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企業名
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技術分野 システムソフトウェア開発 主な生産品

ハイワイファイモバイル

インフォテインメントシステム及び
プラットホーム

資本金 296.5 百万ウォン
売上高

(2017年)
574.5 百万ウォン

従業員数 A‐1506, 372, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Republic of Korea

住所 www.hi-wifi.co.kr E-mail

Homepage FAX
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1. 企業紹介

http://www.hi-wifi.co.kr/


 技術概要
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世界初のモバイルインフォテインメントHIWIFI

通信環境に関係ない、データを使わない、コンテンツ料金の負担がない

① FREE Wi-Fiサービスや広告・公共情報を提供するシステム_(第10-1533420) (日本の特許登録番号 特許2016-534520)

② Wi-Fi識別子を利用してコンテンツを提供するシステム_(第10-2017-0158752号)

通信網

列車に設置されたそれぞれのモバイル
インフォテインメントシステムに

広告やコンテンツを伝送

列車の乗客は、Wi-Fiを利用してモバイルインフォテインメントシステムに接続

①

②

統合マネジメントプラットフォーム

2. 技術紹介
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通信環境に関係なくコンテンツ提供1 ユーザーの端末とシステムのWi‐Fi接続だけで保存されているローカルコンテンツが利用でき、
通信環境が良くない公共交通機関に最適化されているシステム

マネジメントプラットフォームを利用した遠隔システム運用・各種統計分析3 マネジメントプラットフォームを通じたリアルタイムシステム管理、広告 / コンテンツ利用統計算出
ユーザーの行動分析による戦略的なターゲティング広告 / マーケティング分析可能

データを使わずコンテンツ提供2
HiWIFIに接続するだけで、データを使わずローカルコンテンツ利用可能

2. 技術紹介

 技術概要
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 試演映像

2. 技術紹介
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Wi-Fiユーザー認証ページを利用する従来の単純な広告方法ではなく

ユーザーが必要とする様々なコンテンツやロケーションベースによる情報・広告を一緒に提供

HiWiFi

Wi-Fi
選択

HiWiFi
www.hi-wifi.co.kr

LOADING

ロード中
広告

Wi-Fi接続時の

不要なロード時間を

利用した広告

プラット
フォーム

プラットフォームを

通じたユーザー中心の

様々な無料コンテンツ

提供・多様な形の

バナー広告露出

映画、MCN、e-マガジン、

ウェブトゥーン、ウェブ小説

など、全コンテンツ

無料提供

コンテンツ

スタンドタイプの

プラットフォームを通じて

様々なニュースや

公共情報提供

公共情報

DIFFERENT! 何が違うか？

2. 技術紹介

 技術の特徴
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EASY! ログインせず簡単に利用

ユーザーの使いやすさを考えた接続環境（Wi-Fi、アプリ、フォールディングバナーなど）で

不便なく迅速にコンテンツ利用可能

HiWiFi

HiWiFi
www.hi-wifi.co.kr

LOADING

Wi-Fi 選択 ロード中バナー広告 プラットフォーム
接続

フォールディングバナーメニュー
選択

2. 技術紹介

 技術の特徴
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WT
WN

ウェブトゥーン、ウェブ小説

映画

映像

ニュース

マガジン

様々なジャンルのウェブトゥーン/ウェブ小説を提供

様々なジャンルのプレミアム映画や毎月の新作映画をアップデート

モバイルに特化した様々なジャンルの放送映像と映像コンテンツ会社が提供する
動画コンテンツ

リアルタイムで更新される国内外の主要ニュースや動画ニュース

毎月更新されるファッションやリビング、趣味、教育など様々なカテゴリーを持つ
国内外の代表マガジン

地下鉄や高速列車でのユーザーの行動を分析してユーザーのニーズに合わせたコンテンツに集中

モバイルインフォテインメントプラットフォームを通じて映画やe-マガジン、MCN、ウェブトゥーン、ウェブ小説など様々なコンテンツを無料で提供

FUN! 多様なコンテンツ提供

2. 技術紹介

 技術の特徴

https://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.conedenim.com/varablue.html&bvm=bv.127984354,d.dGo&psig=AFQjCNEN3JUbyFLRB9haabHgBGlTo_rfMA&ust=1469515726141326
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コンテンツ供給者 サービス利用者

HIWIFI B2B方式のプロセス

広告
収益配分

コンテンツ
無料提供

(B2CからB2B方式に変化)

FREE! 無料でこそ利用する

2. 技術紹介

 技術の特徴
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LBS! ユーザーのロケーションベースによるカスタマイズコンテンツ・情報を提供
* Location Based Service : 位置情報サービス

