






 

September  2016 7

HEAD OFFICE

HOENGSEONG 
FACTORY

DAEJEON Branch

GWANGJU Branch

BUSAN 
Branch

HEAD OFFICE

HOENGSEONG 
FACTORY

DAEJEON Branch

GWANGJU Branch

BUSAN 
Branch 韓国ソウル市の中心

から東へ約100㎞離
れた無公害清浄地域

である江原道洪城（ホンソン）郡
Kongkeun-Myeonの小高い丘の上に
SOMO VISION（以下SOMO）の工場は
ある。SOMOは1991年に設立された韓
国有数のレンズメーカーである。かつて
SOMO グループは、石油販売および港
湾輸送を中心に事業を展開していていた
が、韓国で眼鏡産業がガラスレンズ生産
からプラスチックレンズ生産に移行する時
期に合わせて、最先端の光学技術を用い
て高品質の視力補正用プラスチック眼鏡
レンズ事業を手がけるようになった。
2001年にはRX レンズ生産体制を構築
し、さらに2008年には最先端フリーフォ
ーム生産設備を導入して、モールド、キャ
スティング、コーティング、そしてRXに至
る一貫した製造体制を持つレンズメーカ
ーとして成長している。2016年からは、
カメラのレンズおよびモジュール事業に進

出し、名実ともに総合レンズメーカー とし
ての地位を築いている。SOMOの戦略に
は大きな特徴がある。それは、生産するレ
ンズの6割以上をアメリカ市場で販売して
いることである。今回の「お客様訪問」で
は、SOMOのアメリカ市場への取り組み
を中心にレポートする。

SOMO： 私たちは設立以来、ヨーロッパ

や日本という厳しいスペックが要求される
市場に向けて製品を提供し続けていまし
た。SOMOレンズの品質は、すでに世界
市場で競争力を持っており、多くの海外バ
イヤーから高い評価を得ていました。私た
ちにはレンズの生産技術に対する自信が
ありました。その技術を持って国内市場は
もちろん、継続的に事業を拡大していこう
と考えた時、アメリカの巨大なマーケット
は魅力でした。アメリカにはＦＤＡという厳
しい安全規格がありますが、そうした規格
にも私たちの製品なら応えることができる
という自信もありました。

SOMO： 1996年、初めてアメリカ市場
に進出したとき、ほとんどの人がSOMO

のことを知りませんでした。しかし、
CR-39（ADC樹脂レンズ）とポリカーボ
ネートレンズが、当時のアメリカ全体の眼
鏡市場の80％以上を占めていたときに、
1.56プライマーコーティングレンズと三井
化学のMR-8TM、MR-7TM、hi-indexプラ
イマーコーティングレンズを中心に継続的

に参入を試みました。2004年には現地法
人を立ち上げ、2008年には、SOMOの
独創的なフリーフォーム技術によるレンズ
を発売しました。これによりSOMOとい
うブランドが広く知られるようになりまし
た。その後、RXレンズ加工の主材料とな
るSFSVレンズの本格的な販売も開始し
現 在 に 至って い ま す。2004年 に は
SOMO全体の売上げに占めるアメリカ向
けの比率は1割に過ぎませんでしたが、
翌々年には2割に、そして2016年は6割
にまで拡大しています。

SOMO： MRTM素材を最初に使い始めたの
は1996年です。屈折率1.60のMR- 6TM

でした。MRTM素材の採用を決めたのは、
他のレンズと比較して屈折率が高く、同時
に加工性が良く、クリアで、コーティング
性に優れていたということです。MR-8TM、
MR-7TM の非球面レンズはSOMOが韓国
で初めて生産したものであり、2007年の
MR-174TM非球面レンズもSOMOが初
めて生産を開始しました。アメリカ市場に
MRTM素材を販売し始めたのは1997年頃
です。2006年以降は、アメリカ市場に
RXフリーフォームレンズブランドを新た
に立ち上げて、アメリカ市場で展開してい
ます。

