KOREA ICT PLAZA 2016

ソフトウェア関連
製品イメージ

企業名・URL

詳細

Visual Communication Platform。狭い帯域幅で
も高画質で会議が可能。大人数接続もサポート
し資料の共有も可能。マルチデバイス対応、VR
画像会議

Haeden Bridge
www.haedenbridge.com

モ バ イル e ラ ー ニング プ ラッ ト フォ ーム 、
Beacon 対応で位置情報と結びつけた野外学習
にも適用（博物館、美術館見学など）

INSEDUTAINMENT
www.creccer.com

LIONSSOFT
http://www.ankosoft.co.jp

Namutech

Redmine、Jenkins、Subversion プロジェクト管
理、開発管理に関する OSS 基盤のソリューショ
ンを提供

仮想化ソフトウェア管理、仮想化環境構築、仮
想化統合運用管理ソリューションで No.1

http://namutech.co.jp

NKIA

H/W・S/W・ネットワークの性能・障害のモニタ
リング、クラウドサービスを管理

http://nkia.jp

VR Media

VR,AR コンテンツの制作。教材、モデルハウスな
ど様々な分野での実績有り

http://vrealitymedia.com

Wisdomain
www.wisdomain.com/wis_html/jp
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特許検索・分析システム・各種特許分析レポー
ト。独自のデータマイニング技術により、多様
な分析レポートを自動生成

KOREA ICT PLAZA 2016

IoT、モバイル関連
製品イメージ

製品分野・企業名・URL

詳細

10pple
工事中

ペット用トータルケア IoT。外出先から水や餌の
提供、 排便などの健康管理が可能

12CM

スマートフォン画面にスタンプを押す、O2O デジ
タル認証判子。日本での実績も多数

http://www.12cm.jp

AM Telecom

IoT/M2M デバイス、LTE WiFi ルータ、日本で
の実績多数

www.amtel.co.jp

CELOT Wireless

M2M ルータ、無線産業用 LTE Router 、Modem。
日本企業との取引多数

www.celotwireless.com

IoT エコシステム(デバイスの管理から課金まで)
SK が導入。超小型・低電力の家庭・事務所用の
屋内基地局 Femtocell Solution を提供

Contela
http://www.contela.com

DinoPeople

Beacon を利用した顧客用 O2O サービス

www.dinopeople.com

Fit.Life

ウェアラブル活動量計と、運動分析管理ソリュ
ーション

www.fitdotlife.com
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駐車場 IoT ソリューション。設置のセンサーで
駐車場の空き状況を感知し、アプリで表示。決
済もアプリ内で可能

iPARKING
http://iparking.co.kr

GPS を利用した、全世界 160 万人利用のスマホ
位置共有アプリ。緊急時にスマホを振るだけで、
位置情報プッシュ通知が可能

iSharingsoft
www.isharingsoft.com

JPKKOREA
http://www.jpkkorea.com/hom IoT を利用した LED 照明の制御システム
e/eng

Macron

仮想マウス、デジタルサイネージタッチレスの
http://www.macrongesture.com スクリーン、メガネ型端末のための仮想マウス

OJWorld
http://www.ojworld.co.kr/jp_ind
ex.php

SOSO H&C
http://soso-g.co.kr/new/jap/mai
n/main.html

ZOYI

コールセンターの対顧客向けアプリ。グループ
チャット、通話アプリなどのコミュニケーショ
ンプラットフォームの作成

ウェアラブル脳波測定、脳の活性化状態を可視
化、集中力の向上やストレス解消効果あり

IoT インバウンド顧客分析、消費行動分析、O2O

https://walkinsights.jp/

Smart BOX

宅配ボックス用 IoT システム

www.smartbox.co.kr
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マイナンバー・セキュリティ関連
製品イメージ

製品分野・企業名・URL

詳細

Ahope

スマホアプリの脆弱性分析と改ざん防止、改ざ
んされたアプリを感知、実行停止を行う

www.ahope.net

侵入分析、悪性コード分析、悪性アプリ、詐欺
メールなどの経由、配布元などの分析ソリュー
ション

Amgine Securus
http://www.amgine.co.kr

日本国内で 10000 人以上の企業に導入されたフ
ァイルサーバ保護製品とマイナンバー制度の施
行に伴うセキュリティ対策に最適で、情報漏え
いを許さない強力な DLP 機能の USB。

Brainzsquare
www.secudrive.jp

デジタルフォレンジック、専門家なしでも使え
るユーザーインターフェース、マイナンバー対
策

DUZON BIZON
www.duzon.co.jp

eGlobal Systems
http://www.eglobalsys.co.kr/jpn

マイナンバーなどの個人情報データを暗号化し
て、データ漏洩を根本的に防止する、データベ
ース暗号化セキュリティ

デジタルフォレンジック、特定ファイルの保管、
メディアの利用記録など、様々な記録を簡単に
把握

Injungbo
http://www.ijbinfo.com

NSHC
http://www.nshc.net/wp/en
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Android スマホ用セキュリティソフト、悪性ア
プリの検索、ハッキング防止、アプリの難読化
と改ざん防止。日本との取引実績もあり。
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PIOLINK

セキュリティースイッチ、アプリケーション・
デリバリ・コントローラ、日本での実績多数

http://www.piolink.co.jp

SK infosec

セキュリティ監視・運用サービス。日本での実
績あり

www.skinfosec.com

SOFTCAMP

マイナンバー対策に活用できる、情報漏洩対策
ソフト、標的型攻撃対応ソリューション

www.softcamp.co.jp

SOOSAN INT
http://www.plustechglobal.com

サイト接続、メールを監視し情報漏洩を防止。
SSL 通信の暗号化、解析も提供。
政府機関や KT、SK などでの導入実績あり

マイナンバーや個人情報などを含むファイルを
見つけ出し、適切な対処を行う個人情報漏洩対
策 ソリューション、
メールの誤送信防止や添付ファイル無害化など

JIRANSOFT
http://www.jiransoft.co.jp

ハードウェア関連
製品イメージ

製品分野・企業名・URL

詳細

Edge I&D

電子黒板、タッチディスプレイ、タッチテーブ
ルディスプレイ、ミラーディスプレイ

http://d3world.net/

電子黒板プロジェクター、タッチスクリーンと
して利用可能。
TV やプロジェクターを格安で電子黒板として
活用可能

ISL Korea
http://www.islkorea.com
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NFC、電子サインパッド、IC カードリーダ、リ
ーダーモジュール。
日本の主要空港での実績あり

SCSPro
http://scspro.co.kr/jpn

クラウド・ビックデータ関連
製品イメージ

製品分野・企業名・URL

詳細

ク ラ ウ ド 動 画 配 信 パ ッ ケ ー ジ (CMS 、 Global
CDN、広告、コンテンツ保護、統計/分析を提供)
専門知識が無くても手軽に動画サービスを運用

CATENOID
www.catenoid.net

DataStreams
http://www.datastreamsglobal.c
om

ビッグデータを有効活用するための ETL 連携ツ
ール、日本企業との実績あり

音楽活動支援サイト(楽曲作成からアルバム発
売、ファン交流まで)
米国、アジアにてサービスを提供中

DIOCIAN
www.diocian.com

グループウェア、CRM、メール、
メッセンジャー、オンラインストレージ等のク
ラウドソリューション
低コストで導入可能

Hanbiro
http://en.hanbiro.com

※本リスト掲載の企業は 2016 年 4 月 12 日現在のマッチング予定企業です。
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