁会社 日用品 咸興市

44 1991 国際化学合弁会社 稀土金属 咸興市

45 1991 テソン６月４日合弁会社 日用品 咸鏡南道

46 1991 朝鮮金星合弁会社 金属建材

47 1992 平壌被服合弁会社 衣類

48 1992 クァンウン合作会社 乗用車，運送設備

49 1992 ミョンヘ高級既製服工場 衣類

50 1992 前進合弁会社 被服，シャツ

51 チソン金山合弁会社 鉱業

52 平壌セラミックス合弁会社 圧電磁器薄膜

53 黒竜合弁会社 花崗岩の加工

54 マチョン電溶合弁会社 マグネサイト加工

55 キムガン原動機合弁会社 小型エンジン

56 1990 デドクサン合弁会社 水産物

57 1992 朝鮮三方連合合弁会社 水産物

58 1988 ウンダンセンサン合弁会社 水産物

59 チソン黒鉛合弁会社 黒鉛

60 羅津木材加工合弁会社 木材加工

61 東興山合弁会社 塩化ビニール合成樹脂

62 万景台山合弁会社 傘

63 万景台製靴合弁会社 靴

64 鳳仙花合弁会社 衣類

65 1991 振興合弁会社 手芸品 沙里院市

66 1988 テプン合弁芸者 化学

67 1991 テソン鉄材加工貿易会社 日用品

68 1992 開城被服合作会社 被服

（出所）出典： １〜４１は朴三石「在日朝鮮人による合弁事業の現状と課題（上）」『月刊朝鮮資料』１９９０年５月号52頁から引用

４２〜６８は宮塚利雄宮塚利雄「북한의 합영사업과 일본기업-재일조선인을 중심으로 」［北韓の合弁事業と日本企業

－在日朝鮮人を中心に］『북한의 투자황경과 남북한 경제협력의 정책과제 』［北韓の投資環境と南北韓経済協力の

	政策課題］（韓国開発研究院，１９９４）64頁より引用。４２以下はすべてを網羅しているとはいえない


