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1. 企業紹介

82-2-890-6456FAX82-2-890-6450TEL

comfish@wecoms.co.krE-mailhttp://www.comfish.krHomepage

ソウル市九老区九老洞 222-12 マリオタワー 806号

(社)韓国ベンチャー企業協会ソウルベンチャーインキュベーター 内
住所

50百万ウォン
売上高

(2007年)
150百万ウォン資本金

ソン グァンソン代表者
㈱WECOMS

(2007. 1.9)

会社名

(設立日)



2. 技術紹介

技術概要

ミニ水槽 : 気泡(酸素)供給装置の装着不可能→ 人造魚使用
酸素粒子を利用した 1回性環境→ 水質管理の難しさ
基本的に水槽として認められない製品(コップ、額縁など)

中小型水槽 : 周辺装置の掛けタイプ装着と個別購買装着
(AC220V x 3個以上)
設置・維持管理の難しさ
デザインの単純さ(1尺以上)

大型水槽 : 高価及び設置・維持管理の難しさ
(電力消費過多)
注文製作 /委託管理

IT 技術を適用した新概念の個人用(personal) 水槽

既存水槽の設置と管理の難しさを解消、必要な生命維持装置を装着してコンピューターで制御するので、小さなサイズでも熱帯魚等の飼育可能、

観賞魚への関心増大にによって、コンピューター使用者の好みに合わせたインテリアーアクセサリ及び PC周辺器機として考案された製品

既存水槽

魚の飼育環境 : 酸素供給、温度調節、照明施設、濾過装置、えさ供給など

D
igital

D
igital

小型化小型化 / / 軽量化軽量化

IT

*熱帯魚－熱帯地方及び亜熱帯地方の川や沼、湖で生息する熱帯性淡水魚。
観相価値がある魚種は約 1千余種、この中、人気があって求めやすい魚種は 150余種類。
温度は 20度̃35度間、最近は韓国内でも養殖技術が発達して、多くの魚種が韓国内で生産・供給されている。



2. 技術紹介

技術概要

USB デジタルミニ水槽「Comfish」は、マイクロ SIZEの水槽に酸素(気泡)供給及び照明・温度調節・濾過器などを一体化

して、低電力の USBを利用してPCで機能を制御出来るように考案された水槽。既存のアナログ水槽をデジタル水槽で開

発して、水槽の新しいパラダイムを作った世界初のデジタル水槽

1.気泡(酸素)発生/調節機能
2.温度調節/温度感知機能
3.照明設定/調節機能
4.濾過機能
5.PC Web Cam Preview 及び Capture 機能
6.PC プログラム及び遠隔制御機能(USB/Internet)
7.低電力設計(USB DC5V input)/PC or Adaptor
8.大型水槽のすべての装置一体型・集積化・小型化設計(All in one)
9.熱帯魚情報データ搭載
10.特許登録 (登録番号 : 10-0742725,2007.7.19)
機能性水槽及びコンピューターを利用した水槽管理システム

「USBを利用した世界初のデジタル水槽」



2. 技術紹介

技術概要

-照明設定
-温度設定
-温度確認
-気泡発生及び気泡量
-気泡Timer
-Preview 及び capture
-熱帯魚情報DB



2. 技術紹介

技術特徴

• 従来技術との比較

水槽
濾過機220V

ヒーター 220V

温度計
照明 220V

エアポンプ

All in one/Small size
USB Power (DC 5V)
PC control



2. 技術紹介

技術特徴

• 競争技術との比較

デジタル額縁、Audio、時計など- 複合商品拡張可能なし各種デジタル機能搭載

パソコン制御なし水槽機能調節

インターネット利用及びカメラ撮影機能なし遠隔地確認及び撮影機能

制限なし制限的 (比較的必要な空間が多い)設置場所

易しい難しい移動難易度

易しい難しい水替え及び水質管理

易しい難しい設置難易度

̃5 (魚種によって異なる)̃20(魚種、大きさによって異なる)適正個体数

選択型/基本型別途装着濾過装置(フィルター)

一体型温度センサー (パソコン確認)別途装着温度計

一体型ヒーター別途装着ヒーター装置

一体型照明 (LED)別途装着照明

PCB一体型気泡発生装置選択/別途気泡発生器装着気泡発生(酸素供給)

DC5V(パソコン USB ポット 또는 USB adaptor) 
最低消耗電力

220V x 3個以上
電力消耗が多い

電源及び電力消費

185x140mm/小さくて軽い最小 (300x300mm)/重い大きさ (水槽)/重量

USB デジタルし水槽(Comfish)既存水槽区分



500,000̃50,000̃80,00039,000̃49,00015,000̃20,000US$19.9944,000̃75,000価格(₩�)

