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出展企業一覧
AI・VR・AR
企業名・URL

詳細

VR ゲームと VR チャットのプラットフォーム。PC だけ
ではなくスマートフォンなどの各種デバイスに対応。
仮想都市で、アバタを作成しコミュニケーション

Mammossix
http://www.mammo6.com

http://www.intmedia.co.kr

有名な観光スポットや都市をパラグライダーに乗っ
て VR 体験。楽しさとスリルを感じながら空中散歩。
HMD と体感装置の組み合わせでよりリアルさ増大

DATA KING
http://dataking.co.kr/

オールインワン 360 度 VR スコープ。韓国の 14 の国
立博物館の 360VR 展示を最も多く制作

Ｉnnotechmedia

AI データ分析ソリューション。非専門家でも数回の
クリックだけで、機械学習基盤の高度なデータ分
析、予測モデル開発を実行。専門家のノウハウが
全て自動化されて機能として搭載

Solidware
https://davincilabs.ai/ja

COMTRUE Technologies
http://www.comtrue.com/

AI を使いイメージで保存された個人情報(身分証明
書、旅券など)を保護。ドキュメント内をスキャンし文
書内に挿入された身分証明書イメージを検出、マス
キング、暗号化も可能

Gameper
https://gameper.io

AI を使いマッチング、TikTok ライクな出会い系アプ
リ。10 秒動画で相手を選択。若年層に人気のショー
トムービーとマッチングを合わせ、グローバル展開
を目指します
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AIZEN
http://www.aizenglobal.com/

リアルタイム AI 金融プラットフォーム。機械学習過
程を自動化し AI 知識のない担当者も予測モデルを
簡単に構築。貸金業における個人信用評価、危険
顧客の債務不履行を防止

JIGUEM
http://www.jiguem.com/

個人行動を AI(チャットボット)で分析し IoT 機器を自
動制御。ユーザーの行動パターン、製品の使用パ
ターンなどを分析し、生活に最適化されたガイドを
提供

ENSSEL
www.enssel.com

AI を使いベテラン技術者のノウハウを初心者に引
き継ぐソリューション。人口減による高度技術者不
足を解決

MYUNGJI KOREA
www.snapaction.co.kr

AR コンテンツ統合開発プラットフォーム（B2B）。デ
ジタルサイネージに映し出された AR 体験動画や写
真を SNS で共有（B2C）

IoT・モバイル
企業名・URL

詳細

XISOM
http://www.xisom.com/

Industry 4.0 のための最新技術を集約した革新的な
産業自動化、見える化ソフトウェアの開発ソリュー
ション。様々な IoT 機器に適用可能

SAWWAVE
http://www.sawwave.kr/

超長距離アクセス可能な Wi-Fi AP。IoT デバイス接
続 も 最 適 。 特 許 技 術 SOMPA(Synchronized
Orthogonal Multi-Polarization Antenna)
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ONYCOM
www.onycom.com

モバイルサービス(アプリ)の性能をモニタリングし、
リアルタイムで異常兆候を把握。特許取得

MobileEco
http://www.mobileeco.com/

Cat-M1 / NB-IoT GPS Tracker、B2B 向け 3G/LTE
ルーター日本のキャリアで実績多数

4DReplay
http://www.4dreplay.com

平昌オリンピックで、テレビの視聴者を驚かせた、
360 度自由視点映像ソリューション。5G 向けの 360
度ストリーミングソリューションを LG U+でサービス
中

Demand
http://www.demand.co.kr

臨床心理学的に効果が検証されたストレス管理。
健康診断結果と日常の健康情報を管理。認知症予
防プログラム。シニアの事故予防トレーニング

NOMADNOTE
http://www.nomadnote.com

ノマドノートはリアルタイムで旅行の情報と感想を簡
単に記録し、シェアできるサービス

WONTOS
http://wontos.com

室内ロケーションシステム。Beacon、Zigbee、WiFi を
ベースに位置を把握。老人施設やショッピングモー
ルなどで利用

Suntech
www.i-suntech.com

スマートヘルメット。多様な産業現場で発生する事
故に対して、作業者の安全を確認して、事故発生
時に、コントロールルームと速やかに情報を共有。
追加事故を防止

Funnyeve Corporation
http://www.planety.me

ストレス解消に効果があるとされる「感情日記」アプ
リ。自分の感情を色とスタンプから選択。SNS のよ
うに友人の記録を見て共感
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Gramedis
www.gramedis.com

おむつを着用する幼児や老人の大小便を感知し、
リアルタイムにスマートフォンにアラートする、おむ
つセンサーとモニタリングのシステム

CYCLELOGIC
www.cyclogic.net

IoT ソリューション。クラウドプラットフォームと連動し
て、電力量、照明、空調器、空気の質を分析

Omolle
https://www.fitndata.com

ウェートトレーニング用 IoT デバイスとデータ分析。
フィットネスジムのトレーニング機器にセンサーを設
置し、運動データを収集分析。運動の動機づけと効
率を最大化。慢性疾患の予防にも効果

SISTO
http://www.sisto.co.kr

通信型ドライブレコーダーとセンサーを使い安全運
転解析。前後カメラによる録画。3 軸センサー、位
置、車両速度、RPM データをリアルタイム保存し、
LTE を通じサーバーに伝送

IT-ONE
http://www.it-1.kr

IoT を利用した各種製品とシステムの構築。街路
灯、音声認識非常ベル、施設管理

AM Telecom
www.amtel.co.kr

3 大キャリアに対応済の IoT 向け通信モジュール。
この製品の導入で開発費低減、在庫リスク低減、
維持コスト最適化が可能

MacrIoT
http://www.macriot.co.kr/jp/

AI ドライブレコーダー。AI 画像解析による前方車
両との接近や、車線からの逸脱、逆走行検知。加
速度センサーによるヒヤリ・ハット検知、GPS 位置
情報取得、動画送信機能搭載

