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出展企業一覧
セキュリティ
企業名・URL

詳細

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

DB 暗号化ソリューション。ハッキングされてもデータ
を保護。日本・アメリカで DB 暗号化の特許を登録。韓
国大手メーカーで導入されている他、日本でも銀行で
の導入実績あり

PC、スマートフォンなどにて利用可能な光彩認証。
最高レベルの認証アルゴリズム。現在、韓国国内
の銀行や病院で導入。今後、仮想通貨などでの活
用にも期待

IRIENCE
http://irience.com/

Jiransoft
https://www.jiransoft.co.jp/

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

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

Qubit Security
http://jp.qubitsec.com/

SOOSAN INT
http://www.soosanint.com/en/

SSL 暗号化通信を可視化する専用アプライアン
ス。韓国国内の電力会社や放送局などに納品実
績あり

リアルタイム監視と高度なアクセス制御で DB の情
報漏洩を防御。全世界 20 万人の顧客に データベ
WareValley
http://www.warevalley.com/xml/main_jp ース専門ソリューションを提供。日本でも官公庁な
どへの導入実績あり
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e ラーニング
企業名・URL

詳細

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/

Kid’s English
http://www.wonderfulelite.com/

英語 e ラーニング、発音矯正コンテンツを提供。童
話から文学作品まで幅広い英語学習者に対応した
デジタルライブラリーを運営。韓国の大手語学教育
塾や中国の英語塾にもコンテンツを提供

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パ面を
評価され Japan e-Learning Awards 2017 を受賞。
韓国でも大手教育関連事業社などで導入

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

IoT
企業名・URL

詳細

ABIsystems
http://www.abisys.co.kr/eng/defaul
t.html

AI スピーカー(Amazon Alexa、Google Assistant、
LINE Clover)でコントロールできる、IoT スマート照明
システム

企業ビッグデータや IoT データをリアルタイムで高速
処理するミドルウェア。DB 間でのデータ移行、コピー、
連携、統合を超高速かつ容易に行うパッケージソフ。
DB やデータ形式を自由自在に連携することで、シス
テム開発工期とコストを大幅に削減

DataStreams
http://datastreams.co.kr/

GREENCOMM
http://www.greencomm.co.kr/jp/
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ウェアラブル活動量計、運動分析ソフト、室内位置計
測。日本国内でもクラウドファンディングなどで人気
紹介動画（日本語）：
https://www.youtube.com/watch?v=AkRA-RAcwC8
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Nable Communications
http://www.nablecomm.com/eng/

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

ホーム監視 IoT ソリューション。UC テレフォニーソリ
ューション。日本でも大手 SIer を通じてキャリアや一
般企業への導入実績あり。UAE やスペインなどへも
展開

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 向けルーターでの導入実績あり

AI/Fintech
企業名・URL

詳細

EC サイト構築・決済システムと、飲食店注文決済シ
ステム。韓国では大手旅行サイト、ホテル予約シス
テムにて導入

ATY
https://aty.kr/

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

CAN
http://www.cnanfc.com/

AI・機械学習によるデータ分析ソリューション。韓国
では、大手銀行や損害保険会社、貯蓄銀行等にて
導入済み。日本でも銀行、損害保険会社にて導入
及び実証実験中。
親会社の DAYLI Financial Group は日本の SBI
Investment より大型の資金調達

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

QR コードや NFC の代わりに超音波を使った決済。
システム決済や送金に利用。日本のネット銀行とも
導入プロジェクトを進行中

Infosonic
http://en.infosonic.net/

ロボアドバイザー（AI ポートフォリオマネージャー）、
韓国の大手証券会社の資産運営システム、生命保
険会社の保険料のアドバイザーとして活用。
親会社の DAYLI Financial Group は日本の SBI
Investment より大型の資金調達

QUARTERBACK
TECHNOLOGIES
http://www.quartec.co.kr/jp/
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IC カードマルチ決済ターミナル、電子サインパッド。
日本でも NTT や KDDI などの大手通信会社や主要
空港での導入実績あり

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

デジタルサイネージ、デジタルメニューボード。韓国
国内ではスタバなど大手チェーン店にて導入。観光
客向けの多言語対応や SNS 連動が可能。ピョンチ
ャン五輪中に開催したキャンペーンが好評

SoundGraph
http://soundgraph.appare.us/

オリンピック
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/

IGLOO SECURITY
http://www.igloosec.co.kr/jp/

SIEM/セキュリティ統合管理・監視ソリューション。
日本の大手キャリア、ピョンチャン五輪でも事故対
応チーム(CERT)を運営。日本拠点あり

VR+ 体 感 コ ン テ ン ツ コ ン ト ロ ー ル シ ス テ ム 、
Interactive wall。複数人で楽しむことの出来る VR シ
ューティングゲームなどを提供

Inno Tech Media
http://intmedia.co.kr

その他
企業名・URL

詳細

スマホでのリアルタイムアンケートツール。TV 番
組、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。
ピョンチャンで行われた国際会議でも導入。ツール
は日本語対応済み

IT&BASIC
http://www.symflow.com/
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People and Technology
http://jp.pntbiz.com/

MAGCONN(Tplatform)
http://magconn.co.kr/use-case-ed
ucation/

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

世界最高水準の室 内位 置測定ソリューショ ン、
RTLS。BLE 技術により最小 1m の精度で位置を測
定。日本でも NEC ネッツエスアイなどでの取り扱い
実績多数

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様々な場
所で活用
紹介動画：
https://www.youtube.com/watch?v=29Rb-4fQHU8

Industry 4.0 実現のための生産自動化 SW 開発ソリュ
ーション。スマートファクトリーや産業自動装置などの
一環として大手製造企業などに納品。日本でも導入
実績あり

※本リスト掲載の出展企業は 2018 年 6 月 18 日時点の企業です。
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