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株式会社アンダムル
ANDAMUL, INC.
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-34-5 直田ビル4F
Tel: 03-3350-6753 Fax: 03-3350-9737
e-mail: info@andamul.com
http://www.andamul.com

会社紹介
携帯電話、スマートフォンのユーザーに向けて、韓流コンテンツ、およ
び女性向け恋愛ゲームを展開している会社です。K-pop の着うた、お
よび韓流スターの公式サイト運営のほか、Appstore、Google play に
アプリケーションの配信も行っています。

事業・商品
モバイルコンテンツ事業

情報技術

韓流関連コンテンツの企画･ 開発･ 運用。
主なサービス: 韓流コミュニティアプリ『 K-REAＬ』、韓流情報サイト『サラ
ンヘ韓流スター』、着うたフルサイト『 K-POP フル』、アーティ

（IT）

スト公式サイト『 IU モバイル』

ソーシャルゲーム事業
恋愛シミュレーションゲームを中心とした、ソーシャルゲームアプリの企画・
開発・運用。
主なサービス: 『デリシャス★キス～理想の恋人～』
『エターナル・リング～魅
惑の約束～』
『忍びかくれ恋絵巻』

154

株式会社アンラボ
AhnLab, Inc.
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX8F北
Tel: 03-5209-8610 Fax: 03-5294-7307
e-mail: sales@ahnlab.co.jp
http://jp.ahnlab.com/

会社紹介
アンラボは1995 年韓国で創業しました。IT セキュリティにおける20
年以上のノウハウにより、アンラボは韓国で60％以上の市場シェアと
約25,000 社以上の導入実績を持つ韓国最大の総合セキュリティ会社
です。
2002 年に日本法人を設立し、韓国での経験と実績をもとに、総合セ
キュリティ会社として、コンピュータを利用する全てのユーザーに
対して、安全で安心できるセキュリティサービスの提供を行ってい

事業・商品
AhnLab Mobile シリーズ

情報技術

ます。

（IT）

・AhnLab V3 Mobile：ウィルス対策ソリューションです。第三者評価機関に
て、10 回連続認証取得！特に、
『 誤診率がゼロ』
『CPU 使用率 0.26%』と高評
価を得ています。ウィルスの検知/ 削除までを行えます。
・AhnLab S-Cube：スミッシング被害を未然に防ぐモバイルセキュリティソ
リューションです。悪性コード探知の際、クラウドベースの悪性コード自動分
析システムからリアルタイムで分析します。

AhnLab Online Security：AOS
AOS はオンラインを通じて処理されるすべての情報通信が安定した状態で行
われるように保護するTransaction Security Service です。

４つのSecurityService で構成されており、これらには個人情報流出および
金銭を狙う驚異に対応できる経験と革新的な技術要素を含んでいます。

AhnLab Malware Defense System：AhnLab MDS
APT と呼ばれる標的型攻撃に対応するためのマルチ分析エンジンを使用した
未知のマルウェアを検知することができるシステムです。
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「SecureBrouser」
「Anti-keylogger」
「Firewall」
「Anti-virus&spyware」の
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株式会社ウィンプラス
WINPLUS CORP.
〒194-0022 東京都町田市森野1-32-13 新光森野ビル4B
Tel: 042-850-8193 Fax: 042-850-8192
http://www.winplus.co.jp

会社紹介
当社は2006 年に創立され、製造業の「ものづくり」のエンジニアリン
グノウハウを活用し、事業基盤であるソフトウェア開発の品質および
生産性の向上を図るシステム設計 / ソフトウェア開発受託、ソリュー
ション研究・開発、IT 技術専門のアウトソーシング事業分野のソフト
ウェア開発等に携わってきました。これらの開発を通じて、お客様の
信頼を高め、技術力と業務知識の向上に努めていきます。

