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1. 企業紹介

企業名

(創立日)

(株)Wantreez Music

(2017年05月17日)
代表取締役

ハングル : ノ・ジョンチャン

英語 : Jongchan Noh

技術分野 サービス 主な生産品 店舗BGMサービス

資本金 58百万ウォン
売上高

(2016年)
1,403百万ウォン

住所 3F、18、Bongeunsa-ro 49-gil、Gangnam-gu、Seoul、Republic of Korea

Homepage www.rhymeduck.com E-mail -

TEL - FAX -
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2. 技術紹介

 技術の概要・特徴

イ．サービス名: ライムダックBGMサービス (発売製品)

(グローバル店舗でリアルタイム制御ができるクラウド型の店舗BGMサービス)

- 国内サービスの場合、海外CCL音源を活用した多様なジャンルの音楽を競争力のある価格で供給する。

現在、有名ブランドや小商工店舗に店舗BGMを供給している。

- 海外サービスの場合、国内音源の消費パターンを把握して構成したコンピレーションリスト（Compilation List）や

国内音源の海外流通を通じたK-Popチャンネルなどを提供する予定である。
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2. 技術紹介

 技術の概要・特徴
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ロ．サービス名: 店舗用Settop Box (マルチメディア型試作品）

- POSシステムやPCなどで店舗BGMを再生する場合、業務関連作業とトラブルを起こして店舗BGMサービスの

安定性が低下するという問題が発生する。

- 韓国電力公社は、2012年から「最大需要電力基準超過使用付加金制度」を導入し、契約電力を超えた

使用分に対して250％の付加金を徴収している。

- 当社は、店舗BGMの再生期間に比べて消費電力が少なく、BGMが止まらず安定的に流れ、複数のチャンネ

ルが選択でき、価格も安い「オフラインストアの環境を反映した音楽再生用セットトップボックス」を開発し、海外進

出のための自社専用セットトップボックスを製作する予定である。



2. 技術紹介

 技術の概要・特徴
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ハ．サービス名: スマートTVアプリプレーヤー （試作品）

- UHD TVの最も優れた特徴である高解像度パネルの性能を生かして高解像度で映像コンテンツを映しながら、

同時に店舗BGMを提供する。

- ユーザーの簡単なリモコン操作で映像チャンネルと音楽チャンネルを独立的に選択して再生する機能を提供する。

- デジタル音声送信著作権ガイドラインを遵守しながら、 TVセットトップボックスでコンテンツ転送ができる唯一の方

法を提供する。



2. 技術紹介

 従来の技術との比較
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区分 当社技術の優位性 従来の技術

メモリー占有率
不要な機能を減らし、店舗に合わせた機
能のみ挿入してメモリ占有率を減らす

不要な機能が多く、メモリー占有率が非常
に高いため、POSや低スペックPCには負担
となる

音楽再生の

安定性

ダウンロード・アンド・プレイ方式であるため、
瞬間的にインターネット接続が切れても音
楽再生は問題ない

ストリーミングシステムなので、1日に最低14
時間再生する店舗ではよく音楽が止まる

複数のチャンネル
（サウンドカード)

選択の安定性

店舗の要求に合わせて、最低4つ以上の
チャンネルが選択できるようにする

1つ以外のサウンド設定不可

POSと低スペック

PCの互換性

POSや低スペックPCのOSに開発環境をあ
わせることで互換性問題を解決

メモリー問題の他にOSの互換性にも問題
があり、プレイヤーエラーが頻繁に発生する

ソフトウェアの

著作権

独自で作ったプレーヤーであるため、価格の
心配なく使用できる

プレーヤーをそのまま使用する場合、または
変形する場合にもソフトウェア価格を高く支
払わなければならない



3. 市場の現状と展望

 韓国市場の現状と展望
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- 現在、加盟本部情報公開書に登録された加盟事業者によると、加盟事業者数はブランド基準で年間15％

以上大幅に増加しており、全体ブランドや大手企業の外食事業進出によってその数はさらに増加すると予想され

る。これによって店舗BGMサービスを必要とする加盟事業者の数も増加する見込みである。

- 市場が徐々に安定化した2008年以降からは、転送方式の店舗BGM市場の占有率がさらに高く維持されて

いる。そして徐々に店舗デジタル音声送信市場が成長し、2011年からは店舗転送市場の規模に達したといえる。

- これは、初期にはサービス方式を店舗転送事業者と店舗デジタル音声送信事業者に明確に区分して事業を

開始したが、著作権料の負担を減らすために店舗転送事業者が店舗デジタル音声送信サービスを並行するよう

になった結果だと思われる。このような市場の変化は、特別な変数がない限り、しばらくの間続くと予想される。



3. 市場の現状と展望

 日本市場の現状と展望
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- 世界の音楽市場は、オフラインレコード市場の減少にもかかわらず、急速に成長しているデジタル音源市場と