かなり難しい難しい普通容易容易容易設置/移動

なしなしなしなしなし可能パソコン制御

なしなしなしなしなし別途/プログラム支援Preview機能

なしなしなしなしなし別途/プログラム支援写真撮影機能

個別装着個別装着個別装着なしなし内蔵/プログラム支援
温度センサー/
温度計

別途装着別途装着別途装着なしなし内蔵/プログラム支援ヒーター装置

別途装着一体型別途装着なし内蔵内蔵/プログラム支援照明装置

別途装着別途装着別途装着なしなし別途装着濾過装置

別途装着なしなしなし/酸素粒子なし内蔵/プログラム支援気泡装置

AC220X4AC220X3AC220X3なしDC5VDC5V消耗電力

1310x450x650 
以上

410x240x400
以上

190X160X160220X126X3790X90X60
185X140X95
213x142x130mm
213.5x139x61.2mm

大きさ

韓国/注文制作中国中国韓国中国韓国原産地

製品写真

2. 技術紹介



ECF-150 (ComFish I)                   ECF-155 (ComFish II)            WCF-160 (ComFish III)

USB cable
Adaptor 砂利/ビー玉 水草 フジツボ 人工芝 すくい網 餌 水替え薬

錨(一般型)

ふぐ(普及型) PC/Navi (高級型)

- 構成品
1)基本 : 水槽本体、濾過器、USB Cable、Adaptor、プログラムCD、Manual、ビー玉(底材料)
2)選択 : 水草、えさ、専用ウォーター、濾過綿などの各種消耗品

製品 size 213x142x130mm
発売開始 : 2007.4
主要特徴
- Comfish PC control program
- 2EA White LED(照明機能)
-気泡発生制御
-電圧自動制御
-温度自動制御
-PC Cam 連動
-着脱型濾過器
-熱帯魚の情報 DB

製品 size 185 x 140 x 95mm
発売開始 : 2007.1
主要特徴
- Comfish PC control program
- 2EA White LED(照明機能)
-気泡発生制御
-温度自動制御
-PC Cam 連動
-着脱型濾過器
-熱帯魚の情報 DB

製品 size 213.5 x 139 x 61.2mm
発売開始 : 2007.7
主要特徴
-Comfish PC control program
-2 EA 7color LED 照明
-気泡発生/速度自動制御
-照明 /7color 自動制御
-電圧自動制御
-温度自動制御
-PC Cam 連動
-着脱型濾過器
-熱帯魚の情報 DB
-壁掛け兼用

3. 製品紹介



3. 製品紹介

派生商品及び後続製品計画

1.comfish I (ECF-150) 低価型製品
-外観スプレー(塗布) 仕様変更
-コンピューター通信機能削除
-DC5V 電源供給で自動作動機能(機能調節削除)

2.組み立て型製品
-COMFISH II (ECF-155) 組み立て型製品
-教育用水槽作りコンセプトで、文具・DiY商品進行可能

3.COMFISH IV 発売開始予定
-2008年 4̃5月予想



3. 製品紹介

価格

ECF-150
₩� 54,000

ECF-155
₩� 44,000

ECF-160
₩� 75,000

*消耗品/単品消費者価格

消費者価格基準
供給価格
40%̃50% OFF

*Best price table
ECF-150 ₩� 27,000
ECF-155 ₩� 22,000
WCF-160 ₩� 40,000

流通業社
企業/団体特別販売

学校
大型デパート/マート

輸出

濾過器 濾過綿 チェーン 装飾品 人工水草 アダプタ ケーブル 床材 すくい網

₩� 5,000 ₩� 2,000
₩� 2,500

₩� 1,200 ₩� 3,000 ₩� 2,000 ₩� 5,000 ₩� 2,000 ₩� 2,000
₩� 3,000

₩� 800

MOQ 0.5K̃1K

*日本の場合、基本構成品にカメラ含み
予想消費者価格 9千円予想(ECF-150)

*その他、観賞魚用品価格 (FLEX 社供給) : えさ、Water、水替えキットなど

*FLEX社との関係は後述する。



4. 市場現況及び展望

韓国内市場の進入戦略

コミュニティサイト、コミュニティサイト、A/SA/S、流通チャンネル管理、流通チャンネル管理

On-Line
Shopping

Bundle
Gift/特販

デパート
/マート/
水族館
連合会

地域
総販

(卸、小売)

教育教材
ファンシー用品店

Home
Shopping

Test Marketing
世論形成、販売効果
(G-market/オークションの外)

1’st 2’nd 3’rd 4’th 5’th

PC バンドル
企業販促物
特別販売

同好会などと連携
広告、販売効果

実物確認/露出
乳児/小学生
主婦対象

全国大型水族館

広告効果
短期間販売戦略

学習紙
文具チェーン店

学校
学生対象

一般水族館

Home page/Home page/ショッピングモール運営ショッピングモール運営/Feed back//Feed back/専門家専門家 poolpool



4. 市場現況及び展望
1)日本
○ペット産業の売上高規模： 93億ドル (1兆円)、全世界 2位の観賞魚輸入国
○売上高増加推移： 2001年 9350億円、2002年 9660億円、2003年 9930億円
〈出処： 韓国観賞魚協会〉
日本の場合、過去 「たまごっち」が突風を起こしたように、小さくて淡白な小物が好きであり、何かを育てることに対する選好度が高い。
全体の規模中、観賞魚市場を10%、1千億位に予想。そのうち 10%を小型漁港市場に推論する場合、1百億には(韓貨765億ウォン規模)