情報技術
（IT）

事業・商品
事業の方向性
現在、移動体通信、高速大容量通信、セキュリティの分野のソフトウェア開発に
加え、グループウェアやデータベース、イントラネットを利用した各種のアプ
リケーションシステムの構築サービスも提供しています。
また業務ソフトウェアの開発のほかに、製品に組み込まれるソフトウェア開発
に取り組み、旅行業界向け、人材派遣業界向けのソリューションをお届けして
います。お客様の業界と業務に精通したスタッフが、お客様の立場に立 って、業
務効率が高くかつセキュリティに配慮したシステムをご提案します。社員一人
一人が確かな技術とまごころをもって、お客様のご要望に的確にお応えできる
企業でありたいと考えています。
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株式会社ウェルシステム
Wellsystem Inc.
〒110-0016 東京都台東区台東2-20-13 古茂田ビル5F
Tel: 03-6279-5741 Fax: 03-6279-5744
e-mail: info@wellsystem.co.jp
http://www.wellsystem.co.jp

会社紹介
株式会社ウェルシステムはコンピュータソフトウェアの開発とサー
ビスを通じて、社会に貢献することを目標として2005 年に設立しま
した。POS システムのバーコード解析技術や、モバイルアプリケー
ションの開発経験などをベースに、画像認識技術とAR（拡張現実）技
術の研究開発に着手。2011 年、スマートフォン上で駆動するAR エン
ジンをリリースして、積極的に事業展開を図っています。

マーカーレスARエンジン「ARme」
従来、実現が困難とされていた「モバイル端末によるマーカーレス方式」のAR
を実現し、スマートフォン上駆動するARエンジンの開発に成功。スマートフォ

情報技術

事業・商品

（IT）

ンのカメラをかざして、目の前にあるものをダイレクトに認識する事が可能
です。ARmeは広告用途（POP、デジタルサイネージ、ケーブルTVとの連携な
ど）のほか、テーマパーク、観光案内、アパレル、防災・医療など、様 々な分野へ
の適用が可能で、ARmeをO2O（Online to Offline）のツールとして利用す
る企業が増加しています。

マルチナビゲーション「ARnavi」
カメラ画面に3Dの矢印を表示し、目的地まで道案内するソフト。類似のソフ
トはカーナビ等が存在しますが、ARnaviはARmeと連動するのが特徴的で
す。
「観光カタログにARmeでかざしてその観光地までARnaviが道案内をす

観光地での施設案内のほか、テーマパークでのアトラクション案内、災害時の
避難経路案内など、ARmeと同様に様 々な分野への適用が考えられます。

ARソリューションの事業展開
ARエンジンのライセンス販売を始めとして、ARmeクラウドサービス、AR 関
連及び認識技術を応用したARアプリの開発請負をあわせて展開。
スマートフォン、デジタルサイネージ、ウェアラブルデバイスといった様 々な
フラットフォームにてAR 技術及び認識技術を活かして展開する予定です。

ARmeのHP

Korean Enterprises in Japan

る」といった使い方が可能です。

www.arme.co.jp

157

株式会社ケイエムダブリュジャパン
KMW JAPAN INC
〒231-0038 神奈川県横浜市中区山吹町1-3 K&Gビル5F
Tel: 045-231-6430 Fax: 045-231-6433
e-mail: info@kmwinc.co.jp
http://www.kmwinc.co.jp

会社紹介
移動体通信分野の核心技術を保有し、世界移動体通信市場を主導的に
先導しています。継続的で創造的な研究開発及びインライン構築を
通じた一括生産体制で、トータルソリューションの提供が可能な移動
体通信分野のリーディングカンパニーです。
従業員の約３割が研究開発員であり、毎年売上総額の10％以上を研
究・開発に費やしています。また、継続的な研究開発の結果、数多いRF
メーカーの中で最も多くの特許を保有しています。これにより国内外

情報技術
（IT）

とも独占的な付加価値のある製品及び核心技術を応用した新製品を
創り出しています。

事業・商品
RF（Radio Frequency 高周波）事業
携帯電話の基地局装置に使用するアンテナ、フィルター、共用装置を日本国内
に納入しています。本国の韓国ではCDMA を世界に先駆けて商用化した国で
もあり、その技術を活かし、日本の通信業者様、通信メーカー様へ製品の提供を
行っています。また、周波数の有効利用の観点から新型フィルター（多重共振
型フィルター）を開発し、世界唯一の製品提供を行っています。