安定的な成長振りを見せている公演音楽市場の影響で、2013年には前年比0.4％減少した474億1,500万ドル

の規模を見せている。

- 2013年、日本のような大規模の音楽市場の場合、依然としてオフラインレコードの収益が市場を支配しており、

これらの国のレコード会社がデジタルへの変換をどのように行うかが今後の世界レコーティング音楽市場の収益に大

きな影響を与えると予想される。



3. 市場の現状と展望

 日本市場の現状と展望
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• 店舗BGMサービスを利用している店舗

- 約130万店舗

• 日本国内の店舗BGMサービス会社

- 約90社が競合中

- 1位であるUSENが80%(106万店舗)以上を占めている

• 市場規模

- 2013年度基準1兆2千億ウォン

• 著作権料（公演料）支払い現状

- ホテル、ショッピングモールを含む殆どの店舗が支払い中

(2010音楽産業百書参照)



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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- グローバル企業との契約締結をメディアを通してPRする。

- 「Shazam」- グローバルベンチャー企業とビッグデータ需給契約

- 「AMP」 - インドネシア情報通信会社と音源供給契約



4. 権利獲得現況

 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 特許登録 第0669251号 2016-10-25 デジタル映像品質自動分析装置及び方法
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4. 権利取得現況

 ノウハウ・その他の保有技術の現状
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as-is to-be

音楽サービス利用料 2,400,000ウオン/年 12,000,000ウオン/年

著作権料(公演料) 37,440,000ウオン/年 0ウオン/年

合計 3,9840,000ウオン/年 12,000,000ウオン/年

コスト削減

毎月支払っていた音楽著作権料をSAVE
- 毎年70％以上のコスト削減が可能

国内外の専用コンテンツ利用顧客多数
- 高いコスト削減効果による利用顧客急増

▲ 韓国内ショッピングモールの実際適用事例

サービス品質

放送制作
- 案内メント1回無償録音

多様な音源と定期的なアップデート
- 長年の間構築され選曲データ保有



5. マーケティング目標

 技術移転、投資誘致、輸出、共同研究、販売代理店など
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日本の観光客に人気のある地域ホテル
（東京、大阪、京都、札幌、福岡）

5つ星約80ヶ所
4つ星約270ヶ所
3つ星約807ヶ所
その他ビジネスホテル約7,000ヶ所盛業中

相当額の著作権料を支払っている業種

ライムダック専用コンテンツを利用し、
コスト（著作権料）削減可能

ホテル

各ホテルごとにPC - オーディオ連結のための
施設チームがあるため、サービス導入が容易

現在、韓国のノボテルやイビス、ロッテホテルなどが
専用コンテンツ利用中

(ホテルズコンバインドHPより)



5. マーケティング目標

 技術移転、投資誘致、輸出、共同研究、販売代理店など
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伊勢丹やマルイなどのようなデパート、プレミアム
アウトレット総800ヶ所

大型スーパー1,000ヶ所

相当額の著作権料を支払っている業種

ライムダック専用コンテンツを利用し、
コスト（著作権料）削減可能

ショッピングモール（大型スーパー、コンビニ）

現在、韓国のIFCモールやロッテマート、
ホームプラスなどが専用コンテンツ利用中

15年下半期の流通産業展望（キウム証券リサーチセンター）を参照



5. マーケティング目標

 技術移転、投資誘致、輸出、共同研究、販売代理店など
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日本国内ロッテ系列会社38ヶ所
– セブンイレブン、クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン、
ロッテリア、銀座コージーコーナーなど

店頭数が多くて高い売上高につなげられる

ロッテ系列会社

韓国のロッテ情報通信によるサービスための
施設インフラ提供およびコンサルティング可能



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
希望類型

(輸出、技術移転、合作など)

1 USEN www.usen.com 合作

2 ホテル サービス

3 ショッピングモール サービス

4 ロッテ系列会社 サービス
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