JIWOO Tech
www.jiwootech.co.kr

IoT センサー無線通信デバイス。産業現場の設備
やセンサーと連動し、情報を収集・送信する無線通
信デバイス。サムスン半導体、SK ハイニックス、ポ
スコなどで実績あり
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エンタープライズ ICT・インバウンド
企業名・URL

詳細

FOUR GRIT
http://www.4grit.com/

Web サイト訪問者の行動を分析するツール。クリッ
ク数やサイト内での動線、コンテンツ閲覧などに関
するデータを可視化

SCSPRO
http://www.scspro.co.kr/

カード決済ソリューション。決済用半導体チップから
モジュール、端末、グローバル決済認証代行及びコ
ンサルティングまで、トータルソリューションを提供

DABEEO
https://www.dabeeo.com/

室内地図(ショッピングモール、ビル等)を簡単に作
成できるプラットフォーム。AI を使った自立走行ロボ
ットや IoT 機器との連携可能

INSEDUTAINMENT
http://www.insedu.net/

博物館や観光で観覧客をサポートするプラットフォ
ーム。ビーコンを使い、音声の案内だけでなく、AR、
クイズ、ゲームで、より楽しい観覧を可能に

12CM
http://www.12cm.co.kr/

韓国では免税店、空港や SKTelecom などと提携し
検証されたサービスプラットフォーム。中国のテンセ
ントなどと連携した効率的な送客・集客をサポート

ZOYI Corporation
www.zoyi.co

顧客傾向分析サービス。センサーを設置するだけ
で、国籍や顧客の行動を把握することが可能。お店
のサービス改善、インバウンド対策に役立ちます

MEGAZEN
https://www.megagen.co.kr/

歯科向け 3D プリンター。CT のデータをもとにインプ
ラント埋入位置、最終補綴物のシミュレーションが
可能なソフトウェア

Logensolutions
http://www.logen.co.kr

パレット、トラック、コンテナ等の積載問題を解決す
る積積シミュレーションソフト。積載効率が 10%～
15%向上し、労務費が 30%減少。再作業のコストは、
40%～50%減少
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YOUNGLIMWON SOFT LAB
http://www.everjapan.co.jp/

中小企業向けクラウド ERP。マルチデバイス、多言
語・多通貨に対応。SOA を基本としている為、課題
領域から先に導入を開始して段階的に導入領域を
拡張可能。サブスクリションタイプで低価格

Deconlab
https://www.deconlab.io/ko/

ブロックチェーンを使ったシステム構築。UAE の行
政システム、韓国のペイメントゲートウェイ仮想通貨
決済を構築

InnoRules
https://www.innorules.co.jp/

BRMS。業務上の規則、企業戦略・制度、業務経験
などのビジネスルールを独立して定義・管理・活用
するルール統合管理システム。日本では大手金融
企業と実績あり

セキュリティ
企業名・URL

詳細

MONITORAPP
http://www.monitorapp.com/jp/

SSL Traffic に対する復号化と暗号化を提供。既存
セキュリティ機器で暗号化されたトラフィックに対し
ても、強力なセキュリティポリシーが適用されるよう
に SSL トラフィックに対する可視性を提供する専用
アプライアンス製品

QUBIT SECURITY
http://www.qubitsec.com

リアルタイムログ分析を通じてハッキングを検出す
る次世代 SIEM。システムログの作成から廃棄され
るまでを可視化し、AI でハッキングを検知し脅威に
対応

NPCore
http://www.npcore.com/

APT とランサムウェア攻撃防御。サンドボックス専
用アプライアンスと、エンドポイント型エージェントの
二段防御により、既存のセキュリティでは防御が難
しい新種の標的型サイバー攻撃に対処

KONAI
https://konai.com/

指紋カードは決済やシステムへのログインをセキュ
アに。メタルカードは会員のロイヤリティを向上。
KONA カードシステムは小売業で独自プリペイドシ
ステムの構築が可能
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パスワードのいらない世界を実現する、FIDO ベー
スの次世代オンライン生体認証サービス。主にモバ
イルバンキング、電子決済、EC、ゲーム等で採用。
日本では大手通信企業と実績あり

RAONSECURE
www.raonsecure.com

IoT(コネクテッドカー)セキュリティ。スマートカー環境
において発生が考えられる全ての脅威に対応する
Penta Security
https://www.pentasecurity.co.jp/ トータルセキュリティソリューション。国際標準に準
拠

Edtech
企業名・URL

詳細

英語 e ラーニング。英語電子図書館。レベルテストを
通し、本人のレベルに会った読書コースが決定。読書
後はクイズで理解を確認

Kid's English
www.kids7.co.kr

MARVRUS

VR と AI を使った没入感型英語 e ラーニング。HMD を使
い、外国人と話をしているような感覚で英会話を学習。
画面上にはテキストも表示

http://www.marvrus.com

英語 e ラーニング（iBT TOEFL 対策、小学生向け英語
教育）。TOEFL テストシュミレーションは Japan
e-Learning Awords 2017 を受賞。韓国でも大手教育
事業者など導入多数

TIME EDUCATION
http://www.t-ime.com

その他
企業名・URL

詳細

GED
http://www.charsproject.com/

広告収入型、公共スペースでのスマホ充電器
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小型カメラモジュール用 AF IC では世界トップクラス
のシェア。 サムスンの有機 EL パネル用 DC/DC コ
ンバーターの認定ベンダー

Dongwoon Anatech

www.dwanatech.com

※本リスト掲載の出展企業は 2019 年 05 月 16 日時点の出展企業です。
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