
Automotive 
World 2018

East Hall 6
Stand - E 55- 28

January 17-19 
Tokyo Big Sight, Japan

Israel Pavilion 

http://http://economy.gov.il/english/Pages/default.aspx
http://www.export.gov.il/eng/Homepage/


2Return to Table of Contents

Content

The Israel Export and International Cooperation Institute  3

Foreign Trade Administration     5

Alango   7

Arbe Robotics     9

Argus     11

Eye Sight     13

Foresight    15

Jungo     17

Moodify    19

Oryx     21

Silentium     23

Vayyar     25

White Raven     27



3Return to Table of Contents

??

The Israel Export and International 
Cooperation Institute
The Israel Export and International Cooperation Institute is your premier gateway for doing business with 
Israeli companies. 
Established and funded by the government and the private sector, IEICI’s expertise in technology and 
product scouting, joint ventures and strategic alliances with Israeli companies spans more than half a 
century. 
Whatever your field is, IEICI offers access to relevant businesses and government resources. IEICI will 
provide the information you need to connect, negotiate and do business all over the world.

On behalf of the Israel Export Institute I would like to invite you to review this catalog of leading Israeli 
companies that will participate in our national pavilion at Automotive World Japan.

The automotive and mobility fields will change dramatically in the next decade as a result of technological 
progress, changes in regulations and consumer behaviors. These fundamental shifts will enable new 
players and business models to make their own market inroads. This situation is ideal for Israeli companies, 
which possess inventive solutions to support the industry’s changing landscape.

Although Israel does not engage in large scale vehicle manufacturing, over the past few years it has 
turned into a global autonomous driving and smart transportation lab. Israeli companies, known for 
their innovation, are global car industry leaders specifically in the field of autonomous car technologies. 
Advancements from Israel in transportation management systems, computer vision, voice control, gesture 
and graphic recognition, cyber security, location based services, big data and more are transforming the 
driving experience to make it smarter, faster, safer and more energy efficient.  

Sagiv Elad ▪ Manager, Automotive Sector  
T+97235142939 ▪ sagive@export.gov.il

https://youtu.be/KawcajJGX-w
http://www.export.gov.il/eng/Homepage/
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イスラエル輸出国際協力機構とは(IEICI)
イスラエル企業との事業提携における、第一の窓口です。イスラエル政府・民間部門両者に設立され、資金
を受ける本機関は、技術・製品のスカウト活動、イスラエル企業との合弁事業・戦略提携に携わること、50

年の経験を誇ります。すべての分野に渡り、IEICIを通じて関連事業や政府機関に繋がりを得ることができま
す。イスラエルの大手産業についての豊富な知識を基にIEICIではイスラエル企業との連携、交渉、事業に関
する情報提供を行っています。

イスラエル輸出国際協会機構を代表して、オートモーティブ ワールド ジャパンの我が国のパビリオンに参加

するイスラエルのトップ企業を紹介する添付のカタログをご一読いただきたく、ご案内申し上げます。

テクノロジーの進歩、規制の変化、消費者行動の変化により、これからの10年で自動車とモビリティの分野

は劇的な変化を遂げるでしょう。この基本的な変化は、新しいプレーヤーとビジネスモデルが独自に市場に

参入することを可能にし、イスラエルの企業はこの分野で大きなビジネスの可能性を秘めています。

イスラエルは、大規模な自動車製造にこそ携わっていませんが、過去数年の間に、自動運転やスマート交通

のグローバルな研究拠点として生まれ変わりました。さまざまなイノベーションで知られるイスラエルの企

業は、特に自動運転車技術の分野で自動車産業のグローバルリーダーの役割を担っています。交通管理シス

テム、コンピューター ビジョン、音声コントロール、ジェスチャー認識、図形認識、サイバーセキュリテ

ィ、ロケーションベースのサービス、ビッグデータなどにおける先端技術は、ドライブ体験を変革し、より

速く、安全で、エネルギー効率が高く、よりスマートな運転を可能にします。

是非、我が国のバビリオンにお立ち寄りいただき、イスラエルの先端テクノロジーソリューションを間近に

ご覧いただきますようお願い申し上げます。

Sagiv Elad ▪ Manager, Automotive Sector  
+97235142939 ▪ sagive@export.gov.il

https://youtu.be/KawcajJGX-w
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Foreign Trade Administration

The Foreign Trade Administration at the Ministry of Economy is responsible for managing and directing 
the State of Israel's international trade policy.
The main focuses include activities for the promotion of trade and export, attracting and encouraging 
foreign investments and creating strategic cooperation with foreign companies.
The Administration operates a network of economic representatives who constitute the operational 
arm of the Ministry in the markets abroad.

Ms. Noa Asher ▪ Minister, Head of Economic & Trade Mission Embassy of Israel 
▪ T +972 3 3264 0398 ▪  israeljapaneconomy@israeltrade.gov.il 
▪ www.israel-kezai.org

https://youtu.be/KawcajJGX-w
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経済産業省・外国貿易局は

イスラエル国の国際貿易政策の管理・監督について責任を有します。主な活動領域は、貿易・輸出の促進、イ

スラエルの貿易条件の改善に関する貿易協定の施行・管理、対イスラエル投資の誘致・推進、外国企業との

戦略的協力の創造などです

イスラエル大使館経済部は日本全国において多彩な活動を展開しています。その基本的な任務
は、イスラエルと日本両国間における貿易ならびに各種商取引の振興と経済協力であるととも
に、研究開発における二国間相互協力の推進です。この任務を達成するために、イスラエル大使
館経済部は日本とイスラエルにおけるさまざまな商工業活動を立ち上げ、組織化し、これに参加
してまいりました。当経済部は日本経済界がイスラエルとの間に効果的な連携関係を確立するた
めの支援を積極的に行います。これと同時に当経済部は、日本市場について豊富な経験を積み、
理解を深め、日本国内でのネットワークを構築しました。　さらには、部内に多言語チームを擁
することで、イスラエル企業の日本におけるビジネスチャンスを多角的に支援しております。 ま
たイスラエル大使館経済部は、イスラエル企業による日本での見本市出展活動をや各種商業目的
イベントへの参加を支援、奨励するとともに、日本の実業家に対して、イスラエル視察団への参
加や、現地展示会やその他の商業イベントへの出展を推奨しています。

https://youtu.be/KawcajJGX-w
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Solution at a Glance
Alango’s DSP processing technologies improve the quality of voice communication and audio experience in a 
variety of real life scenarios reducing different types of noise, enhancing speech, canceling acoustic echo, and 
dynamically equalizing signal volume and spectrum according to dynamic acoustic conditions.