LED 照明事業
携帯電話で培った放熱技術を活かし、発熱量の大きいLED 照明事業に参入し
ました。従来、LED では自己発熱に伴う、LED 素子の故障が問題となっていま
したが、当社の放熱技術でLED メーカーの表示通りの寿命を全うする事に成
功しています。
LED 照明においても無線技術との融合を図り、LED 照明＋無線Wi-Fi ＋IP カ
メラなど高付加価値商品の提案をしています。
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株式会社ケイティ・ジャパン
KT Japan.Co.,Ltd
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル13F
Tel: 03-5425-2300 Fax: 03-5425-2310
http://www.ktjapan.co.jp

会社紹介
当社は韓国最大の通信会社であるＫＴの日本現地法人です。韓国最大
の超高速通信サービスやITSolution サービスの事業者であるＫＴは、
多様な情報通信サービスで世界五大陸へのグローバル進出を行って
おります。当社は、ＫＴのグローバルIT サービスの提供において日本
で15 年間活動を続けております。

事業・商品
電気通信及びITソリューションに関するコンサルティング及びSIサービス
※DVR、Set-Top Box、ADSL装備、Online Game等
ITベンチャーインキュベーションサービス、市場調査、経営コンサルティング

情報技術

国際専用線、国際IP-VPN、IP-Transit及びデータ通信サービス

（IT）

等海外情報通信関連リサーチ
インターネットデータセンター（IDC）事業

Korean Enterprises in Japan
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コスモコンサルティング株式会社
CosmoConsulting Inc.
〒135-0053 東京都江東区辰巳3-14-11 STビル5F
Tel: 03-5569-2336 Fax: 03-5569-2337
e-mail: japan@cosmo-global.com
http://www.cosmo-global.com

会社紹介
当社は情報産業の一端を担い、その業績で社会に貢献し、人類の発展
に寄与することを目標に、6 つのソリューションの展開、５つのパッ
ケージの提供、モバイルゲーム開発、システムインテグレーション業
務の提供、ビジネスコンサルティングを行なっております。

事業・商品
◉ 開発言語に汎用性に優れたjava、ASPを使用！

情報技術
（IT）

◉ ミドルウェア、Webサーバーにフリーウェアを使用！
◉ データベースには信頼性ナンバーワンのORACLEを推奨！
◉ 完璧なASP（ Application Service Provider ）支援！

COSMO Solution Series
e-ERP（Enterprise Resource Planning）
：全社的資源管理
e-SCM（Supply Chain Management）
：供給網管理
e-Procurement：電子調達
e-MarketPlace：国内・海外 c - Commerce
e-HomePageWizard：ホームページ作成ツール
e-ShoppingMallWizard：ショッピングモール作成ツール

COSMO Package Series
PointLockPro：
Folder・Network 遮断等の機能を有するPC保安プログラム
InternetA/S Easy：
オンラインでの顧客支援等の機能を有する遠隔制御プログラム
Twin-Net 2003：
InternetでのFile送受信・画像Chatting等の機能を有する遠隔制御プログラム
TNMS：
File分配・Inventory資産管理・遠隔制御等の機能を有するPC統合管理ソ
リューション
InternetDesktopHelper：
オンラインでのファイル送受信・画像チャット機能等を有する不特定顧客支援
の遠隔制御プログラム
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株式会社コスモブリッジ
COSMOBRIDGE JAPAN CO.,LTD.
〒107-0052 東京都港区赤坂2-19-8 赤坂2アネックスビル3F
Tel: 03-5545-1080 Fax: 03-5545-1040
e-mail: khinfo@kumho.co.jp
http://www.cosmobridge.co.jp/

会社紹介
当社は、その優れたグローバルネットワークインフラを基盤とし、先・後払い
国際電話サービス、IP 電話サービス、通信サービスの運用ソリューション等を
提供しています。先端国際標準デジタル交換設備として「IDS シリーズシステ
ム」を、また、VoIP Gateway としては「CBJS シリーズシステム」を独自に開
発し、通信サービスを提供する事業者やエンドユーザー自身の利便性と多様な
要望に合わせ、柔軟に対応できる技術を保有、提供しています。このような技術
を土台として、業界最安値という画期的な通話料金で国際電話サービスを提供
することにより、全世界を通信でつなぐ架け橋の役割を果たしています。高品

