お申込みはこちら

Korea IT EXPO 2016
■ 会期：2016 年 11 月 8 日(火) 9:30～17:00 (受付: 9:00～)
■ 会場：グランドプリンスホテル新高輪 飛天の間、旭光の間
〒108-8612 東京都港区高輪 3-13-1 TEL 03-3442-1111
■ 主催：未来創造科学部 主管：大韓貿易投資振興公社(KOTRA) http://www.kotrait.or.jp/
■ 後援：モバイルコンピューティング推進コンソーシアム (MCPC)
■ 展示企業：IoT、AI、FinTech、ロボアドバイザー、モバイル、セキュリティ、クラウド
VR、O2O、ビーコン、ビッグデータ、ジオフェンシング、CTI 等 40 社
■ URL：

http://www.kotrait.or.jp/seminar/ite2016it.html

入場無料

① 11 月 8 日 10:00 ～ 10:40 飛天の間
韓国 IT 最新動向と未来 ～ Fintech、IoT、ロボット、ヘルスケア、
スマートホーム、スマート工場、ウェアラブル、ビッグデータ、AI ～
IT ジャーナリスト
東京大学情報学環特任助教
KDDI 総研特別研究員

趙 章恩氏
1. 韓国の IT トレンド紹介（Fintech、IoT、ロボット、ヘルスケア、スマートホーム、スマ
ート工場、ウェアラブル、ビッグデータ、AI など）
2. 韓国の IT ビジネス投資動向
3. 韓国の IT ビジネス政策・規制緩和動向
4. 韓国の IT ビジネスモデルの変化
5. 高度情報化社会で重要性増すサイバーセキュリティ問題
6. 韓国 ICT ビジネスの課題と未来
＜講演者プロフィール＞
韓国 IT 情報専門家として、数々の講演やセミナー、フォーラムに講師として参加。日刊紙や
雑誌の寄稿も多く、
「日経ビジネス」
、
「日経パソコン（日経 BP）
」、「日経 Robotics」、
「ダイ
ヤモンドオンライン」
、
「ニューズウィーク日本版 WEB コラム」等に連載中。韓国・アジア
の IT 事情を、日本と比較しながら分かりやすく提供している。
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② 11 月 8 日 13:20 ～ 14:00 飛天の間
平昌冬季五輪に向けた韓国の IT 戦略（5G、VR、IoT、AI、4K/8K)
(一社)マルチメディア振興センター 情報通信研究部
主席研究員 三澤かおり氏
2018 年 2 月の平昌冬季五輪で最先端の ICT 技術力を世界にアピールし、国際標準化主導権
確保と輸出拡大をねらう韓国では、5G や IoT、VR 等の戦略的育成を進めている。平昌五輪
を見据えてどのような戦略が進められているのか、注目度の高いサービス・技術の現状とね
らいを解説する。
1. 韓国 IT 分野の現状
2. IoT サービス動向
3. VR 産業育成・ビッグデータ活用促進
4. 平昌冬季五輪に向けた戦略（5G、VR、IoT、AI、4K/8K）
5. 国家災害安全通信網構築
＜講演者プロフィール＞
モバイル・融合サービス分野及び韓国 ICT 分野の調査研究に従事し、講演やセミナー講師、
記事寄稿等で活動中。世界的に日本と最も共通点が多い韓国 ICT 分野の現状について、日本
で関心が高い分野を中心に、政策動向から理解できるように深堀した最新情報を提供。

③ 11 月 8 日 15:00 ～ 15:40 飛天の間
スマホアプリプロモーションの海外トレンド最前線
タップジョイ・ジャパン(株) 執行役員 佐藤 康雄氏
＜講演概要＞
日々、様々なアプリがリリースされ、韓国・日本はもちろん、グローバルでのユーザー獲得
は熾烈なものとなっている。様々なビジネスにおいて、同環境でのプロモーション展開は必
須検討の領域である。スマホアプリプロモーションについて、最新のマーケットトレンドや
施策事例等をケーススタディも交え解説。
＜講演者プロフィール＞
Yahoo! JAPAN、nifty、楽天などに在籍し、新規事業の立ち上げ、事業マネジメントを担当。
MBA 取得後、コマース・モバイル領域のスタートアップ立ち上げに従事。2013 年から、韓
国 5Rocks 社の Japan Country Manager として事業を統括。2014 年の同社の米国 Tapjoy
社への事業売却に伴い、Tapjoy に参画。現在、京都コンピューター学院の客員講師も務める。

お申込みはこちら

④ 11 月 8 日 13:30～15:00

旭光の間

Robo-advisor Hackathon & DemoDay
【主 催】(株)電通国際情報サービス(ISID)
大韓貿易投資振興公社(KOTRA)
【協賛・協力】株式会社 QUICK、FINOLAB
韓国ロボアドバイザースタートアップが、日本のマーケットデータを取り入れたロボアド
バイザーを作成し、バックテスト及び、実運用を行った結果を発表。
ETF のみならず個別株によるロボアドバイザー、特許の資産化によるロボアドバイザーな
ど多様なロボアドバイザーサービスをご紹介。
■プログラム
・13:30～13:40 ご挨拶
・13:40～13:50 ハッカソン概要紹介
・13:50～14:40 ハッカソン結果発表 (韓国企業 5 社、各社 10 分) ※英語または日本語
・14:40～14:50 韓国 Open API の紹介
・14:50～15:00 アワード発表
・9:30～17:00 ロボアドバイザー企業の展示、ネットワーキング(飛天の間)
※ ハッカソンが英語で発表の場合でも、展示ブースは通訳がおります。
■運用条件(予定)
・ロボアドバイザー作成：2016.9.20 (火)〜2016.10.14 (金)
・実データ運用：2016.10.17 (月)〜2016.11.7 (月)
■発表企業紹介
・WISDOMAIN
世界初、企業の技術力評価を投資判断に取り入れたロボアドバイザー。無形資産である特許
を基に企業の保有技術力に対し時価総額で低評価された銘柄を抽出。指定した条件で最適化
されたポートフォリオを提案。
http://www.wisdomain.com/wis_html/jp/index.htm
・BSMIT
We develop a robo-advisor FABOT that is based on A.I. technology.
We have been researching investment model by mathmatics and DATA analysis.
And the research result is applied to FABOT's A.I. technology.
http://fabot.ai/
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・And Beyond Capital Management
AndBeyond Capital Management is a financial company managing various types of
clients’ accounts ranging from individual investors to institutional investors.
Our investment philosophy is the “Engineering Value Investment”.
Under the philosophy, we have employed machine learning methodology. And we didn’t
experience loss on a yearly basis as to representative client’s account.
http://www.abcm.co.kr/eng/main.jsp
・ValueSystem
特定の富裕層のみ受けられたアドバイザーサービスを小額投資額、安い手数料により、一般
個人顧客もアドバイザーサービスをうけることが可能に。
自社独自のビックデータにより、売買バターンを分析し、投資家の心理、マーケットの動き
を予測。
http://valuesystem.co.kr/
・QRAFT Technologies
当社のロボアドバイザーは、マーケットデータや個人のデータをディープラーニング技術で
学習したポートフォリオを提供し、資産運用会社とトムソン・ロイター・グループに供給さ
れ、その成果を認められている。
http://qraft.co.kr/
・fmsoft (韓国 OpenAPI 事例紹介)
FMSOFT will play a leading part in binding the world’s markets. Our goal is to be the
leading trading solution company in Asia and we will do our utmost to steer our way to
the top and bring the world together.
http://www.fmsoft.co.kr/

