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1 Insolmnt Inc.
サービス

/ソフトウェア開発供給
Software development supply

拡張現実　ノート

•AR拡張現実はユーザーに見える本物の環境へアニメーショングラフィックで製作
された3Dアニメーションをリアルタイムでスマートホンから見られるファンシー製品
•AR製品はファンシー製品の絵を別々の3Dアニメーションで見られる機能あり
•ARファンシーが支援するすべての端末機から動物キャラクターアニメーションが
見られる
•アイフォン、アンドロイドフォン使用可能

- AR Fancy is fancy product that is showing 3D animation on viewable real environment
  to user by smart phone at anytime
- Showing function to product's various paint's 3D animation
- Can see animal character animation by supported smart phone by AR fancy
- Run iphone and android

拡張現実　色取り

•AR拡張現実はユーザーに見える本物の環境へアニメーショングラフィックで製作
された3Dアニメーションをリアルタイムでスマートホンから見られるファンシー製品
•AR製品はファンシー製品の絵を別々の3Dアニメーションで見られる機能あり
•ARファンシーが支援するすべての端末機から動物キャラクターアニメーションが
見られる
•アイフォン、アンドロイドフォン使用可能

- AR Fancy is fancy product that is showing 3D animation on viewable real environment
  to user by smart phone at anytime
- Showing function to product's various paint's 3D animation
- Can see animal character animation by supported smart phone by AR fancy
- Run iphone and android

2 Irisys Co., Ltd.
製造

/生物測定
Biometric

LOCKIT USB & OTP

•世界初の超小型虹彩認証USBメモリ
•超小型虹彩認識カメラ装着(独自開発)
•一般USBメモリ機能使用可能(OTPはメモリ機能無し)
•USB除去の際に、Auto-Lock機能
•メモリ装置をスマートホンへ連動可能
•まつげが虹彩を隠すことによる認識率の低下現象を解決

LOCKIT USB & OTP

- World’s first subminiature Iris recognition USB memory
- Installed subminiature Iris recognition camera (self-development)
- Possible to use as a general USB memory
- Auto lock function when USB is removed
- Possible to linkup USB memory with smart phone
- Solve the problem that is not recognized because of eyelashes

モバイルアプリケーション

•OS : Android
•5M AF Camera 使用
•赤外線LED使用
•リアルタイムで目の映像データーを獲得するためのソルーション
•登録及び認証の結果を返還するソルーション
•登録及び認証によってできた虹彩コードを返還するソルーション
•モバイル応用アプリ：モバイル及びPC保安、電子決済システム、ログイン、NFC等

모바일 어플리케이션 솔루션

- OS : Android
- 5M AF Camera
- Infrared LED
- Solution for acquire of real time Iris video data
- Return solution for result of registration and recognition
- Return solution for boundary information of pupil and Iris
- Solution for registration, modification and elimination on database

3 AMCOD
製造/

ディスプレイ
DISPLAY

タッチスクリーン用の高経度Filter

• Anti Reflection coating (0.5% 以下)
• Pencil Hardness 8H 以上
• 接触角 105度以上指紋防止 coating
• Anti Glare coating

-Anti-Reflection Coating(＜0.5%)
-Pencil Hardness >8H
-Anti-Finger Printing Coating (water contact Angle>110°)
-Anti-Glare Coating
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4 CNSI Co., LTD
製造

/ソフトウェア開発
/ネットワークカメラ

Network Camera

NCS3000G2 (3G/4G M2CAM)

•3Gモデムを搭載したネットワークカメラ
•PC又はスマートホンからリアルタイムモニタリング
•アナログ出力レンズのすべての機種で使用可能
•陰性両方送受信、電光掲示板VMS機能等周辺機器に使用可能
•電源バッテリー太陽光発展システム使用可能
•有線及び電源を供給できない地域と軍師、警察、消防、鉄塔、航空、海運等の特
殊用
•韓国SKテレコムから品質認証獲得
•韓国電力KPSへ鉄塔管理のソルーション納品
•韓国山林庁へ山火事感知のシステム納品
•ハンシン電子へ近隣海の船管理のシステム納品

NCS3000G2 (3G/4G M2CAM)

- Network camera that is equipped with 3G modem
- Real-time monitoring on a smart phone or PC
- Can be used for analog output lens all models
- Optional peripheral devices send and receive two-way audio, such as the electronic
  scoreboard VMS function Available
- Can be used for power storage battery solar power system
- Region not be able to supply power cables and Military, police, fire, pylon, aviation,
  and maritime. It is suitable for use in a special purpose
- It has received quality certification of SK Telecom
- KEPCO KPS tower management solution delivery
- delivery of Forest Department forest fire detection system
- The Hanshin electronic neighborhood, delivery of ship management system