Additionally, Alango offers advanced technological solutions for hearing enhancement and personalizing sound. 
Alango technologies and solutions provide excellent performance for a variety of voice applications and products, 
such as Hands-free car kits and systems, Bluetooth communication headsets, Mobile and Cordless phones, High-
end audio/video conferencing systems, Intercom systems, Laptops, Office speakerphones, Tablets, Assistive 
listening and Hearing enhancement devices.

Our Offering 
 The most extensive portfolio of front-end speech processing technologies in the market
 Licensing of technologies for a variety of applications, NRE (porting, customization, support)
 Solid customer base and millions of deployed products worldwide

Customer's Challenges 
OEM customers: 
Add voice communication, recognition and audio enhancement to your next SoC
 Availability for different DSP cores and HW platforms
 Simple tuning for various designs and acoustic components
 Detailed description of algorithms and controlling parameters
 Field proven and well documented set of APIs 
 Support in adoption and integration
 Compliance with a variety of international standards 

End customers:
Clear and intelligible sound regardless of environmental conditions
 Noise and echo cancellation
 Speech recognition enhancement
 Automotive music, entertainment and intercom
 Automatic, ambient noise-dependent loudspeaker equalization
 Automatic voice compensation

Unique Differentiators
We help our customers to provide end users with the best possible product by supporting them in the development 
process. This includes implementation and optimization of our technologies for specific computational platforms, 
development of custom hardware and reference designs, technology customization as well as help in fine-tuning 
of final products. We support our customers every step of the way – from initial product concept through mass 
production and beyond. 

Company References and Strategic Partners:  
Hyundai Mobis, CSR, Cadence, Sensory, CEVA, ARM, Synopsys 

Company references
Main partners: mentioned above
Investors: a private owned company 

www.alango.com

http://www.alango.com
https://youtu.be/KawcajJGX-w
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ソリューションの要約:  
AlangoのDSP処理技術は、さまざまなタイプのノイズを低減させ、会話を明瞭にし、反響音を除去し、動的な音響状況に応じて
動的に信号の音量とスペクトラムを均質化することによって、実生活のさまざまな状況で音声通信とオーディオ体験の質を向上
させます。

さらに、Alangoは聴力改善とサウンドのパーソナライズのための高度な技術ソリューションも提供しています。Alangoのテクノロジ
ーおよびソリューションは、ハンズフリーのカーキットやシステム、Bluetooth通信ヘッドセット、携帯電話およびコードレス電話、ハ
イエンド音声/ビデオ会議システム、インターコム システム、ノートパソコン、オフィス スピーカーフォン、タブレット端末、聴覚補助装
置および聴覚増幅装置など、さまざまな音声用途や音声製品の優れた性能を支えています。

当社の提供サービス 

 市場で最も幅広いフロントエンド スピーチ処理技術の製品ライン

 さまざまな用途およびNREに向けたテクノロジーのライセンス供与（移植、カスタマイゼーション、サポート）

 強固な顧客ベースと世界中で展開されている数百万の製品

顧客の抱える課題と受ける便益:   
OEM顧客 
音声通信、音声認識、オーディオ エンハンスメントを次世代SoC（System on a Chip）に付加

 さまざまなDSPコアおよびハードウェア プラットフォームが利用可能

 さまざまな設計および音響コンポーネントの簡単なチューニング

 アルゴリズムと制御パラメーターの詳細な説明

 現場で実証され、明確に文書化されたAPIのセット 
 採用と統合のサポート

 さまざまな国際標準への準拠 
最終顧客

いかなる環境条件下でも明瞭なサウンド

 ノイズと反響音の除去

 音声認識の機能強化

 自動車の音楽、エンタテインメント、インターコム

 周辺ノイズ依存の自動ラウドスピーカー イコライゼーション

 自動音声補償

ユニークなセールスポイントおよび差別化要素:  
当社では、お客様の開発プロセスをサポートすることによって、お客様がエンドユーザーに可能な限り最高の製品を提供すること
を支援しています。それには、特定の計算プラットフォームに向けた当社の技術の実装と最適化、カスタム ハードウェアおよびリ
ファレンス設計の開発、テクノロジーのカスタマイゼーションおよび最終製品の微調整の支援が含まれます。当社は最初の製品
コンセプトから大量生産、その先の対応に至るまで、すべての段階でお客様をサポートします。

会社の照会先および戦略的パートナー:   
Hyundai Mobis, CSR, Cadence, Sensory, CEVA, ARM, Synopsys

会社の照会先
主なパートナー: 上記の通り
投資家:民営会社

www.alango.com

https://youtu.be/KawcajJGX-w
http://www.alango.com
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Solution at a Glance
A patented imaging radar which is the first to provide the automotive industry with a high resolution 4D radar 
picture, with wide dynamic range.
Arbe Robotics’ technology enables not only safer driving, but also provides level-4/5 full autonomous driving. Our 
radar system offers extremely high resolution at long, mid and short ranges in both azimuth and elevation, range 
and doppler, and outputs an image of the environment in a point-cloud format at up to 50 times per second, with 
high reliability in extreme weather conditions. Our patented SLAM platform creates a full 3D shape of the objects, 
tracks them, localizes the car and classifies objects on the map.

Our Offering 
Arbe Robotics’ full stack 4D imaging radar system for the automotive industry is built for long (up to 300 meters), 
mid, and short range with high accuracy (less than 10cm) and high resolution (1 degree) with a wide field of view 
both in elevation and azimuth. Our patented time multiplexed MIMO radar consists of proprietary hardware and a 
signal processing algorithm which efficiently compensate for target motion, and output a point-cloud image based 
on radar with accurate location and velocity estimations of all targets in the scene. Our solution offers a second 
layer of processing using the power of SLAM for tracking objects, classifying them and self-localization of the car, 
as well as eliminating false targets. 
The result is the next generation of safety products for autonomous driving, offering a better solution for today’s 
applications and all you need for the future of autonomous driving, in one product and at an affordable price.

Customer's Challenges 
Today, sensors have two major challenges: performing in difficult weather conditions such as rain, fog, dust, and 
snow, and detecting objects at long distances. Usually, radars that excel in detection for long ranges and high 
weather resistance, suffer from low spatial resolution and high false positive rate.

The Arbe Robotics radar offers the best of all worlds by bridging the gap between necessary resolution long range 
detection, power efficiency and low cost.