2)韓国(同好会 50% 5十万人基準 x 5万ウォン = 250億ウォン規模)
○韓国内の場合、五つ世帯の中で一戸はペットを飼っていることと調査される(22.6%)/観賞魚同好会 1百万名規模/水族館 1千あまり
〈出処：国立獣医科学検疫院〉
○アパートの共同管理規約の制限措置等で、犬や猫から熱帯魚等に多様に拡散する
○熱帯魚の売上は大型マートと水族館を中心に毎年 25%ずつ増加している趨勢
○韓国内の観賞魚の輸出入規模 (2005年基準輸出:3十万ドル、収入:320万ドル)で毎年増加の趨勢

独身割合の増加、共稼ぎ夫婦の増加、老令化社会への進入などがペット産業を発展させている原因
特に、コンピューターとともにする時間が多いし、使用人口もずっと増加しているので、コンピューターの周辺器機で活用価値が高い、多様な
アイディア商品たちの市場見込み十分あると言える * 熱帯魚関連市場規模 + コンピューター周辺器機市場の成長率 = comfishの市場規模

220%成長、8億台規模
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5. 権利獲得現況

韓国内及び海外出願、登録現況

日本、米洲、ヨーロッパ2海外

comfish商標権

(海外出願推進)

1

(商標登録)
商標権

後続モデルデザイン意匠32意匠権

濾過器1実用新案

IT機能性水槽の外

PWM電磁石モーターなど
2

1

(特許登録)
特許権

備考2008(計画)2007(現況)

商標権2007.09.2740-0724757Comfish

意匠2007.01.1130-2007-0001595水槽

意匠2007.04.0930-2007-0015406USBインターフェース を持つ水槽

特許2007.07.1910-0742725機能性水槽

権利種類
登録日
(出願日)

登録番号
(出願番号)

技術名



供給チャンネル政策(Flex 一元化)

Flex Japan
Flex China (Hong kong,Tianjin)
Flex Australia

水族館、観賞魚、海水語、愛玩用品
専門開発、製造業社
関連 magazine 発行

comfish日本現地化進行
comfish専用消耗品開発供給
(comfish Water、えさ、水替え道具など)

大型水族館

愛玩用品流通業社

マート

その他

コンピューター周辺器機流通
(バンドル用品)

BtoB 企業記念品、販促物

文具、ファンシー用品、贈り物用品

インテリアー小品、,インターネットカフェその他

東京事務所

現地コーディネータ

現地コーディネータ

現地コーディネータ

現地コーディネータ

マーケティング用役
契約

http://www.flex-web.com

現地化完了製品の早期供給
現地化による時間/費用節減
現地アクセサリー、消耗品等パッケージ供給可能
(熱帯魚、えさ、Water、水替え道具等)
CS 及び顧客対応容易
チャンネル一元化による価格統制容易、
意思疎通容易
付加商品開発で付加価置創出

最小マージン
価格競争力確保

教務協力及び支援
供給価格に手数料反映

*Flex 現地供給価格
基準成果報酬・手数料

再調整必要

6. マーケティング目標



6. マーケティング目標

予想需要先
本の製品は、家庭・事務室・公共場所など、インテリアーと生活用品・学習用で活用が可能（生物を育てるという学習教材と して活用可能）

・電磁波吸収効果（ 目に疲れが多い学生や会社員たちに情緒的安定と疲れ改善にもよい）

・PCカメラとインターネットの連動で UCCの活用趣味活動及び熱帯魚情報交流を通じる対人関係拡大に媒介体で利用することができる。

・夜間照明効果や陰イオン発生と加湿効果などで、プレゼント用や企業の販促物などでも活用が可能.

1.生物飼育/観賞用/大型水槽の稚魚用
2.加湿効果 (陰イオン発生),電磁波吸収
3.夜間照明效果(就寝等)
4.学習効果 (魚種情報確認、自然生態系観察)
5.インテリアー效果 (家庭,事務室,机)/水族館額縁で活用
6.情緒的安定及び疲れ改善 (PC 作業が多い、目に疲れが多い学生・,会社員など)
7.趣味活動及び情報交流を通じる対人関係拡大(専門家の診断)
8.ゲーム及びマルチメディアコンテンツ活用



20%20%
20%20%

60%60%
2007

まーと/卸、小売(売場)

オンライン/バンドル/Gift

特殊市場販売
(教育教材/同好会)

컴피쉬 시장전망
유아 (미취
학,유치원 포

함)

초등학교

중고등학교

대학교

직장인

生物を育てる
教科課程活用
教育効果
市場全体の 40%
大型マート/総販(小売)

机/事務室
機能性/インテリアー

マニア層形成
プレゼント用

市場全体の 60%
オンライン/バンドル

6. マーケティング目標

予想需要先