PT6000 & WP6000

•スマートホンからリアルタイムモニタリング(アンドロイド、アイホン)
•PTZ遠隔制御の機能持ちのスマートホンカメラ
•写真はスマートホンから監視映像を貯蔵可能
•CMSソルーション(PC)サービス
•プッシ·ュメッセージ転送機能警報
•別のPCが必要でないが有線/無線のインタネット連結が必要

PT6000 & WP6000

- smartphone-based Android and iPhone Real-time monitoring
- smartphone cameras, PTZ remote control
- photo to surveillance video of the smartphone Save
- CMS solutions (PC) Service
- push message transmission function alarm
- wired / wireless and does not require a PC to another Internet connection required

5 JINYOUNG R&S Co.,ltd. 製造 Manufacture

電子波吸収　/　遮蔽シート

•HS code : 7230.90-0000
•特徴：電子機器から発生する磁気交流妨害のノーズがら製品の機能を守るため
電子波を吸収、遮蔽する
•適用範囲：NFC antenna, WPC, ノートブック,TV, 携帯電話,EMI/EMC部品
•対象企業：通信関連　メーカー、RF設計、電子波関連会社、スマートホン関連会
社

Electromagnetic wave Absorber sheet
- Property : It is effective in improvement of the electronic sensitivity form anti-
electromagnetic waves.
- Application : NFC, Notebook, 3D TV, Mobile, EMC/EMI etc.
-Looking For : Manufacturer of communicate, Related radio wave

wireless charge

HS code : 7230.90-0000
•特徴：コイルによりできた磁気長が受信部のコイルへ届き携帯電話又は電子製品
を無線で充電使用可能する
•適用範囲：自動車産業、携帯電話、コンピュータ産業等
•対象企業：無線充電機メーカー、スマートホンメーカー、スマートホン関連会社

Wireless charge

- Property : magnetic field made from TX pad, it received RX pad. It will make the
wireless charger to mobile or equipment
- Application : Automotive parts, Mobile, Computer
- Looking for : Manufacturer of wireless charger and mobile, Related with mobile

6 SOSO H&C SW開発 SW Development

Smart Wearable "BRAINNO"

•世界初の脳波、心拍動を同時に測定
•脳波：1秒当たり256個の左右の脳波計測→集中力、Relax,左右脳のバランス開
発状態等を分析
•心拍動：光センサー方式計測→ストレス、心血間建庚状態等を分析
•便利性＆ファッショナブル

Smart Wearable "BRAINNO"

- World's first to measure brain wave and heart rate simultaneously
- Brain wave : Measure 256 signals per second from left and right brain -> Analyze
concentration, relax, balance development of left and right brain
- Heart rate : Using optical sensor method -> Analyze health condition such as stress,
cardiovascular and etc
- Convenience and fashionable



Mobile health care solution "T-Coach"

•脳波と心拍動を同時に測定して脳の活性化、ストレス状態を分析する
•Brain Computer Interface技術とゲーム、アプリ等の融合→ Brain-Fitness等ユー
ザーの健康状態に合わせたヘルスケアーソルーション

Mobile health care solution "T-Coach"

- Analyze state of brain activation and stress condition by measuring brain wave and
heart rate simultaneously
- Convergence with Brain Computer Interface technology, games, application and etc
  -> Brain-Firness and health care solution customized to user health condition etc

7 UNION CO.,LTD. 製造 SMD, OEM, EMS

FPCB ASS'Y SMD OEM

- F-PCB,RF-PCB H-PCB ASS'Y SMD OEM FOR OEM
  S   M   D (CHIP MOUNTING)
  SMD 100 LINE(DOMESTIC+ OVERSEA)

RF(NFC,Bluetooth.WI-Fi,Zigbee) PCB ASS'Y OEM
H-PCB ASS'Y OEM , EMS

- PCB ASS'Y OEM

8 SAMIL CDS 製造 DISPLAY 透明冷蔵庫

Transparent fridge

- 24“ transparent fridge
- 47“ transparent fridge
- 22“ transparent display box
- 32" T-LCD display box(touch screen)
- 47" transparent door
- 55“ transparent door

透明LCDパネル

T-LCD panel

- 15.6“ T-LCD panel
- 24“  T-LCD panel
- 32“ T-LCD panel
- 47“ T-LCD panel
- 55“ T-LCD panel



9 SKM GLOBAL.co.ltd 製造 Manufacture

コルク　スマートホン　ケース

•天然素材
•電子波遮断のカードサービス

Cork Cell phone case

- Natural cork applied product
- Color : Casablanca Burgundy, Casablanca Choco
- The sterilizing effect antibacterial and deodorozing
- electromagnetic wave shield card

多機能付きスマートホルダ

•一般·車載ホルダー
•高軽度の素材

Smart Holder

- They can be adjusted by using two grooves, thanks to studies carried out by the
Institute of Mould Technology.
- The velcro in the lower part is conveniently usable on the car dash board, desk or
others.
- The upper part can be easily used for a variety of stickers that include company
logos, texts or images, and thus
  out smart holder case is recommended for an advertizing promotional item.

