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提起

教 室 カンファレンス イベント・放送

「１：多」のコミュニケーション
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コミュニケーション・ツールの不在

提起
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SYMFLOW紹介

リアルタイム・コミュニケーション・システム
「SYMFLOW」
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SYMFLOW紹介

全てのスマートデバイスをサポート

現場で即座に質問・返答

アプリのインストール無し、
すぐ使える

結果の集計や統計表示
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SYMFLOW紹介 （特許技術）

負荷分散処理部 ビッグデータ分析部
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SYMFLOW紹介

韓国特許取得 2017「青年企業人賞」長官賞受賞
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ソリューションの販売

様々なニーズに対応出来る
カスタマイズ

R/S

パートナーシップを通じて
安定的な収益を確保

アカウントの販売

年間のアカウント利用契約

短期のイベント

オペレーター派遣や
様々なカスタマイズで効果を極大化

ビジネスモデル及び実績
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ビジネスモデル及び実績

2015 2017（e)

4,800

2016

9,300

17,000

アカウント数

8,000

19,000

35,000

使用イベント数

2017年基準、17,000個のアカウント、35,000回の使用イベント、2,500,000回のUV
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ビジネスモデル及び実績

2014年7月の法人設立以来、3年間10億ウォン（1億円）以上の売り上げを達成。

2017年10月末、通年売り上げは5億ウォン で、当初の目標を上回ると期待

2013 2014 2015 2016 2017 2018

4

11

19

単位(百万円)

50

2017年売り上げ目標 :5億ウォン（5,000万円）

1. MICE : 3.5億

2. 企業HRD : 1.0億

3. 教育 : 0.5億

去年の２００％以上成長見込み
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活用分野と事例

教育 企業HRDMICE

主な顧客

連携
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活用分野と事例

NEXON Developers Conference 2014-2017

Google x 500 Startup (Eric Schmidt) 

大統領候補招待デジタル経済戦略フォーラム

World Knowledge Forum（世界知識フォーラム）

2017大統領選挙候補対談
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活用分野と事例

見本市講義 懇談会 レクレーション

放送インタビュー 展示会 社員研修

발표세미나 입시설명회 심사 発表会説明会 審査・コンテストセミナー
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日本事業現況

2015年にSYMFLOWをリリースすると同時に、早稲田大学大学院アジア太平洋研究科の修士課

程及び早稲田大学デジタル・ソサエティ研究所にて、サービスローカライズ及びテスト目的で短期運

用。のち、（公）情報通信学会（JSICR）の定期学会や国際コミュニケーションフォーラムで活用し、

現在も学術大会及びセミナーで随時利用中。

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 情報通信学会第30回コミュニケーションフォーラム
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日本事業現況

2016年からは、日本のスタートアップ企業関連のイベントや展示会に参加して、ブースの運営やパン

フレットの配布などの活動を展開。

現在、日本のイベント運営者向けサービス会社「EventRegist」と業務提携について協議中。

B-Dash Boot Camp 2016 札幌 EventRegist社訪問ミーティング
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単位：億円

* MICE：Meeting、Incentives、Convention、Exhibition＆Event

• イベント市場全体規模中、カンファレンス及

び展示会などの分野は7,000億円

• 年間のイベント数は約3万件

• 主催側と観客のコミュニケーションが円滑

でない、一方的になる傾向が強い

→ SYMFLOWの活用で実質的な参加型のイ

ベントを可能に、主催側も観客も発表者も誰も

が満足できる「ふれあいの場」を設計。

日本事業現況

社団法人日本イベント産業振興協会

Smart MICEの実現

日本のMICE＊は、韓国の２倍以上の規模で持続的に成長している産業。なお、「現場でのリアル

タイム・コミュニケーションをサポートするサービス」についてのニーズも充分あるが、まだ支配的なサービ

スはない状態。「スマートMICE」の先端サービスとして、関連事業者に訴求、営業展開を計画。
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今後の計画及び展望

日本法人の設立と事業展開
 11月に日本法人の定款を認証され、法人設立完了
 韓国の中小企業進興公団（SBC)の「輸出インキュベータ事業」に選定さ

れて、新橋にあるオフィスに入居
 日本事業用のサーバー（AWS）とシステム構築完了
 EventRegistやMICE事業者を中心にMICE試用事例拡大

マーケティング戦略
• 韓国貿易投資進興公社（KOTRA）の支援で、2018年春のJapan IT We

ekに参加、出展を計画中
 上記の支援プログラムでサービスホームページの再編及びオンライン広告

開始
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今後の計画及び展望

年間売り上げ及び経費、雇用

2018年 2019年 2020年

売り上げ 1,000万円 5,000万円 15,000万円

費用＊ 750万円 2,000万円 7,000万円

収益 250万円 3,000万円 8,000万円

雇用 1人 2人 5人

ターゲット顧客（見込み客含む）
 MICE産業：イベントの企画・運営代行業（H.I.S、近畿日本ツーリスト、日本コンベ

ンションサービス、フォーラムジャパン、コンベックス、プランドゥ・ジャパンなど）、地域コ
ンベンションビューローなど

 企業HRD：企業研修事業者（日本能率協会、産業能率大学、PHP研究所、マ
イナビ、日本マンパワー、リクルート、日本生産性本部など）、E-ラニング事業者
（日本経営協会、SMBCコンサルティング、セルムなど）