とを自社の目標として、社員一同、技術開発・顧客サービスなど、各分野での最
高を目指しています。

事業・商品

情報技術

質な通信サービスを低価格で提供し、お客様の満足と価値の創造に寄与するこ

（IT）

電話サービスの提供
コスモゴールドカード
◉ クリアで高音質な自動リチャージ式国際電話カード
◉ 全国どこからでも通話可能
◉ 携帯電話の国際ローミングサービス
◉ 日本初のSoftbank 直収サービス
◉ 業界最安値

コスモゴールドサービス
◉ クリアで高音質な、
完全登録制・カード不要のオンライン登録制国際電話サービス
◉ 多様なお支払方法

後払い制サービス
◉ 月間の利用料金請求書を送付、コンビニエンスストアにて支払
◉ 利用料金は24時間一律、時間帯を気にすることなく利用可能
◉ 申し込み手続は簡単。ご利用の電話番号を事前に登録するだけ
◉ 申し込み登録費用、月間基本料金などは不要

国際・市外電話のホールセール
インターネット通信関連各種システムの開発および販売
◉ IDS Switching Machine series
◉ CBJS Switching Machine series

Korean Enterprises in Japan

（SmartPit・振込・クレジットカード決済・電子マネーちょコム・PayPalなど）

◉ Billxpress
◉ IDS-C7
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株式会社ジャコネット
JAKONET Co.,LTD
〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-20 ジャコネットビル
Tel: 03-5825-6335 Fax: 03-3861-6868
e-mail: info@jakonet.co.jp
http://www.jakonet.co.jp

会社紹介
当 社 は、2002 年3 月 に、シ ス テ ム 開 発（SI）事 業 とIT コ ン サ ル テ ィ
ング事業を中心としたIT 企業としてスタートしました。以来、ベン
チャーキャピタル運営などの投資事業、BRM センター運営事業、モバ
イルアプリケーションテスト事業へと、分野を拡大してきました。常
に高い意識を持って新しいビジネスモデルを創造し、企業の社会的責
任を果たすことを経営理念としています。
グループ会社としては、

情報技術
（IT）

（株）ジャコネットモバイルサービス：モバイルアプリケーションテスト事業
（株）
西芝：IT ソリューション開発および販売、
開発受託事業
（株）ジャコネット不動産：不動産賃貸および管理事業、投資事業
それぞれの分野で、活発に活動しています。

事業・商品
SI事業・ITコンサルティング事業
◉ パッケージ開発
◉ 一括受注・請負開発
◉ 市場調査およびリサーチ（日本・韓国 ）

BRMセンター( Business Relation Marketing Center )
◉ 日本現地出張・拠点支援
◉ 日本現地支社代行業務
◉ 日本現地市場委託調査
◉ 日本現地OnLine／OffLineマーケティング支援
◉ 現地バーチャルオフィスおよびサービスセンター運営支援

モバイルアプリケーションテスト業務
◉ 携帯電話関連開発およびテスト業務

エコロジー環境事業
◉ 配管洗浄機械（韓国特許12分野取得・アメリカ特許取得）販売

ベンチャーキャピタル
◉ 不動産投資（賃貸・ビル管理 ）
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株式会社 ダゾンジャパン
DUZON JAPAN Co., Ltd.
〒108-0073 東京都港区三田3-5-21 三田北島ビル10F
Tel: 03-6722-6626 Fax: 03-6722-6636
e-mail: j_support@duzon.co.jp
http://duzon.co.jp/

会社紹介
当社は、企業の業務効率化を追求したIT ソリューションの開発と普及
に邁進しています。当社が誇る韓国シェアNo.1 のERP ソフトウェア
とD-CLOUD センターを基盤に、日本においても、情報インフラを支
える企業としての使命を果たすべく、最高の品質とサービスをお約束
するとともに、顧客の皆様と共に変化・成長し、お客様の利益と満足を
最大化するために最善を尽くしています。