10 Coregleam co.,ltd 製造 Manufacture 可視光線の通信技術を活用した水中無線の音声の送受信システム Underwater Communication System by using Flashing Light ( UCS Flash Light )

•技術：スキンスキューバ装備であるFullface Maskに音声をLEDに返還する技術を
適用したダイバー達の一対一の音声通信装備

•使用：ダイバー達の相互交信のために高価の輸入装備が使われていたが、この
装備は水中フラッシュライトみたいにその照明機能を使いながらダイバー達がライ
トと音声通信ができる装備

•製品構成：水中防水フラッシュライト2個、Fullface Mask及び着せ替えスピカーモ
デュール各2個、充電器2個、ケーブル(フラッシュライト~Fullface Mask)2個

•適用範囲：
スキンスキューバ　ダイバ
水族館　ダイバー
船舶産業関連
海洋技術研究所
海洋油田の開発企業
魚資源管理及び探査企業
海洋事故の救難救助の企業

Underwater Navigation System for Smart-Phone

•水中ナビ　S/Wプラットホーム
•センサーデーターの分析及びシミュレーター
•水中航法アルゴリズム
•水深、泉水時間、安全泉水、減圧情報、水温情報の表示モデュール
•水中100ｍ級の放水機構

Underwater Navigation System for Smart-Phone

- S/W Platform for Google-Android

- Underwater Navigation Algorithm

- Data Display: Dept of Water, Diving Time,
  Water-Temperature, Decompression

- Mockup Size : SAMSUNG Galaxy 3  / Galaxy 4

- 100m Water Resistance



11 M&G ENT.CO.,LTD.

製造
/貿易

/卸小売
/IT / e-Learning

IT / e-Learning

Twokey® / Twokey® Pro Tablet PC

•世界初の商用化 Dual Booting Tablet PC Series
•INTEL CPU (I5/celeron/Atom)
•2~4G RAM / 64~256G SSD
•9.7” / 11.6” HD LED (Pro)
•電子黒板ソフトウェア含み
•デジタイザーのペン　/　両方の教育用ソルーション含み(Pro)
•前後方のカメラ
• 低発熱　/　 長リアルタイム使用時間
•磁石着せ替え式USBドッキングキーボード

Twokey® / Twokey® Pro Tablet PC

- World First Commercialized Dual Booting Tablet PC Series
- INTEL CPU (I5/celeron/Atom)
- 2~4G RAM / 64~256G SSD
- 9.7” / 11.6” HD LED (Pro)
- e-Board S/W included
- Digitizer Pen / Interactive Solution included (Pro)
- Dual Camera
- Lowt Heat / Long Actual Play Time
- USB Magnetic Docking Keyboard (Option)

Twokey® Mirroring

•HDMIを支援する機器とOSを支援する
•混戦と切れがない
•無線スマート環境
•1080P 60Hz
•Zero Delay
•30ｍ長距離まで無線転送
•設置と使用が簡単
•特殊機能支援：N:1、３D、HID等

Twokey® Mirroring

- OS / Device Free
- No Break / Interference
- Real Wireless Smart Environment
- 1080P 60Hz
- Zero Delay
- 30m Long Distance Wireless Transmission
- Plug and Play
- Special Function support like N:1, 3D, HID

12 FUTUREROBOT Co., Ltd.
製造

/サービス
/Service Robot

Service Robot

FURo-D

•広告·案内ロボット
-大量補給後、広告レンタルビジネス
-エンターテインメント(観光、広告、広報、案内等)
•OS : Windows 7
•Height : 160cm
•Weight : 88kg
•Display : 32 tough screen

FURo-D

- Reasonable Price & Wide Display
- One Platform - Multi Device
- Communication Robot
- Multiful Language, Entertainment
- Event & Festival, Advertisement
- OS : windows 7
- Height : 160cm
- Weight : 88kg
- Display : 32 tough screen

FURo-iHome

•ホームサービス　ロボット
-遠隔ケアー、ホーム教育、シルバーケアー、ホーム保安等
-遠隔モニタリング、制御(移動、コメント、表情、日程等)
•OS : Android
•Size : 28cm * 40 츠
•Weight : 2.5kg
•Tablet or smartphone : 5~10.1

