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ビジョン 

HCI 
(人間-コンピューター 相互作用) 

価値 
(Values) 

革新 
(Innovation) 

顧客中心 
(Customer-Centered) 

信頼 
(Trust) 

人と人、人と仮想空間を繋ぎ、信頼を基に優れた技術力とチャレンジ精神、 

顧客中心の革新的な思考でお客様に差別化された価値を提供し、  

誰でも手軽にモバイルアプリを作成・使用できる生態環境をつくり、 

皆が共存できる未来を創造する企業を目指してまいります。 

「迅速」、「正確」、「専門性」を基にお客様のニーズに合わせた 
顧客中心の㈱APKアプリキングGLOBALに 

変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 

GREETING 

迅速 

正確 専門性 



「迅速」、「正確」、「専門性」を備えた 

㈱エイ・ピー・ケイアプリキング 

スポーツビックデータ収集および分析、再加工、販売 

大容量データの処理 人工知能AI技術保有 

スポーツポータルサイト運営 

E-SPORTSプロゲーマー団体運営 

 - マルチチャンネルネットワーク、MULTICHANNEL NETWORK 

顧客合わせ反応型ウェブサイト、アプリ、モバイルサイト制作、サーバー構築および運営 

ソリューション制作販売 

社名 : ㈱APKアプリキング 

代表理事: キム・ダナム 

事業内容 

- 知識基盤サービス 

- 人工知能、ビックデータ、データマイニング 

従業員 : 19名 

設立日 : 2016年 2月 22日 

認定 :  KS Q ISO 9001:2009  

                 ISO 9001:2008 

本社 : ソウル市 江南区 駅三洞 720-9        

           スターティング B/L 7階 

電話 :  02-569-5701 

FAX :  02-569-5702 

ウェブサイト :  http://appsking.net  

会社概要 BUSINESS INFO 

http://appsking.net/


沿革 HISTORY 

跳躍期 

2017.  01 新技術 認定（技術保証） 
 
2017.  03 ビックデータ関連特許出願 3件 
                サービス、商標登録 完了 
                檀国大学 家族会社 登録 
                韓国成長金融 機関推薦 IR 
 
2017.  05 創業振興院 創業先導大学 
        檀国大学 技術創業 
                (スカウター 企業選定) 
                タゴヨ・ピック(特許基盤)   
                アンドロイド マーケット登録 
                NAVER コンテンツ提供 契約締結 
 
2017.  06 技術評価認定(中小企業振興公団) 
                ベンチャー企業認定 
                著作権、プログラム 登録  
 
2017.  07 ビックデータ 特許登録 完了 
 
2017.  10 ビックデータ 特許登録 完了 
                ナイス評価 優秀企業認定 

2017.  11 タゴヨ・ピック 有料化 
                アンドロイドアプリ 配信 
 
2017.  12 ISO  eスポーツ プロゲーム団体 
                データマイニング 追加審査 完了 
 
2018.  01 ビックデータ 特許登録 2件 完了 
                 タゴヨ・ピック iPhoneアプリ 配信 
 
2018.  03 IBK 投資証券 指定諮問人 契約 
                IBK 投資証券 コスダック主管社 契約 
                タゴヨスポーツポータルサイト オープン 
 
2018.  05 2018 誇らしい大韓民国市民 大賞 
 
2018.  06 2018 大韓民国 革新企業 大賞 
                 2018 大韓民国 優秀特許大賞  
                 ニュース 自動作成関連特許 出願 
             ロボット記事 自動生産 MOU協約(OSEN) 

構築期 

2014. 01 研究開発スタート 
 
2016. 02 ㈱APKアプリキング 創立 
 
2016. 05 スポーツポータルサイト開発 
               ピック情報 技術開発 
 
2016. 06 特許、商標出願 
               プログラム登録、著作権登録 
 
2016.  08  APK プリンス  eスポーツ プロ選手団  結団  
2016.  11 技術評価 優秀企画認定、 企業付設研究所 設立 
2016.  12 KS Q ISO 9001:2009 /  ISO 9001:2008 