Unique Differentiators
The Arbe Robotics radar offers ultra-high resolution in all 4D (range, azimuth, elevation, Doppler), for long and 
short ranges, in a wide field of view. Other radars suffer from low resolution and a much higher rate of false positive 
results.

Company References and Strategic Partners:  
 OurCrowd 
 Canaan Partners Israel
 iAngels 
 Ofer Group VC

Company references
Investors: O.G. Tech Ventures backed by Eyal Ofer, OurCrowd, Canaan Partners Israel, iAngels, and Taya Ventures

www.arberobotics.com

http://www.arberobotics.com
www.arberobotics.com
https://youtu.be/8YMgic9-F1w
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ソリューションの要約:  
広いダイナミックレンジを持つ高分解能4Dレーダー画像を初めて自動車産業にもたらす特許取得済みイメージングレ
ーダー。

Arbe Roboticsのテクノロジーは、より安全な運転を可能にするだけでなく、レベル4・5の完全自動運転も実現します。
当社のレーダーシステムは、方位と高度の両方および距離とドップラーで長距離、中距離、短距離の超高分解能を提供
し、過酷な気象条件でも高い信頼性で環境の画像をポイントクラウド形式で最大毎秒50回出力します。当社の特許取得
済みSLAMプラットフォームは、物体の完全な3D形状を作成し、それを追跡し、車の位置を特定し、地図上の物体を分
類します。

当社の提供サービス 
Arbe Roboticsの自動車産業用フルスタック4Dイメージングレーダーシステムは、高度と方位の両方で広視野を持つ高
精度（10cm未満）、高分解能（1度）の長距離（最長300メートル）、中距離、短距離用レーダーとして設計されてい
ます。当社の特許取得済み時間多重MIMOレーダーは、当社独自のハードウェアと信号処理アルゴリズムから構成され
ており、ターゲットの動きを効率的に補償し、シーン内のすべてのターゲットの正確な場所と速度の推定値を計算する
レーダーに基づいてポイントクラウド画像を出力します。当社のソリューションは、物体の追跡、物体の分類および車
のセルフローカリゼーション、偽ターゲットの除去にSLAMの技術を使用する処理のセカンドレイヤーを提供します。
その結果実現するのが、現在の用途に合った、より優れたソリューションと将来の自動運転に必要とされるすべてを手
頃な価格の1つの製品に組み込んだ、次世代の自動運転用の安全製品です。

顧客の抱える課題と受ける便益:   
現在、センサーは2つの大きな課題を抱えています。1つは雨、霧、粉塵、雪などの悪天候で性能を発揮すること
で、もう1つは長距離にわたって物体を検出することです。通常、長距離にわたる検出と耐天候性に優れたレー
ダーは、空間分解能が低く、偽ターゲットの検出率が高いという欠点を持っています。

Arbe Roboticsのレーダーは、必要とされる分解能と長距離検出、電力効率と低コストの間のギャップを埋めるこ
とによってすべての面で最高の性能を発揮します。

ユニークなセールスポイントおよび差別化要素:  
Arbe Roboticsのレーダーは、長距離および短距離で、広い視野にわたって、4D（距離、方位、高さ、ドップラ
ー）すべてにおける超高分解能を実現します。他社のレーダーは低い分解能と非常に高い偽ターゲットの検出率
という欠点を持っています。

会社の照会先および戦略的パートナー:   
Hyundai Mobis, CSR, Cadence, Sensory, CEVA, ARM, Synopsys

会社の照会先
投資家: Eyal Oferが支援するO.G. Tech Ventures、OurCrowd、Canaan Partners Israel、iAngels、Taya Ventures

www.arberobotics.com

http://www.arberobotics.com
www.arberobotics.com
http://youtu.be/8YMgic9-F1w
https://youtu.be/8YMgic9-F1w


11Return to Table of Contents

Solution at a Glance
Argus helps automakers, suppliers and fleet managers prevent, understand and respond to cyber-attacks and 
integrate cyber security throughout the design, production and lifecycle of the vehicle.  
Built by automotive and cyber experts on the innovation of 38 granted and pending automotive patents, Argus 
offers the most comprehensive, modular and multi-layered protection from vehicle hacking in the industry.  
On a mission to keep passengers safe, increase public safety, prevent costly cyber recalls with over-the-air 
updates and maintain business continuity, Argus brings an arsenal of experience, IP and tens of thousands of 
research hours to the fight for safety, security and privacy on public roads.

Our Offering 
Offering comprehensive and market ready solutions, Argus helps customers integrate innovative and proprietary 
security methods, proven computer networking know-how and a culture of cyber security vigilance throughout 
the design, production and lifespan of connected vehicles.

Customer's Challenges 
Connected vehicles are vulnerable to cyber-attacks. With tens of millions of connected vehicles already on the road 
– and hundreds of millions more by 2020 – threats to the safety and privacy of motorists, passengers, bystanders 
and private as well as corporate property already exist and are set to grow substantially. Recognized by The 
Wall Street Journal, Inc. Magazine and Fast Company as a leading global technology company, Argus works with 
automakers, suppliers and fleet managers to protect all types of connected cars, commercial vehicles and vehicle 
fleets from cyber-attacks.

Unique Differentiators
Argus Cyber Security is the world’s largest independent automotive cyber security company offering 
comprehensive solutions and services to prevent, understand and respond to cyber-attacks on connected 
vehicles. With automotive and cyber expertise, five offices worldwide, partnerships with automotive industry 
leaders, over 50,000 research hours, 38 pending and granted patents and a number one ranking in third-party 
and government evaluations, Argus is the global leader in automotive cyber security.

Company references
Main partners: Qualcomm, NXP, Infineon, Elektrobit, STMicroelectronics, Intel, Wind River
Investors: MAGMA Venture Partners, VERTEX Venture Capital, MAGNA International, ALLIANZ Digital Corporate 
Ventures, SBI Group

www.argus-sec.com

http://www.arberobotics.com
http://www.argus-sec.com
https://youtu.be/KawcajJGX-w
www.argus-sec.com
www.arberobotics.com
https://www.youtube.com/watch?v=s1SNO6Mi8xQ
https://www.youtube.com/watch?v=s1SNO6Mi8xQ
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ソリューションの要約:  