FURo-iHome

- One Platform - Multi Device
- Telepresence, Scheduling Service
- Pet Care, Surverllance, Edutainment, Communication, Health Care, Monitoring,
Emotinal Service
- OS : Android
- Size : 28cm * 40 츠
- Weight : 2.5kg
- Tablet or smartphone : 5~10.1

13 RNware Co., Ltd.
製造

/Video transmission
Video transmission

ANYSYNC Nto1 type

•スマートパッド、PC、キャムコーダー等の機器から映像と音声を無線転送して遠
隔ディスプレイするハードウェア機器

•適用範囲：学校授業、企業会議、プレゼンテーション

ANYSYNC N to 1 type

- Without wireless AP, High quality video & sound transmission in real time
- Actual mirroring showing all contents as it is
- Wide compatibility independent on specific products
- The world’s first N:1 Switching (The device has screen change function which screen
on the transmitter which button is pressed.)
- No installation of S/W, No complicated set-up
- Application Field : Education / Company meeting room
 Presentation



ANYSYNC 1to1 type

•スマートパッド、PC、キャムコーダー等の機器から映像と音声を無線転送して遠
隔ディスプレイするハードウェア機器

•適用範囲：エンターテインメント

ANYSYNC 1 to 1 type

- Without wireless AP, High quality video & sound transmission in real time
- Actual mirroring showing all contents as it is
- Wide compatibility independent on specific products
- No installation of S/W, No complicated set-up
- Application Field : entertainment

14 SERIES.CO.LTD
製造

/DISPLAY
DISPLAY

SERIES POPS

•Bluetooth LED DISPLAY
•Bluetooth　Speaker(apt-x 支援)
•補助バッテリ
•size : 166*89*12(mm)

SERIES POPS

- Bluetooth(3.0) LED Display SignMessage Board[outline size:166*89*12]
  (control 312ea with Android application, free app can be supply)
- Bluetooth external Speaker(apt-X)
  (SPP + A2DP)
- USB Charger etc...
- Adjustable brightness/speedscoll/save/open etc...

15 iLBS Co.,Ltd. 製造 Smart watch for Healthcare

PAAR Watch Glucose (スマート腕時計タイプ血糖測定器)

•製品紹介：糖尿病を予防及び管理するサービスを提供するスマート腕時計タイプ
血統測定器

•製品特徴：血糖管理アプリ付き

PAAR Watch
- Instroduction : PAAR Watch is a Smart Watch type, personal activity assisting device
that provides diverse alarms and services by using the wearer's activity record and
analysis (Zero- Configuration & opportunity direct M2M Based Life pattern logging
watch.
* Features
 - The service's operating structure focuses on
 minimizing the user's intervention (Zero-configuration)   -Add modules can be loaded
using the external port   -Provides gesture recognition and voice recognition    -Offers
various service through interoperation with
 general smartphones( Android, iPhones )
- Significant power reduction by applying the low power technology(1month/1Full
recharging)
* Application Fields
- Smart Watch, Blood sugar measuring watch,Reminding and assisting personal
activities, Personal
Identification,Smart watch Key etc.

SLIM Hub (NODE)

製品紹介：
室内用の固定ノード
有無線通信のプロトコル支援、
モバイル機器達と相互作用によりメッセージを共有
Intelligent Smart Office Service
移動端末機のノード間のハンドオーバーによりスムーズにつながる
事前に設定した条件によりPublisher/Subscriber型のリアルタイム自律群集型の
メッセージブロッカ専用の端末機

製品特徴：
室内用の固定ノード
有無線通信のプロトコル支援、
位置情報サービス
ノード検索に’よりサービス探し及びマッチング
IOT Messaging Hub
個人及びグルプ別に自律認知型のサービスを提供
位置情報Delay Toleranceを支援する非動機プッシ/プルサービス提供(Post it概
念の導入：音声等のマルチメディアメッセージ送受信)

SLIM Hub

*Product descriptions
SLiM Hub is a stationary node that installed and represented the unit space (room,
kitchen, office, etc…) of indoor office or home environment. SLiM Hub supports
wire/wireless communication protocol, shares messages through interaction with other
mobile devices, shares computing resources (printer, etc…), works as core role device
in intelligent smart office service.
Insures flexible connections by handover with smartphone or mobile device node. SLiM
Hub is Publisher/Subscriber type real-time self-organized messaging broker device
with using the pre-set up condition.
*Product features
-Location anchor node that represents the unit space in indoor locationing based
service infrastructure
-Supports various wire/wireless communication protocols
-Provides indoor locationing service by applying real-time location recognition
technology
-Service searching and matching operation through neighbor node searching
  IoT(Internet of Thing) messaging Hub
-Provides personal or group self-recognizing service
-Provides asynchronous push/pull service that supports location based delay tolerance
(post-it concept is imposed)
(ex. sending/receiving voice or multimedia message)