設置場所とサービス場所の事業特性に最適化された

様々なプラットフォームの実現・ソリューション提供

2. 技術紹介

 技術の特徴
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SRTアプリとHIWIFIアプリの連動による列車・駅舎内での様々なLBS / O2Oサービス

→ 営業利益の最大化 (2017年基準、SRTアプリダウンロード数100万+)

>

ロード中
バナー広告

プラットフォーム
接続

プラットフォームに
自動接続

hiwifiアプリをタッチ SRTアプリ上部の
hiwifiタッチ

Movie

O2O! アプリ連動による様々なO2Oサービス

2. 技術紹介

 技術の特徴
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INTERACTIVE! 乗客の行動分析による Big Data

今後10年の交通手段内モバイル広告独占事業権による公共交通機関乗客のデータ独占収集

HIWIFIプラットフォームを利用して広告・コンテンツ利用統計算出

乗客3億5千万人の利用パターンと行動の分析による事業別・区間別広告 / マーケティング分析可能

乗客の行動分析によって得られたビッグデータを利用したリアルタイム収益モデル創出

統計算出

広告 / コンテンツの各項目別利用状況統計

ユーザー分析

時間帯別、駅舎別、号線別、地域別
流入されたユーザー環境に関する分析

マーケティング分析

他の環境から流入されたユーザー接続情報と広告 / コンテンツ
利用統計分析による戦略的な広告 / マーケティング分析

実行分析

プラットフォーム利用時間やコンテンツ選択など、システム
接続後に発生するユーザーの実行パターンを分析

ランキング分析

広告 / コンテンツの各詳細項目別ランキング分析

2. 技術紹介

 技術の特徴
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区分

主なビジネスモデル 今後のビジネスモデル

モバイルインフォテインメントシステム
スマート

インフォメーションセンター
スマートフライヤー

スマート
Magazine & Movie

サービス
プラット
フォーム

サービス
内容

インフォメーションセンター +
エンターテインメントコンテンツを含む

Wi-Fiプラットフォームを利用し、
インターネットに接続しなくても

様々な情報とメディアコンテンツを提供

Wi-Fiとビーコンを導入し、
観光や交通、地域・店舗情報、

プロモーション、イベントなど、
様々な情報を提供

祭りや展示場で提供する
様々な情報を

Wi-Fiプラットフォームを通じて
eブロッシャーや

eキュレーティングサービスなど
モバイルデバイスで閲覧可能

営業場内に陳列していた
顧客用の雑誌を、
より多くの顧客が

便利に利用できるように
Wi-Fiプラットフォームを通じて
eマガジン＆ムービーを提供

活用
範囲

地下鉄、バス、航空機、
船舶、タクシーなど

公共交通機関

電車の駅舎、空港、観光地など
公共の場所と

ショッピングセンター、デパートなど
大型モール

地域の祭り、国際博覧会、
ギャラリーや展示場など

文化芸術イベント

銀行、ホテル、病院、美容院、
カフェなど、事業特性に合わせて

カスタマイズ

2. 技術紹介

 技術の適用範囲・応用分野
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1. スマートインフォメーションセンター（公共の場所）

Wi-Fiを選択してアプリを起動するだけで、様々な公共情報コンテンツを複数の言語で利用可能

>

Wifi 選択 Wi-Fi接続時間を
利用した広告

スタンドタイプのプラットフォームによる
交通、旅行/観光、グルメ案内など

様々な公共情報提供

スマートインフォメーション
センター

>

公共
情報

ロード中
広告

2. 技術紹介

 技術の適用範囲・応用分野
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2. スマートインフォメーションセンター（ショッピングセンター）

Wi-Fiに接続した顧客にそれぞれのAPに合う店舗情報やプロモーション、イベント割引クーポンなどが含まれた

プラットフォームを提供

2. 技術紹介

 技術の適用範囲・応用分野
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3. スマートマガジン ＆ ムービー (M＆M)

様々な雑誌を多数の顧客が閲覧することができる店舗専用B2Bデジタルマガジンをサービス

2. 技術紹介

 技術の適用範囲・応用分野



 技術の適用範囲・応用分野
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4. スマートフライヤー

祭りや展示場で提供する様々な情報をプラットフォーム一つで映像やテキスト、画像など様々な形で

伝送可能

2. 技術紹介



 急成長するモバイル広告

33%

15%22%

10%

9%

5%
6% TV

PC

모바일

OOH

신문

잡지

라디오

2016年

19
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"14 "15 "16(F) "17(F) "18(F)

14年度比成長率

モバイル & OOH (Out Of Home) 市場

伝統的な広告媒体が下落し続けている中でOOH(交通広告)市場と
モバイル広告市場だけが急成長。

37%

19%
10%

9%

12%

6%
7% TV

PC

모바일

OOH

신문

잡지

라디오

2014年

3. 市場の現状と展望



 新しいモバイル交通広告市場
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モバイル
広告

OOH広告
(OUT OF HOME)