Argusは、自動車メーカー、サプライヤーおよびフリート マネージャーがサイバー攻撃を防止し、理解し、それに
対応して、車両の設計、生産、ライフサイクル全体を通じてサイバーセキュリティを統合することを支援します。 
3 8 個 の 取 得 済 み お よ び 申 請 中 の 自 動 車 関 連 特 許 の イ ノ ベ ー シ ョ ン に 基 づ き 、 自 動 車
お よ び サ イ バ ー 関 連 の エ キ ス パ ー ト に よ っ て 設 計 さ れ た A r g u sの ソ リ ュ ー シ ョ ン は 、
業 界 で 最 も 包 括 的 な 車 両 ハ ッ キ ン グ か ら の モ ジ ュ ー ル 式 の 多 層 保 護 を 提 供 し ま す 。 
乗客の安全を守り、公共の安全を向上させ、無線アップデートによってコストのかかるリコールを防止し、事業の継続
性を維持するという使命に基づいて、Argusは、豊富な経験、知的財産、数万時間の研究時間を、公道上の安全性、セ
キュリティ、プライバシーを守るための戦いに活かしています。

当社の提供サービス 

いつでも市場に出せる包括的なソリューションを提供することで、Argusは、お客様が革新的な自社固有のセキュリテ
ィ手段、実績のあるコンピューターネットワーキングのノウハウおよびサイバーセキュリティ監視の文化を、コネクテ
ッド車両の設計、生産、ライフスパン全体を通じて統合することを支援します。

顧客の抱える課題と受ける便益:   
コネクテッド車両はサイバー攻撃の対象になりやすい特性を持っています。数千万台のコネクテッド車両が既に公道を
走っており、2020年までにさらに数億台のコネクテッド車両が加わる状況で、ドライバー、同乗者、第三者の安全性
とプライバシーおよび私的財産や法人財産への脅威は既に存在しており、それが大幅に増加していきます。ウォール・
ストリート・ジャーナルおよびファスト・カンパニー誌が世界有数のテクノロジー企業として認めたArgusは、自動車
メーカー、サプライヤー、フリート マネージャーと連携して、あらゆるタイプのコネクテッドカー、コネクテッド商用
車、コネクテッド車両フリートをサイバー攻撃から守ります。

ユニークなセールスポイントおよび差別化要素:  
Argus Cyber Securityは世界最大の独立系自動車サイバーセキュリティ企業であり、コネクテッド車両に対するサイバ
ー攻撃を防止し、理解し、サイバー攻撃に対応するための包括的なソリューションとサービスを提供しています。自
動車およびサイバー攻撃の専門知識、世界中に存在する5つのオフィス、自動車業界をリードする大手企業との提携関
係、5万時間を超える研究時間、38個の申請中および取得済みの特許、第三者および政府機関によるトップクラスの評
価に支えられたArgusは自動車サイバーセキュリティのグローバルリーダーです。

会社の照会先
主なパートナー:  Qualcomm、NXP、Infineon、Elektrobit、STMicroelectronics、Intel、Wind River
投資家: MAGMA Venture Partners、VERTEX Venture Capital、MAGNA International、ALLIANZ Digital Corporate 
Ventures、SBI Group

www.argus-sec.com

https://youtu.be/KawcajJGX-w
www.arberobotics.comv
www.arberobotics.com
https://www.youtube.com/watch?v=s1SNO6Mi8xQ
www.argus-sec.com
http://www.argus-sec.com
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Solution at a Glance
eyeSight is a leading provider of embedded Computer Vision and AI technology, offering in-cabin sensing solutions 
for enhanced driving experiences. eyeSight’s solutions can alert the driver when drowsiness or inattentiveness are 
detected, provide convenient gesture control over infotainment, and adjust the in-car environment to the detected 
driver’s preferences and needs. Using Deep learning and AI, eyeSight’s automotive solutions address three main 
aspects of the in-car experience: Driver monitoring, infotainment control and driver identification.

Our Offering 
eyeSight’s solutions track the driver’s attention on the road, detecting when the driver is distracted or shows 
signs of drowsiness. eyeSight enhances the driving experience with gesture control providing simple touch-
free interaction with infotainment. eyeSight’s face recognition technology enables real-time adjustment of the 
automotive environment according to the driver detected.

Customer's Challenges 
With eyeSight’s in-cabin sensing capabilities, drivers not only enjoy better driving experiences, but also benefit 
from safer road experiences. Every year 1.24 million road collision deaths occur, and 74% of these deaths occur 
because of inattentiveness. With eyeSight’s in-cabin sensing capabilities drivers are monitored in real-time to 
detect and alert driver inattentiveness and drowsiness to avoid potentially hazardous situations on the road. In 
addition to safety, drivers enjoy simplified interaction with both gesture control over infotainment, and automatic 
adjustment of settings according to driver detection.

Unique Differentiators
 eyeSight’s embedded computer vision capabilities are the best in the market and the only one to offer user 

recognition, data analytics and gesture control combined into one solution. 
 For over a decade, eyeSight has been investing in research & development to create market-leading solutions 

which are already deployed in millions of devices globally.
 eyeSight’s embedded technology assures privacy to the end user while eliminating latency or connectivity 

issues.
 eyeSight provides an entirely natural experience by combining its touch-free gesture control capabilities with 

voice control, giving users the ability to choose the most suitable type of interaction at any instance. 

Company references
eyeSight has valuable partnerships globally with key market players. In China, eyeSight recently partnered with 
Chinese conglomerate, Kuang Chi, to rapidly deploy computer vision solutions in the region. Most recently eyeSight 
partnered with the U.S. product solutions company Jabil, to develop next-gen in-cabin sensing solutions.  

www.eyesight-tech.com

https://youtu.be/KawcajJGX-w
https://youtu.be/KawcajJGX-w
http://www.eyesight-tech.com
http://www.eyesight-tech.com
www.eyesight-tech.com
https://youtu.be/nBs3K0bsxyc
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ソリューションの要約:  
eyeSightは、ドライブ体験を向上させる車内センシング ソリューションを提供する埋め込み型のコンピュータービジョンおよびAIテ
クノロジーの大手供給業者です。eyeSightのソリューションは、眠気や注意散漫が検出されたときにドライバーに警告を発し、車
載情報通信システムに対する便利なジェスチャー コントロールを提供し、検出されたドライバーの好みとニーズに応じて車内環
境を調整することができます。ディープラーニングとAIを利用したeyeSightの自動車ソリューションは、車内体験の3つの主な側

面であるドライバーの監視、車載情報通信システムのコントロールおよびドライバーの識別に対応します。

当社の提供サービス 

eyeSightのソリューションはドライバーの道路に対する注意力を追跡し、ドライバーが注意散漫になったり眠気の兆候を見せたり
すると、それを検出します。eyeSightは車載広報通信システムに簡単なタッチフリーのインタラクションを提供し、ジェスチャーコ
ントロールによってドライブ体験を向上させます。eyeSightの顔認識テクノロジーを利用すれば、検出されたドライバーの好みに
応じて、車内の環境をリアルタイムで調整することができます。