16 GT Telecom Co., Ltd. 製造 Mobile Accessory

ブルートゥースステレオ　ヘッドセット　GBH-S700

-有線を乗り越えるプレミアムハイファイサウンド(apt-X支援＆AAC codec支援)
-自動リルタイプのネックバンド
-外装スピカー採用
-5種類のEGモード
-Micro SD スロットを活用したMP3プレイア
ｰ新環境的な素材TPE採用
-アンドロイドアプリ支援
-ファームウエアのアップグレード

Bluetooth stereo headset GBH-S700

- Pemium Hi Fi sound, surpassing wired earphone (apt-X & AAC codec)
- Retractable type of earphone
- built-in external speaker
- 5 kinds of EQ
- MP3 player via micro SD slot
- eco friendly TPE material
- Android app. available
- Firmware upgrade

ブルートゥース　フリ·ハンドー　カーキット GBC-2000

-モ-ションセンサーを装着して運転者の搭乗可否により自動に電源をon/off
-フリ·ハンドー製品の中で、長時間使用可能(30分/一日、2ヵ月/スリップモード、2
年)
-きれいな音質
-A2DP支援(音楽)
-自動ボリューム調節可能

Bluetooth handsfree car kit GBC-2000

- Automatic power on/off when the driver gets in/off the car by motion sensor system
- One of the longest operation time among handsfree ( On 30 minutes use daily, the
battery runs for more than
  2 months. )
- Clear cut call quality
- A2DP support
- Automatic volume control

17 BND Co.,Ltd ソフトウェーア開発 Embeded Solution

ホンーインカー

접속성 솔루션 차량 PND(또는 방실 결절) 사이에 매끄러운 통합이 가능하도
록.
및 스마트 전화
-접속성:자동차 PND(또는 방실 결절) – SmartPhone.
-2컨트롤:런처 앱 자동차, 필수 기능.
-Uni-Directional 컨트롤:SmartPhone 신청은.

-車PND(or AVN)とスマトーホンをつながる接続性のソルション
-Bi-Directional Control : 車のランチャーアプリ, 必須機能
- Uni-Directional Control : スマトーホンアプリ

PoninCar

- Connectivity solution to enable seamless integration between vehicle PND(or AVN)
  and Smart phone
- Connectivity : Vehicle PND(or AVN) – SmartPhone
- Bi-Directional Control : Launcher App for Vehicle, Essential Functions
- Uni-Directional Control : Applications for SmartPhone

18 U-HAN PRESEN 製造
presentation
e-learning

フリゼンマーカー

-フリゼンマーカーはビームプロジェクターで透視したスクリーンのスペースの中
で、レーザポインタの赤い光だけを抽出してこれを発表者の意地どおりに、
①レーザポインタでマキングできる
②レーザポインタで画面を拡大できる
③発表内容と説明、発表者の動画等をリアルタイムで貯蔵できる
④3Dデータをプリゼンテーションできる

PresenMarker Ⓡ

When instructor or presenter to be announced using projector and screen,
PresenMarker Ⓡ detect laser point light,
Mark the highlight area like underline, circle, animation and character on the screen the
projector shines.
PresenMarker provide real time recording and broadcasting the contents of the
presentation.
Provided presenter support Laser Mouse Function on the screen

19 ONYCOM,INC. 製造、サービス SERVICE, SALSE

テスト ポルテ(モナイルアプリ テスト自動化ソルション)

-アプリ開発者がスマートホン等のモバイル機器を買わずに、オンラインから端末
機を遠隔で活用できることによって、自己開発してアプリの機能をテストできる
-Real Operation：オンラインから端末機を遠隔で動作及び体験する
-Real-time Audio ＆ Video：オーディオ＆ビデオをオンラインからリアルタイムで動
作及び体験する
-Live Networks：遠距離から通信、放送事業者たちのN/W接続、網及びサービス
フラットホームに連結した機能のテスト
-Device Load Free：スマートホンを遠距離からテストできる
-Test Automation Qos Monitoring：ハードウエーアのテストリストを決めた後オンラ
インからテスト自動化及び性能のモニタリング

Test Forte (Mobile App Automation Test )

Reducing Developers and Tester´s workload, Save your product development
expenditures.
Our program is "Any-time and Any-where Test solution" which makes key event to act
´record and play´ to test embedded S/W
Our program offers various verification standards and it can easily and simply adopted
in various QA criteria
such as Test-Case based developer-side verification, Regression Test and Client
Inquires Test
- Real operation ,not Emulator
- Real-time Audio ＆Video
- Live Networking
- Mobile device, Load free
- Test automation Qos monitoring



