Korea IT & Startup Plaza in Japan

ビジネスマッチング企業
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

仮想化デスクトップ、
仮想化サーバ管理、
クラウド運営管理

IT 運営管理ソリューション企業です。公共機関や企
業 IT インフラの管制・運営管理ソリューションを提供
します。H/W・S/W・ネットワークの性能・障害のモ
ニタリング、クラウドサービス管理ソリューションな
どで運営コストを削減します。

NKIA
www.nkia.co.kr

セマンティック検索の企業として、自然語分析、テ
キストマイニングに取り組み、インテリジェントウェ
イブ社バーチャルエージェント「Face コンシェル」TIS
社グループウェア「ナレジオン」で検索エンジン採用、
東北大学での検索サーバ採用実績があります。

ビックデータ分析
Saltlux
www.saltlux.com

クラウドコールセンター
Seoul information
www.nsis.co.kr

クラウドビデオ配信
プラットフォーム
（複製防止/広告挿入/統計分析機能）

Catenoid
www.catenoid.net

お客様へのより良いサービスのために、既存 CTI
基盤コールセンターのみならず、IP/BcN 技術を統
合したソリューションを提供しています。

カテノイドは米国、中国、日本、香港など海外主要
拠点に構築した PoP を基盤に「グローバル・コンピュ
ーティング・インフラ(GCI)」サービスと「オンライ
ン・ビデオ・プラットフォーム(OVP)」サービス Kollus
を提供しているグローバル IT 専門企業です。

ソフトウェア関連
製品イメージ

製品分野・企業名・URL

詳細

タブレットでのフォーム入力を簡
単作成。
レポーティングツール/BI

FORCS
www.forcs.com

業界初、VR スマホ・タブレット
ビジュアルコミュニケーション
Haeden Bridge
www.haedenbridge.com
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スマート業務環境のための書式基盤電子文書開発ソ
リューションや、帳票作成から配布及び運用・管理ま
ですべての作業に対応するレポーティングソリューシ
ョンを提供しています。

弊社の Visual Communication Platform は、画像/
映像会議、セミナー、文書のリアルタイムデータ共有
ができます。衛星基盤のマルチキャストトンネリング
を Terrestrial 環境へ適用させています。
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ECM、イメージ文書を
キーワード検索可にする
PDF 変換ソフト
Zenith Solution Technology
www.zenithst.com

M2M 温度管理
(店舗・ビル・工場等)/
無線ハンディターミナル
ZIN コーポレーション
www.zin.jpn.com

特許自動生成価値評価・
分析レポート
WISDOMAIN

http://www.wisdomain.com/

Android アプリ（apk）改ざん防止/
3G,4G の WiFi を利用した負荷分散

AHOPE
www.ahope.net

文書基盤業務の改善及び自動化ソリューションを
提供します。Paperless Consulting や EDMS、Image
System 、 eForm 、 公 認 電 子 文 書 保 管 等 の Software
Solution を開発します。政府、金融、製造、病院で
の電子文書の管理、システム構築実績があります。

自動認識機器（バーコード、RF-ID）で、生産・物流
分野のソリューションを提供します。オートラベラ
ー、デジタルピッキングシステム、ワイアレス温度計、
無線ハンディターミナルなどを取り扱っています。

各特許の参考価格を知ることができる価値評価
レポート、技術トレンドを俯瞰できる技術トレンド
分析レポート、推定 NPE(パテントトロール)をリス
ト化できる NPE トラッカー等の多様な分析レポー
トを即座にダウンロードいただけます。

ネットワーク・Mobile プラットフォーム保護お
よび模擬ハッキング防止コンサルティング企業
です。Anti-Reverse Engineering ソリューショ
ンやスマート Wi-Fi を提供しております。

モバイル関連
製品イメージ

製品分野・企業名・URL

ジオフェンシング
アプリ

詳細
ジオフェンシング技術を活用したスマートデバイス
用 PUSH 通知サービスを提供しています。マーケティ
ング、クーポン、緊急警報など様々な分野でカスタマ
イズされた PUSH サービスを提供します。

IMMERSIVE KOREA
www.immersive.kr

ウェアラブル PC/スマート TV/デジ
タルサイネージでの
バーチャルマウス

Macron
www.macronsystem.co.kr

スマホでビジュアル遠隔サポート
/ BCP 対策/ BYOD 対策

RSUPPORT
www.rsupport.com
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スマートディスプレイ用仮想マウス、デジタルサイネ
ージタッチレスのスクリーン、メガネ型ウェアラブルの
仮想マウス開発をしています。サムスン電子と LG ディ
スプレイへの自動検査システム供給実績があります。