＜事業＞
企業情報化Total Solution & Service
①経営情報化ソリューション：ERP、建設ERP、非営利法人用ERP、グループ

情報技術

事業・商品

（IT）

ウェア、情報保護、会計管理システム
②モバイルソリューション：スマートCEO、モバイルグループウェア
③クラウド及びその他事業：企業用クラウドサービス、オンライン英会話教育等
④企業情報保安サービス：システム、ネットワーク、PC 等の総合保安ソリュー
ションと管制サービスを提供、企業保安コンサルティングサービスを提供

＜商品＞
Argos

DFAS：フォレンジック調査方法を自動化し、個人情報の漏えい痕

跡を収集及び精密な分析結果を提供するデジタルフォレンジック基盤の専門
監査ソリューションです。

ションです。電子税金計算書・サービス管理・貿易管理・会計管理・経営情報や
人事管理等が一体化されたシステムです。

IU：多様な業務プロセスを顧客の環境に合わせたので、構築期間・費用を短縮
します。支店をお持ちの会社・海外法人のLocalization が必要な会社様にお
すすめです。

FaxFireWall：ファックスとPC を一体化し、ファックスをWeb ベースのPC
ファックスとして利用できます。→日本、韓国、中国、米国で特許取得

Korean Enterprises in Japan
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ディーティーシージャパン株式会社
DTC Japan Co.,Ltd.
〒160-0004 東京都新宿区四谷4-3-4 四谷トーセイビル5F
Tel: 03-6843-0040 Fax: 03-6843-0041
e-mail: info@dtcj.co.jp
http://www.dtcj.jp/

会社紹介
ゲームのプラットフォームはアーケードゲームからコンシューマゲームへ、
PC のスペックアップに伴いオンラインゲームが隆盛し、ガラケー、スマート
フォンの時代へ。そのような変革の中、我が社は2008 年創業時より特にゲー
ムに関する様々な事業に取り組んでおります。特に、国内外のコネクションを
最大限に生かしたライセンス事業やコンサルティング事業でオンラインゲー
ムの日本市場展開を、その他メディア事業、マーケティング事業などにも取り
組み、日本国内でのオンラインゲームの普及に貢献してまいりました。今後、
これまでの事業を通じて培ってきた様々なノウハウを最大限に活用し、ゲーム

情報技術
（IT）

（オンライン・モバイル）の開発やパブリッシング、運営事業にも力を入れる予
定です。これからも益々市場が拡大されると予測されるゲーム業界において、
確固たる地位を確立すべく社員一同邁進しております。

事業・商品
1. コンサルティング事業
国内外のコネクションを活かし、各国のオンライン・モバイルゲームの日本展開を実現し
てまいりました。様々な日本パブリッシャーに提案・サービスノウハウの提供、マーケティ
ングプランの提供などを行うことで日本国内サービスのサポートを行い、様々なタイトル
の日本国内サービスを実現させてまいりました。

２. パブリッシング事業
自社、または協力企業との共同事業として、国内外の様々なゲームの日本国内サービス展
開を行っております。日本ユーザーの嗜好に合わせたローカライズ提案や各種プラット
フォームへの展開、マーケティング提案などに取り組み自社タイトルとしてゲームサー
ビスを展開しております。自社開発又は、他デベロッパーとの協力事業としてオンライン
ゲームの開発及び日本国内サービス展開を行っております。今後はモバイルゲーム開発及
び国内外に向けたサービス展開を行ってまいります。

３．ゲーム開発
他デベロッパーとの協力事業として、または自社独自開発としてオンライン・モバイル
ゲームの開発にも取り組んでおります。今後は市場の動向に合わせ、特にモバイルゲーム
の開発に力を注ぎ、多くのユーザーに楽しんでもらえる魅力的なゲーム開発に取り組んで
いく予定です。

4．ゲーム運営事業
自社開発タイトルの運営、または協力企業のパブリッシングタイトルの運営代行など、こ
れまで業界で培ったノウハウを元に日本ユーザーの嗜好に合った多くのユーザーが楽し
めるゲーム運営に取り組んでまいります。
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日本キスコ株式会社
KISSCO JAPAN CO., Ltd.
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田1-22-2 西早稲田東ウィング2F
Tel: 03-6273-9001 Fax: 03-6273-9004
e-mail: sales@kissco.co.jp
http://www.kissco.co.jp