20 NOONTEC KOREA CO., LTD 製造 DISPLAY

セーリ　CELLI

-顧客のニーズに合わせて作るPower Bank
-アイフォーン/アンドロイドフォーンに接続可能(ケーブル無し)
-USB充電方式(ケーブル無し)
-リチウムポリマーバッテリー
-超小型
-1,000mAh
-実用新案2件出願

CELLI

- Customer design Power bank
- Direct connection to any phone without cable
- Direct connection to USB without cable
- Stable Lithium-Plumer battery installed
- Compact size for easy carry
- 1,000mAh Capacity
- 2 types of Patent pending

スタールスティックDIY　STYLISTIC DIY

-顧客のニーズに合わせて作るOTG USBメモリ
-パソコン/アンドロイドフォーンへ接続
-A Gradeメモリを搭載
-実用新案1件登録

STYLISTIC DIY

- Customer design OTG USB
-  Direct connection to both PC and Android Phone
- A Grade Memory Chip used
- Patent Registered

21 DG Entertainment ソフトウェーア開発 game & software

動く皆のギャラリー

-動作認識の技術と美術、人文コンテンツの融合からできた新しい概念の教育用
のインタラクティブな美術のコンテンツ
-42種の有名な作品を高画質のスクリーンから感想できる
-名画の中でグラフィックの動き、ナレーション、音楽、効果音を加えて連続的なス
トーリテーリングで学習効果を高める
-韓国教育学術情報院(KERIS)認証

Moving Everyone's Gallery

- educational interactive virtual art content
- best combination with 3 values(famous paintings + storytelling + motion recognition
technology)
- consisting of 42 famous paintings
- authorized by the Ministry of education
- display mode/story mode

ラーニング　アドベンチャー

-3次元カメラを通して動作認識ができる3D建庚増進のコンテンツ
-3次元スペースラーニングゲーム：リズミカルな体操形の動作で老若男女に気軽
にアッピルできる
-4個のキャラクターで様々なフレー可能
-キャジューアルゲーム
-様々なミッションとイベント

Running Adventure

- motion-based functional 3D game
-running game in a 3-dimensional space
- consisting of a variety of rhythmic        movements
- easy to control for anyone at any age
- various missions and events in each      stage

22 NDS Solution co. Ltd., ソルション Solution
Q-Sign Android APP

-DIDソルションプログラムであるQ-Signをアンドロイドモバイル専用アプリを開発

Q-Sign Android APP

- Develop the DID solutions program(Q-Sign) to Android mobile app

ビーコン　Beacon

-ビーコンを活用した室内側位技術はスマートフォーンの位置をwi-fiより低電力で
精確に把握できるし、簡単に設置できるため大型建物の室内サービスを構築する
ことにびったり
- kioskから提供するWayfinder及びコーマシャールサービスをモナイルにつながっ
て提供する
-ビーコンの位置側位技術を使ってkioskで使うWayfinderサービスをモナイル機器
から使えるようにする
-Wayfinderを使ううちに検索された目的地の様々なクーポン及び付加サービスを
提供

Beacon

- Interior positioning technology using Beacon requires less electricity but gives more
precision than Wifi.
  Installation is adaptable to perform interior services.
- Gives advertisement service provided by kiosk linked with mobile
- Able to use Wayfinder service in mobile models using Beacon’s location positioning
function
- Provides additional service in local areas while using Wayfinder(discount, facility
location etc,)



23 JiNi.Co., Ltd サービス Service

ジーにーPAY　jiniPAY

-モバイル決済サービスの革命!
-スマート機器さえあればいつでもどこでもPOS OK!
-カードこーピーの事故を 小化!
-カード情報流出事故 小化!
-移動性、携帯性が優れた携帯用ビジネスパートナー
-OS：IOS、アンドロイド、Window, Linux, Unix
-言語：韓国語、英語

jiniPAY

- A portable IC card reader terminal that uses smart devices!
- POS management service is now possible anytime and anywhere using your smart
device!
- Minimize the risk of card duplication attacks!
- Minimize the risk of card information leakage!
- A portable business partner that affords you complete mobility and portability!
- Supported O/S : IOS, Android, Windows, Linux
- Supported Languages : Korea, English

ジーにーオーダー　jiniORDER

-配達料理を注文するアプリ
-注文、取り消し、変更の機能が搭載

jiniORDER

- JiniORDER will be your assistant, enabling your customers to place, cancel, and
change their food orders automatically.
- JiniORDER will be your administrator in charge of customer order management.
- JiniORDER will magically transform your restaurant into one with a quiet and elegant
atmosphere.