WEB とアイコンのみの遠隔サポートシステムを開発
した韓国ソフトウェア企業です。日本市場では主要
PC メーカー、公共機関、金融機関、教育関連で 2,000
余りのユーザーが採用し、業界トップシェアです。
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スマホのファイル完全削除
（ファイルの不正復活防止）
SimpleHAN
www.simplehansoft.com

スマホ操作ペット
監視カメラ

スマホに保存された写真、動画、資料などを完全の
削除できるソリューションです。削除されたデータは
復できません。スマホ販売、機種変更、紛失によるデ
ータ流出が防止できるアプリを提供しています。

スマホを各種センサーやホームカメラに連動して遠
隔制御できるサービスを来年発売予定です。現在は、
ペットのボール遊び機能と自動給餌機能があります。

BallReady
www.ballready.com

ウェアブル活動量計
Fit.Life
www.fitdotlife.com

ユーザー活動量測定デバイスです。消費カロリーと
活動強度(MET)の測定技術を適用し、韓国大手病院に導
入しています。ACSM の運動ガイドラインを連動させる
特許を保有しています。

携帯メーカーとの技術力を基に 4GLTE/3G 製品(M2M &
Telematics Module, ルーター, USB モデム, 個人位置端
末)を開発・製造しています。韓国通信企業 3 社と海外の通
信事業者へ製品を提供しています。

M2M モジュール
AM Telecom

www.Amtel.co.jp

スマホで使うセンサー
（UV、温度、放射線など）
TECHNONIA
www.technonia.com

センサー機器をスマートフォンのイヤホンジ
ャックへ装着すると、周辺環境（放射能、温度、
湿度、UV）を簡単に測定することが出来ます。

ハードウェア関連
製品イメージ

製品分野・企業名・URL

詳細

Android 業務用 PDA・タブレット/
Windows 業務用 PDA

Bluebird
www.mypidion.com

NFC・フェリカ共用リーダー機/
リーダーモジュール
SCSPro
www.scspro.co.kr/jpn

デジタルサイネージ
SKYSYSTEM
www.skysystemkorea.com
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自動認識、決済端末、産業用パッドに特化した企
業です。バーコード、RFID、指紋認識など様々な
データ認識機能、データ転送機能を提供していま
す。

RF & NFC スマートカードリーダ、決済端末及びイン
ターフェース、コントロールモジュール、OEM チップ
セット、マルチパットアプリケーション、スマート決
済系システムを販売しています。また、EMV , RF EMV,
PBOC, PayPASS, PayWAVE , PCI を提供しています。

デジタルサイネージ装置の設計から組み立てま
での一括した生産を行っています。現在、様々な日
本のお客様にご利用いただいております。
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スタートアップ（Korea Japan Startup Pitch 参加企業は下記参照）
製品イメージ

製品分野・企業名・URL

詳細
生ごみを発生による処理ではなく、アプリにより、
事前に減らします。管理者がメニューをプッシュ送信
し、顧客がメニューを確認し応答すれば 、栄養士は人
数分だけを調理します。食材の無駄を減らし、調理時
間を短縮できます。

生ごみ減量化アプリ
WowVenture
www.muglau.co.kr

モバイルロック解除
語学学習アプリ

アプリをダウンロードすると、ロック画面に英語・
韓国語・日本語の単語や熟語が表示されます。問題を
解きロック解除にする設定も可能です。ユーザーは、
ウェブ上で間違えた単語や学習結果を確認出来ます。

Datasquare
www.datasquare.co.kr

3 歳から 8 歳までの子供と両親のための読書学習
管理システムです。問題に回答すると、子供の達
成度が親に伝えられます。また、その子供に合わ
せたコンテンツをレコメンドします。

ebook 学習システム
Y Factory
http://yfactorysoft.com/

Korea Japan Startup Pitch イベント登壇企業（ビジネスマッチングも参加）
製品分野・企業名・URL

映画レコメンドアプリ
FROGRAMS
www.frograms.com

バーチャル会話アプリ
eTalk
www.vimeo.com/user73710
32

学校プラットフォーム
サイト
DEVIEWSTORY
www.deviewstory.com

詳細

ミーティング希望

ユーザーが映画に点を付けると、好みの映画を分析・
レコメンドします。韓国最大の映画プラットフォームと
して、110 万会員と 1.4 億点の評価データを保有してい 指定業種なし/VC
ます。
http://wcha.it/1oWvy2k（紹介スライド）

