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出展企業一覧
AI・VR
企業名・URL

詳細

AI・機械学習によるデータ分析ソリューション。韓国
の大手銀行や損害保険会社、貯蓄銀行にて導入。
2017 年の日本事業開始から１年程で、大手インタ
ーネット銀行、ダイレクト損保、クレジットカード会社
とのプロジェクトを実施

DAYLI Intelligence
http://davinci.dayliig.com/

Eidware
http://soundmind.life/index_e.html

Genoplan Korea
https://www.genoplan.com/

AI と音声認識による認知症予防のための訓練アプ
リ。高齢者に特化した音声認識エンジンを開発。ユ
ーザーにカスタマイズされたクイズやゲームを提供

自宅で簡単にできる遺伝子検査キット。AI を活用す
ることで、手ごろな価格で正確な結果を提供する技
術を開発中。日本では品川スキンクリニックにてサ
ービスを提供

クラウド技術を基盤にした TV ストリーミング用配信
ソリューション。従来の STB よりも速く、大容量のデ
ータ送受信がテレビにて可能。４K や VR サービスに
も対応

Mixedtek
http://www.mixedtek.com

ウェブ基盤の簡単にビックデータを視覚化するソリ
ューション。AI をもとにデータからグラフを自動で生
成できるため、誰でも簡単にレポートを作成。韓国
では公的機関にて導入

Newsjelly
http://newsjel.ly/

Qraft Technologies
http://www.qraftec.com/

SELVAS AI
https://www.selvasai.com/en/
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ディープラーニングによる株式注文システム、AI ロ
ボアドバイザーを提供。ハナ Shinhan、IBK、BNK な
ど韓国の主要銀行にて導入

がんなど主要疾患の発症リスクを予測する AI 疾病
予測ヘルスケアソリューション。韓国の公的医療デ
ータなどを使い、大手大学病院と共同開発した。す
でに保険会社向けなどに提供をしている。
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THEMEEREE
http://www.meeree.co.kr/

VRex LAB
http://www.vrexlab.com/

VR カラオケ機器を製造、運営。コンテンツやプラット
フォーム、機材を提供。中国、フィリピン、ベトナム
へ製品を輸出。既存のカラオケ店でも設置可能

イーサリウムで購入、販売、繁殖などが可能な AR
の 3D キャラクター販売サービス。ユーザーは自分
のキャラクターを VR/AR アプリ、ゲーム、カメラアプ
リに連動可能。日本の VC であるコロプラネクストよ
り資金調達

IoT・モバイル
企業名・URL

詳細

Blue Night
https://www.albam.net/en/

ビーコンによる出退勤管理及び自動給与計算システ
ム。シフトスケジュールの設定も可能。韓国では大手
フランチャイズから個人経営の店舗まで 4 万か所に設
置

熱センサーIP カメラ、スマートフォンにてモニタリング
可能。既存の防犯カメラと連動可能
製品動画：https://youtu.be/WgKHMa8UxmQ

emTake
https://emtake.com/

Furence
http://www.furence.co.kr/

mobileeco
http://www.mobileeco.com/jp/

ONYCOM
http://www.onycom.com/jp/main.do
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IoT センサーネットワーク、液体物（水、強酸、強塩基）
の監視システム

LTE による NB-IoT 網を利用した子供・老人・ペット用
の GPS 発信機。その他、各種 I/F 付 IoT 通信ボック
ス、クラウド IoT 管理を開発。日本の大手通信会社の
MVNO 向けモバイルルーターでの導入実績あり

モバイルアプリケーションをクラウドベースの Web 経由
で、即時にテストするリモートモバイルテストソリューシ
ョンを提供。ビッグデータマイニングソリューションもあ
り
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SAWWAVE
http://www.sawwave.kr/

Suntech International
http://www.suntechint.com/

XISOM
http://www.xisom.com/en-us/
php/home.php/

特許技術の SOMPA アンテナによる超長距離無線
LAN 装置。日本での導入実績多数

4G LTE Cat M1/NB-IoT、3G(WCDMA/HSPA+)基盤の
車両の位置追跡。メキシコやブラジルでの販売が好
調

IoT データのモニタリング SW 開発ソリューション。スマ
ートファクトリーや遠隔検針モニタリングシステムなど
のなどで活用。日本でも導入実績あり

Edtech
企業名・URL

詳細

Anyractive
http://mygotouch.com/

Chungdahm Learning
http://www.chungdahm.com/

パソコンに繋ぎ、壁やホワイトボードなどへ投影。専用
ペンで画面への書き込みや、投影資料の保存・共有
が可能。日本ではクラウドファンディングにて好評
製品動画：https://youtu.be/EIGUxlzBRT8