スポーツビックデータ分析正確度 

ビックデータスポーツ勝負予測可能 

知能型分析データスポーツゲーム予測 

ビックデータAIプラットホーム 

2018年ロシアワールドカップ勝負予測  

 最新の主要マスコミ 



2016.12 

2016.07 

2016.11 

特許出願 
スポーツゲームの勝利チームを予測する方法およびそれらを利用し仮想の収益率ゲームを提供するサーバー 

2017.03 特許出願 
スポーツビックデータ基盤のデータマイニング技法を用いたスポーツゲーム予測分析インターフェイス提供システムおよび方法 
ビックデータ環境で群集および連関規則に基盤するデータマイニング技法を用いた時系列資料分析システムおよび方法 
データマイニング技法に基盤するビックデータを用いた結果予測システムおよび方法 

2017.03 
檀国大学 家族会社 登録  
サービス登録、商標登録 完了 

新技術認定(技術保証)  

KS Q ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008 認定 

㈱エイ・ピー・ケイアプリキング 企業付設研究所 設立、NICE技術評価 優秀企画認定 

2017.01 

2016.06 - 07 
ホームページ全体 著作権登録 
商標出願、著作権登録 

2017.05 創業振興院 創業先導大学 檀国大学  技術創業スカウター企業選定 

2017.06 技術評価認定(中小企業振興公団)、ベンチャー企業認定、著作権登録、プログラム登録 

2017.07 

特許登録 
ビックデータ環境で群集および連関規則に基盤するデータマイニング技法を用いた時系列資料分析システムおよび方法 

2017.10 

2017.12 

2018.01 

ISO認定 eスポーツ プロゲーム団体 データマイニング追加審査完了 

特許登録 
スポーツゲームの勝利チームを予測する方法およびそれらを利用し仮想の収益率ゲームを提供するサーバー 
データマイニング技法に基盤するビックデータを用いた結果予測システムおよび方法 
タゴヨ・ピック iPhone 配信スタート 

特許登録 
スポーツビックデータ基盤のデータマイニング技法を用いたスポーツゲーム予測分析インターフェイス提供システムおよび方法 

2018.05 2018年 誇らしい市民大賞 受賞(主管機関 : 大韓民国 新聞記者協会、言論人連合協議会) 

2018.06 
2018年 大韓民国 革新企業大賞 受賞(韓国日報 主催、産業通商資源部、中小ベンチャー企業部後援)  
2018年 大韓民国 優秀特許大賞 受賞(韓国日報 主催、韓国特許情報院、大韓弁理士会後援)  
ニュース自動記事作成関連特許出願  

知的財産 INTELLECTUAL 
PROPERTY 
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役員 EXECUTIVE 



OSEN-APKアプリキング、「ロボット記事生産システム」共同開発に出る 

マスコミ PRESS 

2017.02 

2018.03 

2018.04 

2018.05 

2018.06 

「レジェンドプロゲーマーがつくったゲームはどんな感じ」、アイデアが力 

エイ・ピー・ケイアプリキング「タゴヨ」、知能型データ分析を先立たせスポーツゲームを予測 

APKアプリキング、スポーツビックデータAIプラットホーム「タゴヨ」を配信 

APKアプリキングビックデータ分析プラットホーム「タゴヨ」 、スポーツデータ分析で勝負結果予測 

ビックデータを用いてスポーツ勝負の予測可能に… スポーツ分析プラットホーム「タゴヨ」に注目 

エイ・ピー・ケイアプリキング、スポーツビックデータ分析ができる「タゴヨ」プラットホーム開発 

4次産業革命の花「人工知能(AI)」、ゲーム分野からスポーツ予測まで様々な適用 

タゴヨ ビックデータスポーツ分析プラットホーム正確度 新しい時代が開かれる 

エイ・ピー・ケイアプリキング「タゴヨ」、知能型データを基盤にスポーツゲーム分析に成功 

ビックデータを用いたスポーツゲーム分析、APKアプリキング「タゴヨ」が牽引する 

スポーツ分析正確度 ビックデータ収集および分析プラットホーム「タゴヨ」で確立グンと上昇 

ビックデータ基盤スポーツゲーム分析ウェブサービス「タゴヨ」、データ分析技術高度化 

タゴヨ、ビックデータ基盤野球などスポーツ分析正確度「高空行進」 

サッカー分析正確度右肩上がり、スポーツ競技分析プラットホーム「タゴヨ」 

APKアプリキング キム・ダナム代表、AIプラットホームタゴヨで「誇らしい大韓民国市民大賞」受賞 

ワールドカップの醍醐味は勝負予測…「タゴヨ」サッカーゲームのリアルタイム分析の正確度が高いと話題 



政府の4次産業革命と連携したビックデータ、人工知能分野のインフラ構築産業育成法案に一助 
 - 科学技術情報通信部 4次産業革命の革新基盤技術である人工知能およびビックデータ  
   研究分野に戦略課題支援 