芸能人やキャラクターと音声認識機能を基盤とした
メディア関連/モバイルキ
バーチャルな会話ができるビデオサービスアプリです。
ャリア/VC
http://vimeo.com/96283912(英文紹介)

『進学する学生』と『学生を募集している学校』をベ
ストマッチングするサービスです。世界中の学生と学校
が意見を共有することで、ベストな学校、学生をみつけ
ることを目的としています。
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大手塾/教育（学校、留学、
英会話、塾）/広告代理店/
不動産/通信キャリア/VC

Korea IT & Startup Plaza in Japan

動画製作ソフト
MJV
http://mjvcorp.com/

スマホ通信
セキュリティ
HWARIM I&C
www.hwariminc.com

アラームアプリ
Malang Studio
www.malangstudio.com

リアルタイム配送
システム・サービス
Mesh Korea
ww.bootake.com

プライベート写真
キュレーション
MYDRIVES
www.mydriv.es

農業関連 IoT
n.thing
www.nthing.net

ウェアラブル脳波
デバイス
SOSO
www.soso-g.co.kr

クラウド上からハイクオリティの動画を簡単に低コス
トで製作可能。動画アプリツールから好きなものを選
択、好きなイメージや文字を入力するだけでオリジナル
動画が作れます。

EC/広告代理店/VC

LIPEX を基盤として、通信、文書、認証、ビデオなど
のセキュリティソリューションを研究開発しています。
通信関連、IT 製品企画販
また、これらをスマートフォン通信セキュリティ（リア
売、セキュリティ関連
ルタイム通信暗号化技術）
、監視カメラ（リアルタイム
映像暗号化技術）へ応用した製品開発をしています。

起床アプリ「アラームモン」は、14か国語で配信、1500
万ダウンロードを記録しています。ユーザーは起床ミッ
広告代理店 /EC/ソーシャ
ションの成果によりクーポン、映画チケットなどのリワ
ルゲーム関連/VC
ードをもらえます。現在、様々な企業と、オリジナルア
ラームコンテンツを制作しています。

プタッケ！:ユーザーが住所を入力すると周辺 3.5km
の配達可能な店舗が表示されるアプリです。注文後、 小売店（コンビニエンスス
運転手が手配され、商品を配送します。
トア、スーパーマーケッ
マッシュプライム:API・ POS システムを通じ、オン ト）/EC/宅配サービス/VC
ライン/オフライン店舗配送を管理します。

様々な端末やサービスに分散された写真をひとつに
まとめ、アプリや TV 画面などで表示可能にするサービ
スを開発・提供しています。

家電メーカー（テレビ、デ
ジタルカメラなど）
/Gaming Console/VC

Planty:内蔵センサーで、温度や湿度などのデータをス
マホ確認出来る鉢植えです。水やりなども可能です。
Life:アイコンをタッチして、天気・水やりなどの栽培
記録をするアプリです。また、他の園芸家と栽培に必要
なものを共同購入することも出来ます。

ガーデニング/農業関連
/EC/IoT 関連/VC

ウェアラブル機器を脳波デバイスと連動させ、脳の活
性化状況を分析します。その結果により、集中力向上や
ストレス解消ゲームをユーザーにすすめる U-ヘルスケ
アサービスを提供しています。

Gaming Console/大手塾、
教育関連など
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Bluetooth スピーカー
TELOS WorldWide
www.r50speaker.com

弊社の Bluetooth スピーカーR50 は HI END のサウン
ドクオリティーとレトロなデザインで全世界の目と耳
を満足させる商品です。

流通関連（量販店、小売店
向け）/ネット音楽配信企
業/デザイン企業/

GIF アニメ作成アプリ
NALBY
www.gifzoop.com

初心者には難しかった GIF アニメを、
モバイルアプリケーション「ZOOP」により、簡単に作成
することが出来ます。様々な SNS でシェアすることが出
来るので、友達とも楽しめます。

パートナーとなるスター
トアップ企業/VC

※本リストに掲載の出展企業は 2014 年 10 月 31 日時点の企業であり、開催時に変更の可能性がございます。
詳しくは、KOTRA 東京 IT 支援センターホームページ(http://www.kotrait.or.jp)をご覧ください。
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