顧客の抱える課題と受ける便益:   
eyeSightの車内センシング機能を利用して、ドライバーは、ドライブ体験を向上させるだけでなく、安全な走行体験というメリット
を受けることもできます。毎年124万人が道路上の衝突事故で死亡していますが、その死亡事故の原因の74%は注意散漫で
す。eyeSightの車内センシング機能では、ドライバーをリアルタイムで監視し、道路上に潜在する危険な状況を回避するために
ドライバーの注意散漫と眠気を検出し、警告します。安全性のほかにも、ドライバーにはインタラクションの簡易化というメリットが
あります。車載情報通信システムはジェスチャー コントロールが可能で、ドライバーの好みを検出し、社内環境を自動調節する
機能が備わります。

ユニークなセールスポイントおよび差別化要素:  
▪ eyeSightの埋め込み型コンピュータービジョン機能は市場で最高の性能を誇り、ユーザー認識、データアナリティクス、ジェス

チャーコントロールを1つのソリューションに組み込んだ唯一の製品です。
▪ eyeSightは10年以上にわたって、市場をリードするソリューションを創造するための研究開発に投資しており、その成果は既

に世界中の数百万の装置に実装されています。
▪ eyeSightの埋め込みテクノロジーはエンドユーザーのプライバシーを保証すると同時に、レイテンシーや接続の問題を解決し

ます。
▪ eyeSightは、タッチフリーのジェスチャーコントロール機能と音声コントロールを組み合わせることで、きわめて自然に制御で

き、ユーザーはいつでもその場に合ったインタラクションを選ぶことができます。

会社の照会先
eyeSightは世界中の主要なマーケットプレーヤーと有益な提携関係を築いています。eyeSightは最近、中国のコングロマリット（
複合企業）Kuang Chiと提携関係を結び、中国地域でコンピュータービジョンソリューションを急速に展開しています。直近では、
米国の製品ソリューション企業Jabilと提携して、次世代車内センシングソリューションを開発しています。

ヘブライ語による会社/製品の簡単な説明:  
<<このセクションは別途記述します>>

www.eyesight-tech.com

https://youtu.be/KawcajJGX-w
http://www.eyesight-tech.com
http://www.eyesight-tech.com
www.eyesight-tech.com
https://youtu.be/nBs3K0bsxyc
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Solution at a Glance
Revealed in Japan for the first time, Foresight’s highly accurate, quad-camera vision system offers unparalleled 
detection for safe autonomous vehicles.

Our Offering 
Foresight’s system is comprised of 2 sets of stereo cameras, daylight and infrared, and is driven by a powerful and 
mature proprietary stereoscopic technology.
The system achieves near 100% object detection and 0% false alerts in any weather or lighting conditions, 
enabling a first of its kind multi-spectral vision for autonomous vehicles.

Customer's Challenges 
Dealing with extreme weather conditions
Dealing with challenging lighting conditions
Detection at high speeds

Unique Differentiators
 Accurate - near 100% object detection and 0% false alerts
 Absolute - all obstacle detection, regardless of shape, form or material
 Reliable - operates in all weather and lighting conditions
 Proven - based on mature proprietary stereoscopic technology 
 3D Images - advanced algorithms for accurate stereo vision
 Sensor Fusion - fusing daylight and Infrared cameras for seamless 24-hour vision
 Automatic Calibration - full aspect auto-calibration for system robustness
 Non-emitting Sensor - interference and hazard free

www.foresightauto.com

https://youtu.be/KawcajJGX-w
https://youtu.be/KawcajJGX-w
http://www.foresightauto.com
http://www.foresightauto.com
www.foresightauto.com
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ソリューションの要約:  
日本で初めて発表されるForesightの高精度クアッドカメラ ビジョンシステムは、比類のない検出能力で自動運転車の
安全性を守ります。

当社の提供サービス 

Foresightのシステムは、昼光と赤外線の2組のステレオカメラから構成されており、完成された高性能な独自の立体テ
クノロジーで駆動されます。

Foresightのシステムは、あらゆる気象条件や照明条件で、ほぼ100%の物体検出率と0%の誤警報率を達成し、この種
の検出装置では今までに類を見ない自動運転車用のマルチスペクトル ビジョンを実現します。

顧客の抱える課題と受ける便益:   
極端な気象条件への対応

困難な照明条件への対応

高速走行中の検出

ユニークなセールスポイントおよび差別化要素:  

 精度 - ほぼ100%の物体検出率および0%の誤警報率

 完全性 - 輪郭、外観または材質に関係なく、すべての障害物を検出

 信頼性 - あらゆる気象条件および照明条件で動作

 実証 - 成熟した独自の立体テクノロジーに基づいて開発 

 3D画像 - 正確な立体ビジョン用の高度なアルゴリズム

 センサー フュージョン - 昼光カメラと赤外線カメラの融合によってシームレスな24時間のビジョンを実現

 自動キャリブレーション - システムの堅牢性を高めるフルアスペクトの自動キャリブレーション

 非放射センサー - 干渉なしでハザードフリー

www.foresightauto.com

https://youtu.be/KawcajJGX-w
http://www.foresightauto.com
http://www.foresightauto.com
www.foresightauto.com
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Solution at a Glance
Jungo’s CoDriver provides the most complete, accurate and effective computer vision solution for inside of the 
car cabin. By using state of the art computer vision algorithms, along with the latest innovations in deep learning, 
CoDriver is able to provide the car valuable insight into the status of all people in the car, and to alert upon certain 
events that are dangerous or require some action, such as drivers falling asleep behind the wheel.

CoDriver is software-based and portable to different hardware configurations, based on customer needs.

Our Offering 
CoDriver is a software based package consisting of all key components needed for OEMs and Tier-1s to develop 
their driver and passenger monitoring systems. The solution is provided with an intuitive and easy-to-use API, 
along with integration services by Jungo, allowing our customers to get the most out of their selected target 
platforms.

Customer's Challenges 
Computer vision is a difficult technology to master, and in-cabin monitoring is a difficult problem to solve. Lighting 
conditions inside of the car, along with vibrations and limited options for camera placements – all make the 
problem even more challenging. Jungo’s sophisticated algorithms know how to extract valuable data from even the 
hardest video feeds, and to translate this data into meaningful information for the car.

By using CoDriver, customers do not need to become computer vision experts. Rather, they can utilize the expertise 
of Jungo and keep focusing on their own core capabilities.