 
AIビックデータがICT分野の新しいパラダイムであると同時に新成長の動力として急浮上 
 
AIビックデータを単純情報ではなく顧客のニーズを反映した知能型データとして認識 

 
大量のAIビックデータを収集・分析し再加工、処理する技術を開発 
 - 検証を通じた信頼性を確保 

 
各グループがもった結果データに荷重値および再グループ、連関、群集などを通じた結論を導出
し正確度を向上 

 
知的所有権の確保(商標、特許、デザイン、著作権)を通じた技術信頼性、専門性を増進 

事業分野 BUSINESS LINE 



タゴヨ・ピック 主要核心技術 
 
自発的参加と面白み要素でスポーツ分野に顧客の関心増大 
スポーツ分野でAIビックデータおよびデータマイニングなどのICT(情報通信技術)適
用の拡大 
 
スポーツビックデータの活用でデータマイニング技術を用いて勝利という従属変数に
どの独立変数が重要であるかを分析し勝利チームを予測する 
“スポーツビックデータ収集および分析、再加工を通じたスポーツ勝利チーム予測プ
ログラム” 

開発プロセス 

区 分  内 容 

技術名称 
スポーツビックデータ収集および分析、再加工を通じた  

スポ―ツ勝利チームAI予測プログラム 

技術核心単語 データマイニング、機会学習、人工知能、システムS/W 

適用形態 
API(JSON/XML/CSV/DB Dump/TXT) 

RAW DATA提供、部分データ 

適用方法 各環境に合う顧客合わせ型(運営体制別、DB類型別) 

適用範囲 
サーバー構築、DB設計、システムS/W、データ販売、ソリューション構築、コン
サルティング、技術力と経験が足りない新生会社のインキュベーティング 

適用分野 
各スポーツ団体、政府R/D機関、ポータルサイト(NAVER/KAKAO)、学術機関、マ
スコミ/番組、スポーツコミュニティー、スポーツマーケティング、ブランド価値評価) 

事業分野 BUSINESS LINE 



スポーツポータルサイト運営 
(http://ddagoyo.com) 

面白さ、専門性を備えたコンテンツ、ビックデータスポーツ分野全体データ提供 

コミュニティーコンテンツ、サッカー、バスケットボール、野球、バレーボール、アメリカンフットボール、ゴルフなど 

各ポータルサイトで「タゴヨ」を検索 

区 分 主要サービス 

リアルタイムで勝利
チーム予測(特許) 

リアルタイム勝利チーム予測 

リアルタイムデータ リアルタイム競技データ情報、競技日程/結果、前半戦点数など 

勝率 歴代戦績、勝率 

競技データ 選抜ラインナップ、選手情報、合計ゴール数、ゴールイン通計、ランキング通計など 

データベース 選抜ラインナップ、選手情報、選手通計、リアルタイムデータ、競技データ 

PC、TABLET、MOBILEで反応型で動き、アプリ設置なしで機器ごとに同じ画面にてご利用できます。 

事業分野 BUSINESS LINE 

http://ddagoyo.com/


スポーツポータルサイト タゴヨコンテンツ、タゴヨウェブページ反応型 

ニュース、スコアボード、ピック情報AI(勝利予測プログラム特許)、運勢、ロト分析器 

- サッカー、バスケットボール、ホッケー、バレーボール、野球、アメリカンフットボール、LoL、スタークラフトなど全種目スポーツ

の競技情報、リアルタイムデータ利用が可能であり、相手チームの戦績、フォーメーション情報、選手情報、SNSデータ、応援

するなど様々なコンテンツを提供いたします。 

- リアルタイムデータを提供し「迅速」、「正確」、「専門性」を備えたスポーツ情報データを提供いたします。 

- LoLのプロゲーマーのYouTube映像で当社が運営しているAPK PRINCE選手団の映像コンテンツを提供(独占肖像権) 