モバイル広告

交通広告

+

HiWiFiがターゲットにする広告市場

参照：2015年モバイルインターネット利用実態調査

成長している交通広告とモバイル広告

屋外広告の減少（前年比5％減少）

- 全国的に屋外広告市場が減少

交通利用客の増加による交通広告の増加（11.7％）

交通広告市場 ▶モバイル広告市場に転換必要

データ利用者の83％が移動中の交通手段の中で使用

交通手段の中で最も多くの利用客を保有している地下鉄

3. 市場の現状と展望



 年度別Wi-Fi使用量・場所別使用量の推移
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· 生活環境の変化によるSmart Phone普及率の増加

· Smart Phone使用量の増加による無線データ消費量の急増

· Data料金の負担によるWi-fi使用量の急増

· 移動中に人々は一人でできることに集中する

モバイル端末の使用増加によるデータ消費量及び
Wi-Fi依存度の増加

86%

64.1%

30.9% 28.5%

5.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

교통수단 직장,학교 상업시설

(카페, 식당,쇼핑몰)

실외장소

(거리, 공원)

공공시설

(관공서,공항등)

家を除き、最も高いモバイルインターネット
使用率を示している交通手段

参照：2016放送通信広告費調査

12

10

8

6

4

2

0

2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

83.0% 11 11
79.4%

7

970.0%

5

7

67.7%

3

5

91.0%13 13

参照：2016放送通信広告費調査

モバイル普及量(%) 月のデータ使用量(PB) Wi-Fi使用量(PB)

3. 市場の現状と展望



 圧倒的な集中力を持つ交通手段内のコンテンツ利用
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多くの時間を過ごす職場や学校よりも高い公共交通機関内でのモバイルインターネット消費

モバイルインターネット消費量の大半を占める公共交通機関内でのコンテンツ利用（映像、ウェブトゥーン、ウェブ小説など）

他の場所に比べてコンテンツだけに集中できる環境を備えた公共交通機関内での圧倒的な集中力

96.4%

モバイルユーザーの余暇活動の中で

インターネット利用率は

モバイルインターネットで

最も多く利用しているコンテンツ

動画、ウェブトゥーン、ウェブ小説

7.0%

11.0%

27.2%

41.6%

54.4%

64.0%

0% 25% 50% 75%

健康/運動

ウェブ小説

ウェブトゥーン

音楽聴取

ゲーム

TV・動画視聴

参照：2015年モバイルインターネット利用実態調査

3. 市場の現状と展望
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韓国の会社員の
平均通勤時間

高速列車
平均移動時間

58分 2時間
スマートフォンのコンテンツを利用できる長い時間

* OECD 2016 性別テータポータル

3. 市場の現状と展望

 韓国市場の現状と展望



 韓国市場の現状と展望
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様々なコンテンツを通信環境に関係なく、

速い速度でデータの制限なく、通信料金の負担なく、

コンテンツ料金を払わず楽しめる

遅い速度

30

データ制限 通信料金の負担

韓国唯一のモバイルインフォテインメントプラットフォーム

ハイワイファイ HiWiFi

3. 市場の現状と展望



 契約確定事業
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仁川地下鉄1,2号線(1日60万人、71編成346両)
- 仁川地下鉄1、2号線の単独モバイル広告事業者に契約確定

- 最初5年+ 5年追加契約

- 2016年11月、仁川地下鉄試験運行終了(1ヶ月間)_[2編成16両]

- 2017年7月に仁川地下鉄1号線、9月に仁川地下鉄2号線で正式サービス開始

- 固定広告費6百万ウォン/月(現在の仁川地下鉄屋外広告代行社であるソウォンメディアは、7,800万ウォン/月)

- Pre-roll広告を除いたプラットフォーム広告だけで総売上高45億を超えた時点から15％の広告収入シェア

SRT(水西発高速列車)(1日6万人、32編成256両)
- SRT列車、駅舎、顧客ラウンジの単独モバイル広告事業者に契約確定

- 最初5年+ 5年追加契約

- 2017年7月、SRT列車、歴史、顧客ラウンジで正式サービス開始

- SRチケットアプリとの連動による列車・駅舎内のLBS、O2O開発実施

- 全ての費用を除いたプラットフォーム広告収入のシェア（当社50％：（株）SR50％）

- 車両内の屋外広告媒体代行社であるiMBCの場合、投資額20億円、50％：50％で利益シェア中

釜山地下鉄1-4号線(1日90万人、140編成、894両)
- 釜山地下鉄1-4号線全体の単独モバイル広告事業者に契約確定

- 最初5年+5年追加契約

- 2017年12月、正式サービス開始

- 毎月の固定金が約900万ウォン

- 先に1号線に施行した後、残りの路線に拡大施行

3. 市場の現状と展望



 日本市場の現状と展望
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モバイル使用量・Wi-Fi依存度の増加