SOMO： フリーフォームレンズとは、内面
非球面レンズとしてこれまでの外面非球
面レンズの欠点を補完して、よりユーザー

個人個人の眼の状態を考慮して最適化さ
れたレンズです。とくに累進レンズの分野
で一大革命をもたらしました。個人個人の
特性を考慮したレンズの需要が増加して
いる現在、フリーフォームレンズは多様な
ニーズに応えることができる最先端のレン
ズとして注目されています。SOMOは、
このフリーフォーム設備を韓国で最初に導
入したメーカーです。現在フリーフォーム
加工設備を7セット稼働させていますが、
韓国でこれだけの設備を備えているメー
カーはSOMOだけです。

SOMO： 一言でいえば特殊機能性レンズ
です。製品で言えば、UV＋420cutTMや
Neo Contrast TMということになります。
ほかには、MR-174TMの着色率を韓国で初
めて25％未満から75％まで引き上げた
MR-174TM Tintableレンズがあります。
MRTM素材によるRXスポーツレンズも
忘れてはなりません。SOMOが独自に開
発した WLT（Wide-Light-Thin）Tech-

nologyによって、ハイカーブレンズでも
最適化された視界を確保することができ、
へりの厚さを革新的に減少させることに
成功しました。SOMO Sport RX 製品は、
MAXtremerTMというブランド名で2013

年から国内で販売していますが、今後は
欧米にも展開していく予定です。

SOMOが独自の技術を背景に、韓国内、
そしてアメリカ市場に対して革新的な製品
を送り続けていることが分かった。付加価
値のあるレンズを展開していきたいと考

えているSOMOにとって、三井化学と組
むことはとても意義のあることだとも話し
てくれた。SOMOのこれからの活躍に期
待する。

 

 

 

 
お客様訪問

SOMO VISION CO., LTD

－－－ SOMOがアメリカ市場に進出した背
景について教えてください。

－－－ アメリカ市場に進出して20年になりま
すが最初から順調でしたか。

Mr. Shin Seung Chong
CEO



SOMO VISION CO., LTDお客様訪問SOMO VISION CO., LTDお客様訪問

September  20168 September  2016 9

韓国ソウル市の中心
から東へ約100㎞離
れた無公害清浄地域

である江原道洪城（ホンソン）郡
Kongkeun-Myeonの小高い丘の上に
SOMO VISION（以下SOMO）の工場は
ある。SOMOは1991年に設立された韓
国有数のレンズメーカーである。かつて
SOMO グループは、石油販売および港
湾輸送を中心に事業を展開していていた
が、韓国で眼鏡産業がガラスレンズ生産
からプラスチックレンズ生産に移行する時
期に合わせて、最先端の光学技術を用い
て高品質の視力補正用プラスチック眼鏡
レンズ事業を手がけるようになった。
2001年にはRX レンズ生産体制を構築
し、さらに2008年には最先端フリーフォ
ーム生産設備を導入して、モールド、キャ
スティング、コーティング、そしてRXに至
る一貫した製造体制を持つレンズメーカ
ーとして成長している。2016年からは、
カメラのレンズおよびモジュール事業に進

出し、名実ともに総合レンズメーカー とし
ての地位を築いている。SOMOの戦略に
は大きな特徴がある。それは、生産するレ
ンズの6割以上をアメリカ市場で販売して
いることである。今回の「お客様訪問」で
は、SOMOのアメリカ市場への取り組み
を中心にレポートする。

SOMO： 私たちは設立以来、ヨーロッパ

や日本という厳しいスペックが要求される
市場に向けて製品を提供し続けていまし
た。SOMOレンズの品質は、すでに世界
市場で競争力を持っており、多くの海外バ
イヤーから高い評価を得ていました。私た
ちにはレンズの生産技術に対する自信が
ありました。その技術を持って国内市場は
もちろん、継続的に事業を拡大していこう
と考えた時、アメリカの巨大なマーケット
は魅力でした。アメリカにはＦＤＡという厳
しい安全規格がありますが、そうした規格
にも私たちの製品なら応えることができる
という自信もありました。