- 会員確保のため全てのコンテンツがアンドロイド、iPhoneアプリの形式で提供され、個別アプリが使用できます。 

- モバイル分野でコンテンツアプリ化による追加収益が発生  

- 面白さと楽しさを倍にするコンテンツを提供 

技術的差別性 
1. DB技術で顧客合わせ型の部分データ提供が可能 
2. リアルタイム勝利予測(特許登録) 
3. 各データ収集、分析、加工プロセス(特許登録) 
4. 現職LoLプロ選手の動画制作 
5. 各コンテンツの個別アプリ化 
6. 賭博性ではなくクリーンスポーツを志向 
7. 様々な方式(XML, JSON, SQL DUMP, TXT, CSV) APIを提供 
8. 様々なプラットホーム(ウィンドウズ、リナックス、ユニックス、モバイルに適用)で独立的に提供 
9. モバイル、タブレット、PCに各機器に合わせ自動で画面の大きさが調節できるサービスを提供 
10.  ウィジェット形態で手軽に使用が可能 

事業分野 BUSINESS LINE 



タゴヨ・ピック コンテンツアプリ 

タゴヨ・ピックは特許を基盤にビックデータを収集、分析、再加工し  
スポーツ勝利チームを予測するAIコンテンツでアプリ(iPhone、アンドロイド)で提供され  

会員確保を通じた収益が発生 

- サッカー、ホッケー、バスケットボール、野球、バレーボールの全世界の競技予測情報を提 

- フィックスターの一競技あたり主観的要素ではなく、過去のデータを用いた客観的な指標で一

ゲームではなく一種目に対する支払となっている(価格差別化) 

- ベータサービス終了後インアプリを通じた決済システムを構築  

  ピック情報1回利用あたり500ウォン、一度の決済で20回利用できる10,000ウォン分の利用権

を買いタゴヨ・ピックを利用 

(*会員10万名基準10~15%が利用した場合、1人あたり平均3個種目有料決済、各10,000ウォン) 

 - 15,000 * 3 * 10,000 * 12 = 54億ウォン売り上げ 

 - グーグル広告アドセンス、自体受注広告など収益追加発生 

 (*他社のスポーツピックは主観的な要素で種目基準ではなく個別競技あたり分析で500-1,000

ウィンの有料サービスで価格競争力で段違い) 

事業分野 BUSINESS LINE 



タゴヨ・ロト コンテンツアプリ 

ロト分析器は興味本位で見られるコンテンツで、ランダムで番号が発生し 
最近当選された番号を除外する機能を提供し  

当選予想番号結果がアニメーション効果で見られる面白さも追及したコンテンツである 
アプリ(アンドロイド)で提供されており、会員確保を通じた追加収益が発生 

- 最近当選された番号を除外できる機能を提供 

  (729回次2等 当選者排出、20,000回参加) 

- タゴヨランダムロトは完全なる無料で、会員が利用可能 

- タゴヨのブランド化を通じたタゴヨ・ピックの認知度、信頼度向上 

- グーグル広告(アドセンス)の集計は独立的ではなく現在運営中の3つの 

  アプリでトラフィックを発生させ、無料アプリを通じた広告収益を極大化 

事業分野 BUSINESS LINE 



タゴヨ・運勢 コンテンツアプリ 

タゴヨ・運勢は四柱、土亭秘訣、今日の運勢、姓名占い、相性占い、星座運勢、  
私の誕生花運勢、解夢占いなどの様々な運勢 

情報コンテンツでアプリ(アンドロイド)で提供され、会員確保を通じた追加収益が発生 

- 四柱、土亭秘訣、今日の運勢、姓名占い、相性占い、星座運勢、  

私の誕生花運勢、解夢占いの運勢情報を提供 

‐ 姓名占いの場合、自動漢字変換機能を提供 

- タゴヨ・運勢は完全な無料で会員利用が可能 

- タゴヨブランド化を通じたタゴヨ・ピックの認知度、信頼度向上 

- グーグル広告(アドセンス)の集計は独立的ではなく現在運営中の3個の

アプリでトラフィックを発生させ無料アプリを通じた広告収益を極大化  

事業分野 BUSINESS LINE 



E-SPORTS LOL APK PRINCE 選手団運営 

APK プリンス E-SPORTS プロ選手団 

ロゴ 

APK PRINCE 紹介 
2017 LOL チャレンジャーズコリア サマー  

正規順位 3位 

2016年新しく発足したリーグ・オブ・レジェンドAPK PRINCEは急変するeスポーツ文化
環境の中でeスポーツの名声を高め、独立文化を育成し、消費者・ファン中心の自発的