Unique Differentiators
 Software based solution – highly portable and configurable to target platforms
 Utilizing the latest innovations in computer vision and deep learning
 100% focused on automotive applications
 Huge, ever-growing datasets for training 
 …and much more….

Company References and Strategic Partners:  
 3 of the top 5 OEMs are engaged with Jungo and using CoDriver
 Names and details remain confidential

Company references
Investors: Jungo is a Cisco Systems portfolio company (Cisco is a minority shareholder)

www.jungo.com

http://www.jungo.com
http://www.jungo.com
https://youtu.be/KawcajJGX-w
www.jungo.com
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ソリューションの要約:  
JungoのCoDriverは最も完全かつ正確で効率的な、自動車車内用コンピュータービジョンソリューションを提供しま
す。最先端のコンピュータービジョンアルゴリズムとディープラーニングにおける最新のイノベーションを組み合わせ
て使用することで、CoDriverは、車内にいるすべての人の状態に関する重要な情報を提供し、ドライバーが運転中に居
眠りするなどの危険な状況、あるいは何らかの対応が必要な特定のイベントが発生したときには、警告を発することが
できます。

CoDriverはソフトウェアベースであり、お客様のニーズに基づいてさまざまなハードウェア構成に移植可能です。

当社の提供サービス 

CoDriverは、OEMやティア1メーカーが独自のドライバー・同乗者監視システムを開発するのに必要なすべての重要な
コンポーネントから構成される、ソフトウェアベースのパッケージです。直感的で使いやすいAPIおよびJungoによる
統合サービスと共に提供されるソリューションのため、お客様はご自身の選択したターゲットプラットフォームを最大
限に活かすことができます。

顧客の抱える課題と受ける便益:   
コンピュータービジョンは習熟が難しいテクノロジーであり、車内監視は解決が困難な問題です。車内の照明条件およ
び振動やカメラ取付位置の選択肢の狭さなどにより、問題はさらに困難となります。Jungoの高度なアルゴリズムは、
最も条件の悪いビデオフィード（動画）からでも重要なデータを抽出し、そのデータを車にとって意味のある情報に変
換する方法を理解しています。

CoDriverを使用することによって、お客様はコンピュータービジョンのエキスパートになる必要がなくなります。お客
様はJungoの専門知識を活用し、お客様独自の機能に注力することができます。

ユニークなセールスポイントおよび差別化要素:  
 ソフトウェアベースのソリューション - 移植性が高く、ターゲットプラットフォームに合わせて構成可能
 コンピュータービジョンとディープラーニングの最新のイノベーションを活用
 自動車用途に100%注力
 トレーニング用の膨大なデータセットをご用意。データセットは今後も増え続けます 
 他にもお役に立てることがいろいろあります

会社の照会先および戦略的パートナー:   

 トップ5のOEMのうち3社はJungoと取引をしており、CoDriverを使用しています
 社名および詳細情報は機密情報です

会社の照会先
投資家: Jungoはシスコシステムズのポートフォリオ会社です（シスコは少数株主です）

www.jungo.com

https://youtu.be/KawcajJGX-w
http://www.jungo.com
http://www.jungo.com
www.jungo.com
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Solution at a Glance
The Moodify Empathic Car solution consists of the following parts:
1. Collect: Our system continuously collects biometric data (arousal levels and subtle facial expressions) using a 
camera and a heart-rate sensor.
2. Intervene: An AI-based analysis-and-intervention engine triggers personalized, real-time vocal guidance to 
relieve the driver from his negative emotions. The interventions are especially useful due to their use of our unique 
Artificial Empathy algorithms. Furthermore, to avoid distraction, Moodify can communicate with the driver using its 
unique tactile Sensory Substitution Delivery system.
3. Improve: The driver's behavior and reactions are monitored and analyzed, to optimize assistance in helping users 
change bad habits. 
4. Control: The car’s environmental systems (AC, audio, etc.) are optimized according to driver's emotions.
5. Report: The collected emotional and behavioral data are processed to extract their preventive and predictive 
qualities for the benefit of drivers, car manufacturers, businesses, and authorities.

Our Offering 
Moodify is an AI system that collects biometric data, analyses it, and helps the user in real time to optimize his 
emotional state. The system will be used by car and transportation companies to optimize the performance of the 
driver, reduce risky driving patterns and improve the driving experience for drivers and passengers.  

Customer's Challenges 
Emotional conditions (including stress, anxiety, anger, boredom, and frustration) affect the driving experience 
and safety. Up to 10% of the population suffers from driving anxiety (phobia). Bad driver habits - such as texting 
and speaking on the phone - result in loss of human life and injuries. The performance and safety of professional 
drivers (bus and truck drivers) are impacted due to negative emotions (stress, frustration, and anger). Soon smart 
vehicle manufacturers will be able to create an environment that optimizes the car experience in a changing world 
for drivers and passengers. We address this demand by developing our unique Moodify Empathic Car™ system.

www.moodify.today

https://youtu.be/KawcajJGX-w
http://www.moodify.today
www.jungo.com
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ソリューションの要約:  
Moodify Empathic Carソリューションは以下の部分から構成されています。

 1.収集：当社のシステムは、カメラと心拍センサーを利用して、継続的に生体認証データ（覚醒水準および微妙な顔の

表情）を収集します。

 2.介入：AIベースの分析・介入エンジンが個人化されたリアルタイムの音声ガイダンスをトリガーし、ドライバーのネ

ガティブな感情からドライバーを解放します。当社独自の人工共感アルゴリズムの使用によって特に介入の有用性が高

まります。さらに、ドライバーが注意散漫になることを避けるために、Moodifyは独自の触知性感覚代行発声システム

を使用してドライバーとコミュニケーションを図ることができます。

 3.改善：ドライバーの行動と反応を監視・分析し、ユーザーの悪癖改善に役立つアシスタンス機能を最適化します。

4.コントロール：車内環境システム（エアコン、オーディオなど）がドライバーの感情に応じて最適化されます。

 5.レポート：収集された感情データおよび行動データを処理し、ドライバー、自動車メーカー、事業者、規制当局の利

益のために、事故の予防や予測に役立つデータの特質を抽出します。

当社の提供サービス 

Moodifyは、生体認証データを収集して、それを分析し、ユーザーが感情状態を最適化することをリアルタイムで助け

るAIシステムです。このシステムは自動車メーカーや交通関連企業によって、ドライバーの行動を最適化し、危険な運

転パターンを減らして、ドライバーおよび同乗者のドライブ体験を改善するために使用されます。

顧客の抱える課題と受ける便益:   
感情状態（ストレス、不安、怒り、退屈、フラストレーションなど）はドライブ体験と安全性に影響を及ぼします。全

人口の10%ほどが運転に不安（恐怖症）を抱えています。携帯電話を使った運転中のメール送信や通話など、ドライ

バーの悪癖は人の死や負傷を招きます。プロのドライバー（バスやトラックの運転手）の行動と安全性はネガティブな

感情（ストレス、フラストレーション、怒り）の影響を受けます。まもなくスマート車両のメーカーは、変化する世界

に合わせ、ドライバーや同乗者の車体験を最適化する環境を創り出させるようになるでしょう。当社は独自のMoodify 
Empathic Car™システムを開発することによって、その需要に応えます。