SOMO： 1996年、初めてアメリカ市場
に進出したとき、ほとんどの人がSOMO

のことを知りませんでした。しかし、
CR-39（ADC樹脂レンズ）とポリカーボ
ネートレンズが、当時のアメリカ全体の眼
鏡市場の80％以上を占めていたときに、
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2004年、Mike氏がPentax Vision社の
PresidentからSOMO USAの社長に就
任して最初に行ったことは、米国レンズ性
能評価研究所のCOLTSでSOMOの販
売するレンズの性能を評価したことであ
る。このテストで高い評価を得たことか
ら、SOMO USA、は、拡販のための新た
な戦略「via quality & value message」 
を打ち出すことにした。
それはどのような戦略だ
ったのか。当時の取り組
みについてMike社長に
お聞きした。
「まず顧客の選択と集中ということを考え
ました。それまでは、ECP （Eye Care 

Professional）、ラボ、リテーラーやチェ
ーン店などの、さまざまな顧客に幅広く販
売してきましたが、必ずしも実績に結びつ
くものではありませんでした。これからは
高い品質を求める顧客、長期的な関係を
構築できる顧客を選択し、高い技術とサ
ービスを価値ある価格で提供することこ
そが大切だと考えました。Luxottica社、
National Vision社、ABBConcise社、
Global optics社、VSP社そして中規模
の小売りチェーンなどとの関係を強化し
たのはそのためです。
また、拡大する需要に対応できるよう、物
流センターをロサンゼルスに建設しまし
た。この物流センターの開設により、お客
様からの注文に対して最良のサービスを
提供できるようになりました。ミッションは
「すべては顧客のために」でした。あらゆ
る注文に対して在庫切れのない体制を構
築したこともその一つです。
それと同時に、製品ポートフォリオの強化
を図りました。韓国SOMOで製造した高
屈折率MRTMレンズだけではラインアップ
として不足していたため、CR-39や、ポリ
カーボネートレンズも製品ポートフォリオ
に加え、個々のレンズサプライヤーとも戦

略的提携関係を構築しました。重点顧客
に対してSOMOレンズの品質、サービ
ス、在庫、価値ある価格を提供することに
よってSOMOのブランド力は高まりまし
た。顧客からの信頼は、SOMOレンズの
価値と特性を実感していただくことによっ
てもたらされました」。

現在のSOMO USAの成長は、こうした
戦略の上に築かれたのだと言えそうであ
る。次に韓国SOMOとの連携について、
またSOMO USAの使命についてお伺い
した。
「SOMO USAの一番の役割は、韓国の
SOMOで製造したレンズを米国市場で販
売及びプロモーションすることです。中で
もSOMOの高屈折率レンズであるMRTM

ブランドを強化することに注力していま
す。これからは、高屈折率レンズのソリュ
ーション提供がますます重要になってきま
す。高い品質と価値ある価格のレンズを
求める顧客の要望に応えるために、
SOMO USAは幅広い製品を揃え、顧客
の要求に合うレンズを迅速に提供できる
体制を整えています」。

最後に三井化学、そしてMRTM素材に対す
る要望について聞いてみることにした。
「三井化学は眼鏡レンズ素材の世界的な
トップ企業です。私たちSOMOは三井化

学の重要なレンズキャスターとして、新製
品の開発、技術的なサポート、商品戦略、
SOMOブランドの販売戦略において親密
な関係を築いています。三井化学と手を
組んで、革新的な製品を市場に持ち込み
たいと思います」。

SOMO USAでは、紫外線に加え、420nm 

までカットするUV＋420cutTM、地球環境
を考えたDo GreenTM-MR-174TM、高い耐
衝撃性能を発揮するMR-8plusTMなどの
販売を次々と開始している。いずれも三井
化学と開発した革新的な製品である。「す
べては顧客のために」というミッションを
果たすことでSOMO USAのアメリカ市
場での成長はこれからも続くだろう。
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Company Name : SOMO VISION Co., Ltd.
CEO : Shin Seung Chong
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Business Area : Manufacture and Distribution of Plastic Ophthalmic Lens
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－－－ SOMOが三井化学のMRTM素材を使
い始めたのはいつからですか。

－－－ 今後力を入れていきたい製品分野に
ついて教えてください。

－－－ フリーフォームレンズとはどのような
レンズですか。

Mr. Ock-chul Park
Sales and support Dept / General Manager

Mr. Joo-kap Lee
Plant Director / Managing Director

Mr. Mike Jacobson
President of SOMO USA

SOMO USAの戦略についてMike Jacobson社長に聞く

お客様訪問
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