
ロゴ・イメージ 企業名・URL 詳細 分野

RAON A&C

www.raonanc.com

UNIVR

www.univrworld.com

 AgileSoDA

www.agilesoda.com

AIDOT

http://aidot.ai

BlueSignal

www.bluesignal.co.kr

Clobot

www.clobot.co.kr

IDK SQUARED

www.heartcount.io

IVS

www.ivssoft.com

データを分析し、その結果を可視化するクラウドベースのデー
タ分析ツール。
機械学習アルゴリズムの自動化技術、自然言語ベースの分析
技術でデータの認知可能なパターンを自動的に探す、増強型
データ分析サービス（Augmented Analytics）。サムスン電子、カ
カオ、SKなどが導入。

AI

監視カメラの映像と音声をAIで分析し、侵入・火災・煙検出・暴
力・持ち去り・転倒などを通知。空港や原発、工場での労災防
止や、小売店での動線分析など、様々な場面での実績多数。
キャリアの公式サービスとして展開済。韓国内で3,500か所へ
の導入により膨大なAIラーニングの蓄積あり。

AI

リアルタイムに交通情報、車両、道路施設等から収集された
データを分析し、AIで交通状況を予測。既存のセンサーベース
の予測ソリューションとは異なり、AIアルゴリズム、ビッグデータ
分析、輸送理論を組み合せ競争力は世界レベル。大手自動車
メーカーとの共同テストを実施。

AI

ネットカフェ向け、食事給仕ロボット。スマートシティ向け環境モ
ニタリングロボット。汎用室内自律走行ロボット。自律走行ロ
ボット管理システム。

AI

1. VR/AR Audio：頭の動きと連動し音の位置・方向・空間感を
適用して再生
2. Virtual Sound：フォーマットに関係なく、空間感、仮想サラウ
ンド(5.1/7.1)効果とエフェクト
3. 明瞭度向上：音像定位とノイズ低減技術を利用して、ビデオ
会議、車両通信等の明瞭度を向上

XR

AIで企業の業務に必要な意思決定の最適化と、プロセスの自
動化
POSCO 鉄鋼成分予測 AIコントロールシステム構築
HANHWA生命 AI基盤クレーム 自動審査
サムスン火災海上保険の機械学習プラットフォームを構築

AI

子宮頸がんAI画像診断、脳卒中の予兆をとらえる頸動脈超音
波診断AIシステム、脳動脈瘤破裂の予測AIシステム、消化器
内視鏡のリアルタイム画像診断AIシステム

AI

VR自転車。ハンドルに取り付けられた専用コントローラは、コン
テンツベースの運動没入度を高め、同時に心拍数を測定。カス
タム運動目標とスコア達成情報を記録し、運動の効果を高め
る。ネットワークを通じ30名との競争も可能。

VR禁煙システム。没入型嗅覚、視覚、聴覚を活用した禁煙。

XR
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Neurocle

www.neuro-cle.com

QiSens

www.qisens-ai.com

SoftIn

https://softin.co.kr

Superb AI

www.superb-ai.com

Testworks

www.testworks.co.kr

VisualCamp

www.visual.camp

Xinapse

www.xinapse.ai

Cloudbric

www.cloudbric.jp

クラウドに特化したセキュリティソリューション。WAFは、全世界
95ヵ国 10万以上、日本国内550社超 7,180サイト以上を保護。
リモート・アクセス、DDoS攻撃防御なども提供。クラウド及び
エッジコンピューティング技術を活用し、IoT＆End-Point保護を
研究開発

セ
キュ
リティ

AIベースの視線追跡ソフトウェア。特別なデバイスを使わず、
ユーザーが画面のどの部分をどのくらい見ているかをリアルタ
イムで分析、活用。教育・eコマース・ヘルスケア・動画・VR分野
での集中度や関心度合を把握。MWC2021 GSMA主催 GLOMO
Award受賞

AI

最大65の文章、30分間の学習で、高品質の合成音声を生成。
映像合成は、人の写真を活用して、仮想映像を作成。ディープ
フェイクのように、従来の映像への他の顔の上書ではなく、アニ
メーションを作成するように、動く映像をAIで合成。故人とメッ
セージ、ビデオ通話サービスを提供予定。

AI

機械学習に不可欠なデータラベリング作業をAI主導で自動化・
半自動化してスピーディに提供。独自の深層学習AIを利用し、
画像や動画のラベリングの速さを最高10倍まで高めることが可
能。

AI

AI学習データの収集、加工プラットフォームとエッジAI画像分析

自動オブジェクト認識技術で差別化。オンラインプラットフォー
ムと自動オブジェクト認識技術で時間とコストを削減。

AI

人事異動最適化アルゴリズムを使用して、10項目以上の人事
基準を持つ、数千人の人事配置が数分以内で完了。人事異動
シミュレーションを通じて経営陣の意思決定をサポート。Webブ
ラウザで簡単に管理し業務の効率を向上。
組織構造図は企業で使用される社員DBと連動して簡単に視覚
化。