 教育：早稲田大学（試用中）の事例に基づいて、首都圏内の大学に向けての営
業活動展開

* 日本法人代表（姜）の報酬は年間240万円で、上記の表の費用に含む
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会社紹介

会社のモットーは「Tech for People」で、人の役に立つ

技術やサービスを開発することを目指しています。

CEO | ミン・キョンウク 本社 | 韓国、富川市

資本金 | 1.3億ウォン 外部投資 | 1.6億ウォン (持分 7.89% )

沿革 |

2013  08  中小企業庁の創業支援事業選定
個人事業者登録

11 JST創業コンテストで優秀賞
2014 01  ソガン大学LMS連携ソリューション開発

08  法人設立及びエンジェル投資

2015 02 SYMFLOW正式リリース
03 ベンチャー企業認証（韓国産業技術評価協会）
07 Jiransoft Japanと日本サービス事業提携開始
11  KBSオンライン参加システム構築契約締結

2016 09 Onoffmixと業務提携契約
12 Next Startup Awardで優秀賞

政府主催の「創造経済博覧会」で優秀企業選定

2017 05 国内特許取得（第10-1738667号）
中小企業庁の「創業成長技術開発事業」に選定
中小企業庁の「製品サービス技術開発事業」に選定

06 信用保証基金の「First Penguin 企業」に選定（15億ウォン）
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会社紹介

| ハンイル長神大学 経営 / 日本語専攻
| 学士将校（中尉除隊）, GOP哨所長
| サービスマネジメント12年経歴
| NEOWIZ, BlueholeほかIT企業のQA実務 5年
| MMORPG game ‘TERA’ グローバルランチング
| 2013年 IT&BASIC  起業
| ビジネスレベルの日本語可能

ミン・キョンウク | CEO | 企画, PM, 事業総括 | co-founder 

| 延世（ヨンセ）大学 新聞放送学/経済学専攻
| 早稲田大学大学院 国際情報通信研究科 修士卒
| サムスン電子 ITソリューション事業部 戦略マーケティング
| LGUplus 企業クラウド事業部 マーケティング担当
| 海外事業の開発及びパートナー発掘で豊富な経験
| ネイティブレベルの日本語可能

カン・モヒ | CMO | 日本法人代表 | co-founder 

| 13年経歴のウェブ・モバイル開発者
| スマートフォン用のソフトウェア開発で豊富な経験
| 公共機関向けのB2Gサービス開発
| ウェブハードの決済・請求システム開発
| PHP, JAVA, ASP, C++ / MySQL, ORACLE 

ホン・スング | 開発次長 | 専門開発

| 15年経歴のLinux/Windowsサーバー専門家
| LGUplusウェブハード開発総括、日本向けサービス開発
| キョンボク大学 外来教授 (電算, ITセキュリティ)
| Apache, PHP MySQL分野でのエキスパート

パク・サンリョル | 開発部長 | 開発総括
| 13年経歴のウェブプログラマー
| LGUplusウェブハード開発の核心メンバー
| LGUplusのクラウドサービスのモバイルAPI開発
| 日本向けサービス及び企業向けサービスの運営
| PHP, JSP分野でのエキスパート

ソ・ジンソク | 開発次長 | 専門開発

| KAIST（韓国科学技術院）電算学博士（Ph.D)
| マシンラーニング・データ分析実務経歴 10年
| Data mining関連の特許６件保有

チェ・ジンヒョク | 首席研究員

| 国民大学 視覚デザイン専攻
| KAMAエンタテイメント（ゲーム制作） 4年経歴
| 芸術の殿堂でデザイン実務10年

カン・ホグク | デザイナー | UI asset制作・デザイン

事業部 |

開発部 |

| 8年経歴のウェブ・モバイル開発者
| LGUplusのADSL付加サービスの開発及び運営
| SIMFILE (Naverの資料室)の開発及び運営
| LGUplusのウェブハードの開発及び運営
| PHP, JAVA, C++, PRO-C, PERL, 

SHELL SCRIPT, FLEX, MySQL, ORACLE

イ・ドンギル | エンジニア | 専門開発

| ハンヤン大学 電算経営 (統計学)専攻
| コーディング能力保有した統計分析エンジニア
| Hadoop, R, Spark, 指標分析

グォン・ヨンヒョン | エンジニア | 開発・データ分析 | co-founder 
| Full stack開発者
| Front-end : Jquery, bootstrap, html5, css
| Back-end : nodejs, socketIO, php, nginx
| ビジネスレベルの英語可能

イ・ジェギュン | エンジニア | 開発PM | co-founder 
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ご清聴に感謝致します

CMO 姜模熙(カン・モヒ）

mh .kang@ i tnbas ic . com

www.symf low .com