現在、日本のモバイル使用量韓国と米国に次いで
世界3位の水準であり、全体モバイルデータ使用量の
75％がWi-Fiを利用したデータ使用

屋外広告市場の衰退と
モバイル広告市場の急成長

日本の2017年モバイル広告市場の規模は
8,010億円で、全体インターネット広告市場の
75％の規模に急成長

家・職場以外の公共交通機関内での
Wi-Fiに対するニーズが強い

屋外広告のみ存在する公共交通機関内での
モバイル広告に対するニーズが強い

コンテンツの最大消費国、日本
日本はアメリカと共にアニメーション・漫画の
最大生産・消費国

公共交通機関内でデータの負担なく
コンテンツを利用することに対するニーズ

3. 市場の現状と展望



 国内外の製品販売実績(契約を含む)
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順番 企業名 / 販売国 製品名 販売金額/販売年度 備考

1
SR(水西発高速列車) /

韓国

HIWIFI Mobile 

Infotainment System

広告売上高(2017年)

300,000,000

2017年7月、全編成

サービス開始

2
仁川交通公社(仁川地下鉄) /

韓国

HIWIFI Mobile 

Infotainment System

広告売上高(2017年)

250,000,000

2017年7月、1号線内

サービス開始

3
釜山交通公社(釜山地下鉄) /

韓国

HIWIFI Mobile 

Infotainment System

広告売上高(2017年)

0ウォン

2017年12月、3・4号線

サービス開始

 売上高の現状

年度 2017年 2016年 2015年

574,000,000ウォン 121,000,000ウォン 163,000,000ウォン

3. 市場の現状と展望



 国内外の出願・登録現状
番号 出願状態 特許番号 出願日 特許名

1 登録 10-2013-0096957 2013.08.14

FREE Wi-Fiサービスと広告及び公共情報を提供するシステム

2 PCT出願 PCT/KR2013/007490

2013.08.21

3 登録 日本 28534520

4 出願 タイ 1601000566

5 出願 中国 2013800788995.4

6 出願 欧州 13891567.3

7 出願 ベトナム 1-2016-00360

8 出願 インドネシアP00201601681

9 出願 カナダ 2964532

10 出願 10-2016-0034422 2016.03.23 事物を利用して認証ページなく広告及び情報を提供するシステム

11 出願 10-2016-0158752 2016.11.25
Wi-Fi識別子を使用してコンテンツを提供するシステム

12 PCT出願 PCT/KR2017/01432 2017.02.09

13 出願 10-2017-0048778 2017.04.14
Wi-Fiに接続して公共交通機関内で緊急メッセージと案内情報を端末に

提供するシステム

14 出願 10-2017-0122139 2017.09.21 Wi-Fiシグナルを利用して航空機内のスクリーン設置費を削減し、運行システムの
セキュリティ問題を解決するためのモバイルIFEシステ15 PCT出願 PCT/KR2017/010902 2016.09.30

16 出願 20-2016-0000585 2016.02.01 ルータを内蔵してWi-Fi検索で広告ページをリンクさせる広告板

17 出願 10-2018-0019594 2018.02.19
スマートフォン統合測位を活用した地下鉄駅到着通知及び駅舎情報案内システム

18 PCT出願 PCT/KR2018/002086 2018.02.21
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4. 権利取得現状



 システムパッケージ・ライセンス販売

29

(株)ビスタ 現地のパートナー社

- 日本現地市場調査

- 事業全般運営
→ 端末設置・制御
→ インフラ営業

(新幹線、地下鉄工事など)
→ 広告営業
→ コンテンツ需給

- システムパッケージ販売

- 技術支援
→ 端末設置、制御など
→ マネジメントプラットフォームの使用など

- 運営支援
→ 韓国コンテンツ需給
→ 運営全般のノーハウ共有

- ライセンス費用
→ BM特許などの実施権

5. マーケティング目標



 予想需要先

希望
順位

技術輸出(移転)
希望バイヤー名

Homepage 市場占有率
希望類型

(技術輸出、移転、合作など)
備 考

(事前意思打診可否など)

1 新幹線 日本全域 40%
システムパッケージ・

ライセンス販売
KOTRAを通じた相談申請

2 JR 日本全域 40%
システムパッケージ・

ライセンス販売
KOTRAを通じた相談申請

30

• 市場事業化計画

5. マーケティング目標