24 BLMEDIA サービス、製造業 DISPLAY

DID

-広告効果
：高画質の動画を繰り返すことで広告効果が高い
-情報伝達＆コミュニケーション
：ネットワークにより天気、ニュース等の情報をリアルタイムで伝えるし、顧客と企
業、本社と支社の間にコミュニケーションの役割を達成
-長時間に遠隔制御
：インターネット環境を基に行きたい場所のメディアを制御できるようにして簡単に
管理できる
-ディースプレイ
：Component, S-video, Ethernet, DVI, RGV等の様々な端子を支援することで設置
場所に会う利用環境を提供

DID

* Excellent advertisement effect
- Unlike traditional print advertising media has repeatedly expressed by the colorful
images with high-definition image.
  so the advertising effect is excellent.
* Information transfer and Communications
- Using a network weather, news can be possible to deliver real-time information.
  The role of communication channel for Customer and Businesses, Branches and Head
Office.
* Remote control for a long time
- It is consist of whenever you can control that you want some media by the Internet
environment-based and added conconvenience-controlled.
* support for various display
- It can provide a suitable using environment for the installation place to support a
variety of terminals like Component, S-video, Ethernet, DVI, RGV etc.

ブロック

-動画パネル2個、展示スペース1所、ライト
-製品の展示用のディジタルディースプレイ
-4個ボックスを自由に組み合わせる

Block DID

- video panel 2, space of display 1, backlight
- digital display can give a excellent effect for products presentation
- it is possible free assembly four boxes

25 ZEPETRONIX 製造 Manufacture

モバイル　カードリーダ機器(MSM-2000)

-速読(20~100cm/1秒)
-スマートフォーン交換性
-IOS＆アンドロイド
-低電力
-バッテリ＆カードリーディングの状態をLEDランプで表示
-簡単なSDK開発者TOOL

Mobile card reader(model:MSM-2000)

- High speed MS&IC chip data reading(20~100cm/sec)
- High compatibility for Smartphone
- iOS & Android Application
- Low power consumtion
- Led indicators for battery and reader status
- Easy tools of SDK for developer

カード挿入方式　カードリーダ機器(DCR-100)

-速読
-カード挿入方式のマニュアルのカードリーダ機器
-ISO7816規格＆EMVレベル1規格の認証獲得
-製品の信頼性及び耐久性が高い

Manual insert type M.S&IC chip Card reader (model name:DCR-100)

- High speed MS&IC chip data reading
- ISO 7816 standard & EMV level 1 certification
- High reliability and durability



マグネチック＆ICカードリーダ機器モデュール(HCT-31XX)

-速読
-ハイブリッドのマグネチック＆ICチップカードリーダ機器モデュール
-ISO7816規格＆EMVレベル1規格の認証獲得
-暗号機能

Magnetic &IC card reader module (Model name: HCT-31XX)

- High speed MS&IC chip data reading
- Hybrid type magnetic& IC chip card reader module
- ISO 7816 & EMV level 1 compliant
- Encryption support

26 WINDAMP Co., Ltd 製造業、サービス Manufacture, Service

AF1010　クルファン

-製品説明
：韓国初の’羽なし扇風機’を開発、気流の増幅技術を活用
：風邪の増幅調節により自然な風邪を発生することでめまいとか顔がはれることが
無い
：使用者の安全とエネルギーの節約に寄与
：一般の扇風機より送風距離75％向上、消費電力50％減少

-製品特徴
：エネルギー節減( 小消費電力3.8W)
：自然な風邪
：サーキュレーター
：安全性(羽がないから事故無し)

-製品の機能性
：気流の増幅制御の技術
”ビルの林に入ると平地より風が強い現状”からこの技術が誕生

AF1010 쿨링팬

* Product Explanation
- Inspired by nature Valley wind, we applied that effect to our "air amplifying
technology", and made first hidden blade cool fan in Korea.
- Due to patented wind amplification technology with multi-wind volume adjustment,
you will not feel dizzy when the wind blowing on your face.
- Considered user safety and energy efficiency.
- Compared to existing general fans, it increases effective air blowing distance by 75%
while saves energy upto 50%.

* Features of AF1010 Cooling Fan
- Energy Saving: Compared to existing general fans(average minimum power
consumption: 37W), it reduces 50%power consumption. The minimum power
consumption of AF1010 Cooling Fan is 3.8W in average.
- Natural breeze: Applying the Valley wind technology, we successfully generated
smooth breeze wind similar to the nature wind engendered from valley.
- Circulator Effective blowing distance is 8meter. It can circulate air in room when
consumers use air conditioner or heater.
- Safety: Because the fan blades are hidden, our product can thoroughly avoid
accidents, such as pinching fingers or other physical injure.