韓国でも有数の外国語教育グループ。e-ラーニング、
電子教材。タブレットを使った英語学習ソリューション
とスマートクラスなどを提供

シート状のスマート電子黒板と、e ラーニングソリュ
ーション。2018 年現在、韓国で 2900 ヵ所の学校及
び塾での導入実績あり

Easy Systems
https://hiclass3d.com/

タブレットや PC での小中高生向け英語 e-Learning
教材を開発。2011 年に KOSDAQ へ上場、KT と共
http://www.efuture-elt.com/?direct=Y
同開発で英語教材を提供

e-future
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TOEFLiBT 対策、小学生向英語教育。日本でも評
価が高く TOEFL テストシミュレーションはコストパフ
ォーマンス面を評価され Japan e-Learning Awards
2017 を受賞。韓国でも導入事例多数あり

Time Education
http://www.t-ime.com/jp/

エンタープライズ ICT
企業名・URL

詳細

バッテリーやアプリ設置が必要ない O2O デジタルス
タンプ。ピョンチャン五輪にて外国人観光客（主に
WeChat）へのクーポン提供に活用。日本企業との
取引実績も多数

12CM
http://www.12cm.jp/

UX データ分析ツール。Web ページに訪問するユー
ザーのクリック数やサイト内での導線、コンテンツ閲
覧などに関するデータをヒートマップなどで分かりや
すく表記

4Grit
http://www.4grit.com/

テーブル上の充電クレドールで注文と決済。アプリ
不要。顧客のスマホにて利用可能。多言語対応で
外国人観光客対応も可能。韓国国内のフレンチャ
イズやカフェなどにて導入

CNA
http://www.cnanfc.com/

IGAWorks
http://www.mobileindex.com/

IT&BASIC
http://www.symflow.com/

ゲームやアプリのランキング、ダウンロード数、売上
推定値などの分析情報を提供。韓国では大手ゲー
ム会社、メッセンジャーアプリなどにて導入

スマホでのライブコミュニケーション（アンケート）ツ
ール。TV、講演会、イベント、大学講義、セミナーな
どで実績多数。回答者はアプリ設置の必要なく利
用可能

コンテナ仮想化ソリューション。Google の技術パー
トナーとして、コンテナを簡単に管理・監視などの運
営が可能。韓国の大手企業や公共機関にて導入。
2011 年に日本法人を設立、2018 年 12 月に韓国の
株式市場である KOSDAQ へ上場予定

NAMUTECH
http://namutech.co.jp/
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RSUPPORT
http://www.rsupport.com/ja-jp/

Second Ground
http://www.bacving.com/user/main

WEB とアイコンを利用した遠隔サポートシステム及
びモバイルオフィス提供。日本でも業界トップシェア

一般向け(社会人、子供)野球の試合録画、スコア
管理ツール。複数台のカメラで撮影している映像を
試合中、リアルタイムで鑑賞可能。試合後も映像と
スコアが残っているため、コーチなどが分析可能

セキュリティ
企業名・URL

詳細

F1 SECURITY
http://www.f1security.co.kr/en/wmds

Jiransoft(JSECURITY)
https://www.jiransoft.co.jp/

KIWONTECH
http://www.kiwontech.com/

Qubit Security

悪性コード分析ソリューション。韓国では公的機関など
で導入

エンドポイント保護、スパム・ランサムウェア、クラウド製
品。日本、アメリカ、韓国など全世界 30,000 社以上で
利用。20 年以上の歴史をもち、メールセキュリティソリュ
ーション「SpamSniper」は導入企業 6,000 社を超える人
気商品

メールセキュリティ、APT 攻撃に対応

AI での SIEM/リアルタイムログ分析を通じたハッキン
グ検出と防御。海外では IMB や HP にて導入実績あり

http://jp.qubitsec.com/

クレジットカード向け Virtual One-Time Codes。カード
番号が毎回動的、自動的に変更されカード不正利用
を防止。ID と OTP の機能を同時に有し、サーバーと
の通信なしに本人確認が可能な使い捨てのカード番
号を発行

SSenStone
www.SSenStone.com
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ハードウェア
企業名・URL

詳細

AVAVISION
http://avavision.co.kr/eng/

アンドロイド基盤のスマートタッチテーブル、複数人で同
時に楽しむことが出来、子供が安心して使える素材や
重さの製品を提供
製品動画：https://youtu.be/kaM15I9piyM

専用のスマートグリップによるゴルフシュミレーションシステ
ム。韓国、米国のクラウドファンディングにて好評
製品動画：https://youtu.be/Rykw1eJNACs
https://youtu.be/1iLosLQciKk

SMARTGOLF
http://idealink.kr/

LEEPLAY
https://www.leeplay.net/

360 度画像撮影機材。360 度からのタイムスライス画像
など、スマートフォンでは撮影が難しい撮影が可能。韓
国ではテーマパークなどが導入

スマート LED 照明。アプリで照明の明るさや色を自在に
操作。音楽や音に反応するため、インテリア用やアウト
ドアでも活用

Power Silicon
ホームページ工事中

SPS
https://www.sps-ltd.com/

多数の iPad やタブレットなどの機器を同時(10、30、
60 台)に充電、管理、データの入れ替えが可能。会社
や塾、学校などタブレットを同時に使う場所で活用
紹介動画：
https://www.youtube.com/watch?v=29Rb-4fQHU8

※本リスト掲載の出展企業は 2018 年 11 月 6 日時点の出展企業です。
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