参加の文化を造成し、eスポーツ文化の新しいパラダイムを提示いたします。  
 

文化としてeスポーツが享有され、持続成長できる環境が造成できる革新戦略と果敢
な推進力でeスポーツ産業の発展を牽引してまいります。 

 

平素からご支援くださる皆様にもう一度感謝のお言葉をお送りいたします。 
これからも高価値を求め、より良い未来を先導する企業にしてまいります。 

事業分野 BUSINESS LINE 



APK PRINCE YouTubeチャンネル映像 

※ APK PRINCE YouTubeチャンネル 

○ E-Sports産業は海外で正式スポーツとして認める雰囲気 
  - スポーツ球団 eスポーツゲーム団体 結団  
    (スペイン ラ・リーガ名門バレンシアCF、ドイツ ブンデスリーガ名門FCシャルケ04)  

  - スポーツスター(ネイマール、シャキールオニール、ロナウド) eスポーツ投資  
 
○ NAVER TVとコンテンツ提供パートナー契約 
   - NAVER TVグローバル番組サービスでAPKアプリキングの信頼度、イメージ向上 

 
○ E-Sports産業のインフラ構築および生態系構成中のグローバルゲーム社と
契約締結完了 
   - サムスン、SK、CJ、KT、Longzhu、BBQなど大企業が参加するLoLリーグ大
会にAPKアプリキングが運営中のAPK PRINCEが一緒に参加し会社イメージ向
上および広報強化 
   - YouTubeグローバル番組サービスを通じてAPKアプリキングの信頼度、イ
メージ向上 

事業分野 BUSINESS LINE 



APK PRINCE NAVER TV チャンネル映像 

※ APK PRINCE NAVER TV チャンネル 

○ NAVER TVとコンテンツ提供パートナー契約 
   - NAVER TVグローバル放送サービスでAPKアプリキングの信頼度、イメー
ジ向上 
   - YouTubeと違ってNAVER TVは独自審査を通じたパートナー契約が締結
されていないと動画アップロードの権限を与えられない 
 
※NAVERは様々な映像コンテンツを提供する「NAVERTVキャスト」と高画質映
像中心の「NAVERメディアプレイヤー」アプリのブランド名を「NAVER TV」にリ
ブランディング 

事業分野 BUSINESS LINE 



E-SPORTS ZONE 施設インフラ事業 (現在進行中) 

事業分野 BUSINESS LINE 

eSports ZONE 総合エンタテインメントセンター 

24時間 eスポーツ + 複合マルチレジャー施設 

(脱出ゲーム、UFOキャッチャー、ゲームセンター、カラオケ、VR、

カフェなど) 

アマチュア競技大会開催 

プロおよびアマチュアアカデミー運営 

2018年江南駅一帯(流動人工100万人)に１カ所センター構築 

2019年最大5カ所センター構築 

 eSports ZONE フランチャイズ 

PCの製造、販売、流通などワンプロセス運営および管理 

APKプリンスのリアルタイム競技観覧およびイベント開催 

実際プロ選手級ゲーム空間設置で体験学習提供 

アマチュア競技大会予選開催 

2019年直営 5カ所オープン 

ライオット(LoL)、ブルーホール(PUBG) など 
ゲーム開発会社と連携 eSports ZONE広報 

フランチャイズ加盟店で 
アマチュア競技大会独占開催 

プロ選手養成および管理能力保有 

eスポーツ産業の高い理解度  

ゲーム開発会社との高い親密度 

eスポーツプロ選手団運営ノウハウ 

eスポーツゲーム開発社の国内市場底辺拡大ニーズ増大 

Eスポーツアカデミー運営 

大学、機関連携プロ選手、指導者養成 
大学、機関連携解説家/キャスター育成 

eスポーツプロチーム結団計画中 



APKアプリキングは幅広いコンテンツ事業を通じて 
ビジネス領域を広げてまいります。 

パートナー PARTNER 



“THANK YOU” 

APKアプリキングは強い情熱をもって 
これからも精進してまいります。 