会社紹介
日本キスコは2001 年の創業以来多くのお客様からご支援いただき、
日本におけるIT 会社として数多くの実績を上げてきました。変化す
るIT 業界の中で、お客様の多様なご要望にお応えし、組込み系から
オープン系、ホスト系まで幅広く技術提供し、お客様からも高い評価
をいただいています。さらに新しいサービスとして、2013 年よりソ
リューションビジネスを推進しています。
「 お客様の成功に貢献する
ソリューションの提供」を目指して、IT 先進国である韓国の優れたソ

事業・商品
技術提供サービス事業

情報技術

リューションを中心に選別し、日本のお客様に提供していきます。

（IT）

高度なIT技術を駆使して、お客様に最適なシステム構築を支援しています。
SIサービス: 生命保険、電力制御、公共基幹システム等の開発・保守
RIAサービス: FLEX、HTML5を活用してお客様の業務運用改善に貢献
IT/コンサルティングサービス: 最適なIT環境構築のための戦略的アプローチの提供
モバイル/組込みサービス: 基幹システムのモバイル環境構築と組込みソフトの開発・保守

ソリューションサービス事業
優れたソリューションを提供し、効率の良いシステム構築に貢献しています。
電子帳票ソリューション: 帳票をモバイルに搭載して、現地完結型の事務処理を実現
高速データデースソリューション: インメモリーDBMSを基盤に高速かつ高可用性のDB

仮想化ソリューション: デスクトップやアプリケーションの仮想化を容易に実現
セキュリティソリューション: 仮想監視カメラにより、情報漏えいの予防と操作再現によ
る分析・追求
ERPソリューション: RIAシステムを基盤とするプラットフォームの提供
電子出版ソリューション: クラウド基盤での電子書籍の出版
オープンサイネージプラットフォーム: オープン基盤によりブラウザからデジタルディ
スプレイの機能を制御
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株式会社 MINOSYS
MINOSYS CO.,Ltd.
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-17-14 新宿シティ源共同ビル3F
Tel: 03-5942-8170 Fax: 03-5942-8171
e-mail: jinji@minosys.co.jp
http://www.minosys.co.jp

会社紹介
弊社は「最高の技術力を最適なプロジェクトに提供する」というモッ
トーで、日本屈指の大企業と正々堂々と肩を並べている会社でござい
ます。企業が必要とするIT 関連の問題解決が可能な人材とソリュー
ションを提供し、お客様と共に、プロジェクトを遂行することを主な
業務としております。特に、無線通信、金融（銀行、証券、保険）業務に
経験豊富なエンジニアが多数在籍しております。

情報技術
（IT）

事業・商品
主な事業はSYSTEM 事業とINTERNET 事業でございます。
SYSTEM 事業では、Network/UNIX/Linux/Windows のインフラ構築や大
手企業様向けにSystem 設計、開発、運用及び支援業務をさせていただいてお
ります。INTERNET 事業では、WEB アプリケーションの開発、ソフトウェア
の受託開発及び支援業務をさせていただいております。

事業内容
◉ システムコンサルティング
◉ CS システム・Web 系・オープン系業務システム開発
（JAVA、.NET 、UNIX C、PL/SQL、C/C++、Visual Basic、ASP、JSP、
PHP、Oracle、MSSQL Server）
◉ インターネット関連ソリューション及びパッケージ開発・販売
（企業用メッセンジャー、証券ホームトレーディングシステム等）
◉ ネットワーク設計、運用
※協業して頂ける企業様およびエンジニアを募集しております。
～お客様の信頼と成功が私達の未来です。～
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ワールドウィンテクノロジー株式会社
World Win Technology Co., Ltd
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-2-7 トーハン須田町ビル7F
Tel: 03-3254-8187 Fax: 03-3254-8188
e-mail: twlim@worldwin.co.jp
http://www.worldwin.co.jp

会社紹介
当社は下記の4 つの項目の事業をメインとして、ビジネスを展開して
います。
◉ ブロードバンドデバイス開発・製造・販売
◉ インターネットコミュニケーションツール開発・製造・販売
◉ デジタルサイネージ端末機・ソリューション開発・製造・販売
◉ VOD（Video On Demand）システム開発・製造・販売
また、当社が運営するWeb サイトは下記3 つです。