*Functionality of AF1010 Cooling Fan
- Source Technology - Wind amplifying system

27 DAEL 製造 Solar Station

ソーラーガイド16H

-充電する時、約10時間LEDランプが使える
-キャンピングとか家庭で使用可能
-ハンディータイプ：太陽光モデュールと一体型
-太陽光とUSBを通してデューアル充電できる
-低鉄分の強化グラスを使うことで太陽光モデュールの寿命が15年以上になる

Solar guide 16H

- Using 10 hours (full charge)
- Rechargeable for every smart phone and iPad(5V 500mA)
- Preventing overload, short circuit, over charging
- Convenient to carry(Included solar module)
- Dual charging system(solar module, MINI USB)

ソーラーガイド140D, ソーラーガイド280D,ソーラーガイド1200

-LED照明はバッテリ100％の場合、28,56,240時間使える
-LED電流ドライバにより明るさ調節できる
-オーバーロード回路を遮断する機能でヒューズ差し変わりなし
-外部からの衝撃から保護できる設計されている
-実用的なディザーイン

Solar guide 140D, Solar guide 280D, Solar guide 1200

- Everywhere rechargeable when the sun is shining
- Using LED lamp, smart phone, smart device etc.
- Outdoor camping, construction site, and rural forests bungalow lamp
- Charging LED lamp, electronic equipment when the electricity failed
- Providing sufficient electricity to Southeast Asia and Africa etc.



28 SECRETPRISON 事務用品の製造 Design & Manufacture

エコーハーブーUSB MEMORY(ライラック、マンゴー、フィトンチッド）

-自然の香りがするUSB MEMORY
-コルクで作って据え置き
-衝撃を防ぐ、生活放水の機能
-エコーディザーイン
-ノートパソコン、マックブック

Herb usb 3types(Lilac,Phytonchid, Mango)

- Natural Frangrace
- USB MEMORY (Made In Korea)
- Cork - Loss, Shoking preventing
- Water proof
- Healing, Good design
- Eco materials & Design

ハーブーUSB＆米末木の筆入れセット

-エコー芝とウッドコルクの素材
-エコーディザーイン
-筆とUSBの収納機能で便利

Herb usb & Wood case Set

- Herb usb & Wood case Set
- Natural Wood
- Useful on the desk
- Eco friendly design
- Healing point at office
- Decoration Item at home

29 USYS Co., Ltd. 組み込みS/W SW Development

BLE Beaconを基にモバイル位置追跡システム

-移動型(携帯)ブルートゥースビーコン(Bluetooth Beacon)発信機を追跡するス
マートディバースと固定ビーコン信号受信機により追跡対象の位置を把握して位
置情報をサービスするモナイル位置情報サービス(MLBS)
-ブルートゥースのスマートレディーを支援するビーコン信号の受信機
-ビーコン発信機をつけた追跡対象の位置を把握して位置情報をサービスするモ
ナイル位置情報サービスフラットホーム

Mobile Location Based Service(MLBS)

- Mobile Location Based Service(MLBS) for a missing person(or anything else) with
taking advantages of movable Bluetooth Beacon transmitter, mobile smart device and
fixed BT receiver

30 (株)パルコーン 次世代のディバース連動のレージャー向けスマートTVシステムを開発

31 (株)セスート M2M位置情報を基に貸借管理システムを開発

32 ビエンピーイノベーション(株) リアルタイム現場の映像を中継するモバイルウエアラブルカメラを開発



33 ネットーコデック(株) KDDI LTEモデュール(SL-U110)を使って業務用のIP-PTT製品を開発

34 (株)エンティーモア LTE CAT4 Wi-Fi 2T/2R連動Mobile Router

35 ヤルリ(株)
目を認識して感情を読みながらコミュニケーションできるモデュールLCDをつけた
ロボット
中国向けのパンダーディザーイン

36 (株)アクロエム
カーボンナノデュブ(CNT)コーディング技術を利用したスマートエネルギーの管理
システム

37 (株)エースウィナース 陸上/海上の物流環境においてIOTを基に信頼性高い貨物追跡ソルーション

38 (株)創意空間 教育用のサイバー物理創意設計の実習システム

39 (株)エクストリプル
IOT技術を生かして社会の弱者たちの管理地域を監視するとか室内外の位置追
跡のシステム



40 (株)ソールミテーク NFCを基にバッテリ無しのカードタイプのウェルネス(wellness)機器を開発

41 モベラン 旅人のためのスマートセーフ旅行キット

42 (株)センスゲームズ スマートフォーンにつながるディジタル玩具”インターペース”開発

43 デーブ良い映像協同組合 スマートディナースとIOTで連動するスマートトレーディングカードゲーム

44 (株)ペタフレーム アンドロイドを基にスマートサイネージスティック開発

45 ニュロン・ウィークス IOTミドルウェーア/CMSソルーション

46 ティティエンジ Selfキャディ管制、アプリ



47 (株)グリーンエスエム RFモデュール、部品