AI

非専門家が製造/医療/ロジスティクス/セキュリティなどで高性
能の深層学習ビジョンモデルを作成できるソフトウェア。Vision
Systems Design主催イノベーター賞で銀賞を受賞

AI

監視カメラの人の流れを分析して、人と人と距離をリアルタイム
で分析可視化し「密」を判定。
顔を認証して、マスク着用有無を判定。
航空写真や衛星写真を分析し、ソーラーパネルの設置場所判
定。

AI

2



IGLOO SECURITY

www.igloosec.co.kr/jp

JBTech

http://cafe.naver.com/jbtechcctv

Monitorapp

www.monitorapp.com/ja/

Quad Miners

www.quadminers.com

RAONSECURE

www.raoncorp.com/jp

CloudN

www.ecloudn.imweb.me

Hyundai AIT

https://hdait.co.kr/Fetme

AM Telecom

http://amtel.co.jp/

犬の分離不安症、脳血管疾患、精神的不安を発見するウェア
ラブルデバイス
泣き声で活動レベルや情緒状態、バイオリズムを分析し、分離
不安障害などの身体異常の有無お知らせ。

ヘル
スケ
ア

日本 3大キャリア対応のIoT向け通信モジュールをはじめ、デバ
イスまで拡張し開発及び製造。顧客のニーズに合わせた製品
のカスタマイズの追加開発及び製作。(グローバル対応ルータ
有)

DX

AIで室内環境モニタリングするシステム。CO2、CO、温度、湿
度、PM2.5、電力量を測定可視化。コロナ対策として、CO2をモ
ニタリングし、エアコンを操作したり、換気を促す。クラウド上で
データ分析。

ヘル
スケ
ア

ネットワークのフルパケットを収集保存。AIで分析し、内外部の
様々な脅威からの情報セキュリティー対策ができる次世代
Network Detection and Response

セ
キュ
リティ

ブロックチェーン基盤の生体認証サービスを開発。韓国のデジ
タル運転免許証にもかかわる。FIDO Allianceのボードメン
バー。韓国では政府、公共、金融及び大手企業など約500社の
顧客と3000万以上の個人がラオンセキュアの製品とサービス
を利用。世界最大のハッキング大会で優勝

セ
キュ
リティ

赤外線監視カメラ
ネットワーク赤外線監視カメラ
無街灯道路の自動車ナンバー識別カメラ
複数車線の自動車ナンバー識別、広範囲監視可能

セ
キュ
リティ

WEBサーバのセキュリティを高度に担保するWeb Application
Firewall、DB Firewall、SSL可視化装置。アプライアンスのほ
か、クラウドでも提供。特許取得。

セ
キュ
リティ

20年以上のセキュリティ監視ノウハウとビックデータ活用能力を
ベースに設計した製品多数。韓国シェア1位のSIEM、人工知能
(AI)技術を導入した統合セキュリティ監視、セキュリティ脅威対
応プロセスの自動化と業務の効率性を高めるSOAR等を開発。
韓国の公共機関、通信、金融、海外等導入実績あり。

セ
キュ
リティ
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Dongwoon Anatech

www.dwanatech.com

FORCS

www.forcs.com/jp/

Lambda256

www.luniverse.io

LogenSoft

www.logen.co.jp

ONYCOM

www.onycom.jp

Pittasoft

www.blackvue.com/jp

StyleSeller

www.corp.styleseller.co.kr

Toss Lab

www.jandi.com/

動画ベースのグローバルEコマースプラットフォーム
消費者が購入する役割から抜け出し、購入した商品を、様々な
チャンネル(SNS)でレビューし、販売の役割まで行うことができ
るサービス

DX

韓国で最も勢いのあるビジネスチャット。200万ユーザー突破。
単なるビジネスチャットではなく、各営業所・外出先・リモートな
ど、様々な場所で勤務している仲間が、同じ場所で一緒に仕事
しているかのように思わせてくれる、従業員のエンゲージメント
向上を実現させるコミュニケーションツール

DX

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

DX

スマホやPCからクラウド経由でドライブレコーダーにアクセスし
営業車を管理。リアルタイムでプッシュ通知、ライブ映像確認、
GPS履歴、ジオフェンシング通知、運転レポートを自動作成。ク
ラウドサービスは2015年から、世界中の法人からコンシュー
マーまで、約30万人のユーザーが利用中。

DX

ブロックチェーン・プラットフォーム（BssS）。非専門家でも手軽
にブロックチェーンサービスを構築。クリックするだけでチェーン
の開設からネットワークの設定運営が可能。NFT、DIDサービス
も提供。シナリオをカスタマイズでき保安性の高い訪問者管理
が可能。

DX

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

DX

指紋認証機能が搭載された決済及び入退管理用 ICカード、
バッテリー無しで既存カードリーダーをそのまま利用可能。
Inlayer【Module】提供可能

DX

タブレットやスマートフォンでのペーパーレス化が実現する電子
フォーム開発ソリューション「OZ e-Form」。企業向けのレポート
のデザインから配布及び運用、管理まで全ての作業をサポート
するエンタープライズ帳票ソリューション「OZ Report」

DX
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YOUNGLIMWON
SOFTLAB

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

DX

5