www.moodify.today

https://youtu.be/KawcajJGX-w
http://www.moodify.today
www.jungo.com
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Solution at a Glance
Oryx is building the first LiDAR solution that will meet all the key requirements of autonomous vehicles – high 
performance, car durability and low price - without a tradeoff. Whereas all other LiDARs do that by tracing the 
energy of light particles with photodetectors, Oryx uses silicon-made microscopic antennas to detect light wave 
frequencies. This enables a low-cost system that’s a million times more sensitive, is resistant to interference from 
the sun and other LiDARs, and produces both range and velocity data for every point in its field of view.

Our Offering 
LiDAR systems for autonomous vehicles. The first car-ready prototype will be shipped in 2018.

Customer's Challenges 
Autonomous vehicles use LiDAR to create a 3D view of their surroundings by sending laser pulses and detecting 
their returning signals. Existing solutions struggle to cover distances longer than ~60 meters, and therefore can 
only operate at low speeds. They are also vulnerable to interference from the sun and other LiDARs and many of 
them include complex mechanical systems that are both very expensive and fragile. 
Oryx answers all of these challenges.  

Unique Differentiators
Oryx’s LiDAR technology has a number of unique advantages:
 It’s a coherent system with x1M better sensitivity (single-no-noise) compared to other LiDARs
 It’s a flash system, avoiding any kind of laser steering and therefore as simple as a digital camera
 It’s a true solid-state system, highly durable and subject to silicon economies of scale
 It’s a long-range system, detecting objects 200m away
 It has superior data quality, detecting both range and velocity at each reading

Company References and Strategic Partners:  
NA

Company references
Main partners: Confidential 
Investors: Bessemer Venture Partners, WRV, Third Point Ventures, Maniv Mobility, Trucks VC & Union Tech Ventures

www.oryxvision.com

http://www.oryxvision.com
http://www.oryxvision.com
https://youtu.be/KawcajJGX-w
www.oryxvision.com
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ソリューションの要約:  
Oryxは、高性能、車載に耐える耐久性、低価格という自動運転車の重要な要件をすべて、いずれの要件についても妥
協することなく満たす世界初のLiDARソリューションを製作しています。他社製のLiDARはいずれも光検出器で光粒子
のエネルギーをトレースするのに対して、Oryxはシリコン製の極小アンテナを使用して光波の周波数を検出します。
そのため、感度が100万倍高く、太陽光や他のLiDARからの干渉に対する耐性が高く、視野内のすべての点に関する距
離データと速度データの両方を生成する低コストのシステムを実現しています。

当社の提供サービス 

自動運転車用のLiDARシステム。初の車載可能な試作品を2018年に出荷する予定です。

顧客の抱える課題と受ける便益:   
自動運転車両はLiDARを使用してレーザーパルスを送信し、戻ってきた信号を検出することによって車両の周囲の3Dビ
ューを作成します。既存のソリューションは60メートルを上回る距離を測定することに苦労しており、したがって、
低速でしか動作しません。さらに、既存のソリューションは太陽光および他のLiDARからの干渉に対して脆弱であり、
その多くがきわめて高価で壊れやすい、複雑な機械的システムを内蔵しています。
Oryxはこれらすべての困難を克服します。

ユニークなセールスポイントおよび差別化要素:  
OryxのLiDARテクノロジーはさまざまなユニークな利点を持っています。

 Oryxのシステムは他社のLiDARと比較して感度（SN比）が100万倍高いコヒーレントシステムです。

 Oryxのシステムは、あらゆる種類のレーザー ステアリングを回避するフラッシュシステムであり、したがってデジ
タルカメラ並みにシンプルです。

 Oryxのシステムは、耐久性が高く、シリコンのスケールメリットを享受できる真の半導体システムです。

 Oryxのシステムは200メートル離れた物体を検出する長距離測距システムです。

 Oryxのシステムは読み取る度に距離と速度の両方を検出する、優れたデータ品質を実現します。

会社の照会先および戦略的パートナー:   

情報なし

会社の照会先
主なパートナー: 非公開 
投資家: Bessemer Venture Partners、WRV、Third Point Ventures、Maniv Mobility、Trucks VC & Union Tech 
Ventures

www.oryxvision.com

https://youtu.be/KawcajJGX-w
http://www.oryxvision.com
http://www.oryxvision.com
www.oryxvision.com
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Solution at a Glance
Silentium is a leading provider of Broadband Active Noise Control technology and adaptive sound management 
solutions. With superior technological development we are able to eliminate up to 90% of unwanted sound – no 
matter if it’s Road noise, Wind noise, Engine, or even AC noise.

Our Offering 
Silentium has developed unique Active Noise Control (ANC) technology and an entire disruptive sound 
management solution, incorporating proprietary, innovative algorithms that adaptively follow the changes in the 
noise spectrum, achieving extraordinary results. Silentium technology can be integrated into the infotainment 
system in the car. 

Customer's Challenges 
Our clients can offer their customers a superior Automotive acoustic signature, which is a competitive edge. That 
edge can be the relative peace and quiet that comes with Active Noise Control. Today, HEV/EV cars are extremely 
light and have a challenge to keep the acoustic signature low; using Silentium QB technology they can achieve their 
goals.