事業・商品
主な商品およびシステム

情報技術

www.worldwin.co.jp / www.worldwinmedia.co.kr /www.smartframe.jp

（IT）

当社のタッチパネル情報端末機およびセットトップボックスの情報端末機を
使うと、LAN、無線LAN、3G に接続して、インターネットスキルを意識せずに
さまざまなコンテンツを利用できます。また、管理サーバから課金システムへ
の連動など、告知、広告情報を、スケジュールプログラムを使って端末機へと配
信できます。
官公庁、ホテル、病院、介護施設、マンション、商店などに、ネットワークを使っ
た新規サービス・既存システムとの連動・課金システムとの連動を提案し、新
たなソリューションとの融合・コンテンツに関するコンサルティングを提案
するなど、お客様のあらゆる要望に対応できるよう努力しています。
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株式会社ワイドテック
WIDETEC Co., Ltd
〒136-0071 東京都江東区亀戸2-36-12 エスプリ亀戸ビル5F
Tel: 03-5628-6450 Fax: 03-5628-6451
e-mail: info@widetec.com
http://www.widetec.com

会社紹介
当社は、オープン系ソリューションの独自研究開発およびお客様への
システムご提案／構築／運用／保守等が本業のSI 企業です。毎年売上
の7%を社内新規研究開発費として投資しています。

事業・商品
事業案内
◉ ネットワーク／サーバー系システムの設計・開発、および運用・保守

情報技術
（IT）

◉ 各種ソフトウェアの受託開発（提案・設計・製造・運用・保守）
◉ Web 系パッケージ・ソリューションの自社独自開発・販売
◉ EC サイト構築運営システム「WideShop」の開発、EC ビジネス全般
◉ ボイスワープ自動切替システム「AUTOWARP」の開発・販売
◉ 電話活用の達人！！「10so6; 転送録」の開発・SaaS 型サービスの提供
◉ 日韓技術貿易事業

168

RSUPPORT 株式会社
RSUPPORT K.K.
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-20第3虎の門電気ビル
Tel: 03-3539-5761 Fax: 03-3539-5762
e-mail: support.jp@rsupport.com
http://www.rsupport.com/ja-jp/

会社紹介
RSUPPORT( アールサポート) は、世界で初めてウェブとアイコンを
使ったリモートコントロールシステムの特許技術を商用化して以来、
リモートサポート、リモートコントロール技術の世界標準を作ってい
ます。技術の進歩性を認められ、世界市場で知的財産権が保護されて
います。
そのほか、日本での強固なビジネス基盤を確保することに成功し、米
国と中国にも法人設立後、グローバルリモートコラボレーションサー

事業・商品
RemoteCall : リモートサポートサービスの標準

情報技術

ビスの専門企業として成長しています。

（IT）

◉ お客様のパソコンに接続して遠隔でトラブルを診断したり、
リアルタイム

で解決することができるPC遠隔サポ－トソリューションです。
◉ 社内のパソコンメンテナンスや遠隔プレゼンなど、
様々なシーンでの活用

が可能です。

RemoteView : モバイルに最適化された遠隔制御ソリューション
◉ 遠くにあるパソコンやサーバーに接続し、
安全・簡単・スピーディーにPCを

制御することができるリモートコントロールソリューションです。
◉ インターネット環境でさえあれば、
時間や場所に関係なく手元のPCのよう

に遠隔操作することができます。

◉ 遠くにあるパソコンの電源をワンクリックで起動させることができる、
ス

マート電源管理製品です。
◉ 遠隔地PCの電源を個別および一括でコントロールすることで、
コスト削減

と業務効率向上を同時に叶えることができます。

liteCam HD ： パソコン画面録画の定番ソフト
◉ パソコン画面に表示されるものは、
すべてまるごとフルHDで録画すること

ができます。
◉ ワンクリックで録画を簡単に開始し、
パソコンから出力されるサウンド録

音も可能なため、専門知識が無い方でも簡単にプロ顔負けの録画を作成す
ることができます。
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RemoteWOL

情報技術

（IT）
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