Unique Differentiators
Competitive Edge – Quiet Bubble technology provides quieter in-cabin noise in the spectrum of 30Hz-1000 Hz, 
which gives your car a clear and distinct advantage over the competitors. 
Lighter- When you incorporate an ANC solution, your products will require less sound dampener materials, 
meaning less bulk and lighter products.
Energy Efficiency - The product saves energy as the weight of the car has been reduced. 

www.silentium.com

http://www.silentium.com
http://www.silentium.com
https://youtu.be/KawcajJGX-w
www.silentium.com
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ソリューションの要約:  
Silentiumはブロードバンド アクティブ ノイズ コントロール テクノロジーおよびアダプティブ サウンド マネジメント 
ソリューションのプロバイダーです。優れたテクノロジーの開発により、路面騒音から、風切り音、エンジン騒音、エ

アコン騒音に至るまで、不要な音の最大90%を除去することができます。

当社の提供サービス 
Silentiumは、ノイズ スペクトラムの変化に順応する当社独自の斬新なアルゴリズムが組み込まれたユニークなアクテ

ィブ ノイズ コントロール（ANC）テクノロジーおよび、きわめて革新的なサウンド マネジメント ソリューションを開

発し、驚異的な結果を出しています。Silentiumのテクノロジーは車載情報通信システムに統合することができます。

顧客の抱える課題と受ける便益:   
当社のクライアントは顧客に優れた自動車の音響学的特性を提供することができ、それが競争上の強みとなります。そ

の強みを可能にするのは、アクティブ ノイズ コントロールが生み出す相対的な平安と静音性です。現在、HEV/EVカー

はきわめて軽量で、音響学的特性を低く保つことが困難です。Silentium のQBテクノロジーを利用することで、こうし

た車も目標を達成できます。

ユニークなセールスポイントおよび差別化要素:  
競争上の強み – Queite Bubbleテクノロジーは、30Hz～1000Hzのスペクトラムにおける車内騒音を低減させます。これは、車

のメーカーにとって他社との違いを強調する明確な利点になります。 
軽量- ANC（能動的騒音制御）ソリューションを組み込むと、必要となる騒音吸収剤が減少するため、製品の体積と重量が軽減さ

れます。

エネルギー効率 - 車が軽量化されるため、製品の消費エネルギーが節約されます。

www.silentium.com

https://youtu.be/KawcajJGX-w
http://www.silentium.com
http://www.silentium.com
http://www.silentium.com
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Solution at a Glance
Vayyar's 3D-Imaging sensor is a small and low-cost, antenna-array UWB Radar-on-Chip, which provides real-time 
info with full privacy about what’s going on In-Car and within the Car's 360 surroundings. The device is agnostic to 
light conditions and provides information about the vital signs and status of the driver and passengers. The sensor 
also covers blind spots and provides critical all-around information for autonomous car’s decision making.

Our Offering 
Vayyar develops embeddable sensors that create a real-time 3D image of everything happening in the environment 
around you.  
The sensor is small, portable and doesn’t require the use of a camera or wearable and is agnostic to lighting and 
weather conditions.  

Unique Differentiators
Vayyar sensors provide advanced 3D imaging capabilities.  The devices can see through solid objects to monitor 
the environment and are low cost, mobile and safe.

www.vayyar.com

http://www.vayyar.com
http://www.vayyar.com
https://youtu.be/KawcajJGX-w
www.vayyar.com
https://www.youtube.com/watch?v=VB2fLHVEhjs
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ソリューションの要約:  
Vayyarの3Dイメージング センサーは、車内および車の周囲360度で起きていることに関するリアルタイム情報を、プラ

イバシーを完全に守りながら提供する、小型で低コストのアンテナアレイUWBレーダー・オン・チップです。この装置

は照明条件に依存せず、ドライバーと同乗者の生命兆候および状態に関する情報を提供します。このセンサーは盲点とな

っている部分を補完し、自動運転車の意思決定に欠かせない全周囲情報も提供します。

当社の提供サービス 

Vayyarは、ユーザーの周囲の環境で起きているすべての事象をリアルタイムで3D画像にする埋め込み可能なセンサー

を開発しています。

このセンサーは小型、携帯可能で、カメラもウェアラブルも利用する必要なく、照明条件や気象条件に依存しません。

ユニークなセールスポイントおよび差別化要素:  

Vayyarのセンサーは高度な3Dイメージング機能を提供します。装置は固体を透視して環境を監視することができ、低コ

ストで携帯可能であり、安全です。

www.vayyar.com

https://youtu.be/KawcajJGX-w
http://www.vayyar.com
http://www.vayyar.com
www.vayyar.com
https://www.youtube.com/watch?v=VB2fLHVEhjs
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Solution at a Glance
White Raven is developing the next generation of Human-Machine Interfaces for connected cars. 
We develop visual search engines that identify unique points of interest in the outdoor urban environment and 
highlight them in Augmented Reality. The engines are middleware between in-car infotainment systems and 
location-based services.

Customer's Challenges 
Using our engine, automotive OEMs and Tier Ones could attract and monetize the attention of connected car 
passengers to the in-car embedded clients. Such clients, whether existing main consul screens, individual 
passenger screens or future HUD devices, will become the most enabling media delivery platforms in the 
automotive digital environment. 
The engine will enable location-based services such as social networks, travel, and local content providers, to 
use a high-frequency content delivery mechanism that is way more engaging than existing mobile experiences. 
Passengers will be able to explore the visual space around them for commercial, social, or any other location-
based content or service, first hand.

www.whiteraven.ai

https://youtu.be/KawcajJGX-w
http://www.whiteraven.ai
http://www.whiteraven.ai
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ソリューションの要約:  
White Ravenはコネクテッドカー向けの次世代ヒューマンマシンインタフェースを開発しています。 
当社は、屋外の都市環境における興味深いユニークなスポットを識別し、拡張現実上でそれを強調表示するビジュアル

検索エンジンを開発しています。このエンジンは、車内インフォテインメント システムとロケーションベース サービ

スの間を取り持つミドルウェアです。

顧客の抱える課題と受ける便益:   
当社のエンジンを使用することで、自動車のOEMやティア1メーカーは、コネクテッドカーの乗客が車内埋め込み型ク

ライアントに向ける関心を引き付け、収益につなげることができます。そのようなクライアントは、既存のメインの案

内画面であれ、個別の乗客用画面であれ、未来のヘッドアップディスプレイ装置であれ、自動車デジタル環境で最も大

きな可能性を秘めたメディア配信プラットフォームになるでしょう。 
当社のエンジンを使用すれば、ソーシャルネットワーク、旅行業者、ローカル コンテンツプロバイダーなどのロケーシ

ョンベース サービスのプロバイダーは、既存のモバイル体験よりはるかに魅力的な、高頻度のコンテンツ配信メカニズ

ムを利用することができます。 
車の乗客は、自分の周囲のビジュアル空間で、商用サービス、ソーシャルサービスなどあらゆるロケーションベースの

コンテンツやサービスを、直接探索できるようになるでしょう。

www.whiteraven.ai

https://youtu.be/KawcajJGX-w
http://www.whiteraven.ai
http://www.whiteraven.ai
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