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新しいテクノロジーで

産業とエンターテインメント分野での

果てしない夢を確実に実現していく企業

それがインタラクティブラボラトリーです



会社概要 株式会社インタラクティブラボラトリー

社名 株式会社インタラクティブラボラトリー
Interactive Laboratory Co., Ltd.

所在地 〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

電話番号 03-5979-2363

設立 2010年9月3日

資本金 8,000,000円 （2018年4月1日現在）

役員 代表取締役社長/CTO/COO
取締役 副社長
取締役 開発部 部長

武田 政樹
新井 直介
下地 昭彦

顧問 Robot Business Producer 大槻 正

事業内容 1. 高度システム開発事業 2. 高度技術開発事業 3. コンサルテーション
及びソリューション事業 4. ノウハウ蓄積及び継承に関する事業
5. 前各号に附帯する一切の業務

取引金融機関 みずほ銀行

主要取引企業 グリー株式会社、株式会社インタラクティブブレインズ

加盟団体 社団法人Open Embedded Software Foundation (OESF) 、EMS-JPグルー
プ、ロボットビジネス推進協議会、沖縄観光の未来を考える会
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会社概要 株式会社インタラクティブラボラトリー沖縄

社名 株式会社インタラクティブラボラトリー沖縄
Interactive Laboratory Okinawa Co., Ltd.

所在地 〒904-2203 沖縄県うるま市字川崎４６８番地 じんぶん館１Ｆ 109

設立 2011年1月11日

資本金 3,000,000円 （2018年1月1日現在）

役員 代表取締役会長
代表取締役社長
取締役
取締役

武田 政樹
嘉数 岩夫
下地 昭彦
新井 直介

事業内容 1. 高度システム開発事業 2. 高度技術開発事業 3. コンサルテーション
及びソリューション事業 4. ノウハウ蓄積及び継承に関する事業 5. 前
各号に附帯する一切の業務
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事業内容

① 高度システム開発・アプリ開発事業
 高度技術とハイエンドのエンターテインメントコンテンツノウハウを利用したAI/IoT/XR/3DCAD等関連機器/アプリの開発・

事業化

 サーバーサイドの高度アルゴリズムと高度処理ハードウェアを利用した特殊クラウドサーバー開発・販売

② ロボット開発事業
 DENSUKEコンセプトに基づく新たな家庭用サービスロボットの開発

 クラウドベースの新たなロボットとアプリケーションの開発

③ 高度技術開発事業
 新規高度技術のAndroid機器、エンターテインメント機器への利用・事業化

 DENSUKEコンセプトに基づく産学連携型特殊技術の研究開発・事業化

④ コンサルテーション・ソリューション事業
 独自の研究開発と産学連携による各種知財の獲得とライセンス販売

 端末サイド、サーバーサイド、また両者の協調分散型の高度アルゴリズム実装による特殊処理ライブラリやアプリケーション
の開発・販売

⑤ ノウハウ蓄積・継承事業
 上記製品を応用した製品開発におけるコンサルテーション・統合型ソリューション

 上記のノウハウを生かした教育機関用サンプルコード、ライブラリ、教育用ドキュメント、書籍等の作成と販売、供与
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代表のプロフィール

武田 政樹 （IL代表取締役社長・ILO代表取締役会長）

東京大学工学部卒業後、株式会社ナ
ムコ（現バンダイナムコゲームス）に
入社、世界初の本格的3Dゲームシス
テム「システム21」の3D演算部のDSP
プログラミング、基板設計、3Dモデリ
ングツールなどの開発を担当し、
「ウィニングラン」「ギャラクシアン3」
（花の万博）などを世に送る。
「システム22」で3DCG・演算アルゴリ
ズム、ASIC設計含むアーキテクトとし
て業務用ゲーム機で世界初のテクス
チャーマッピング等の技術を利用した
「リッジレーサー」を開発。PlayStation
初期の「リッジレーサー」のテクニカル
ディレクションや次世代3Dシステムの
全体アーキテクトと実開発を担当。
1998年にナムコのモバイルコンテンツ
事業立上げに参画し、NTTドコモのiア

プリ用バーチャル店舗「アプリキャロッ
ト」のプロデュース・企画・ディレクショ
ン・プログラミングディレクションを行う。

2001年にインタラクティブブレインズ
設立、代表取締役に就任。米国向け
「パックマン」やJ-Phone(現SoftBank)
向け「リッジレーサー」やオリジナル
ゲーム「ディープラビリンス」などの開
発を行う。2007年11月より取締役会
長兼チーフクリエイターとして経営及
び先端技術研究・開発に従事し「アバ
ターシステム」「レンダリングサーバー
システム」などを開発。

2010年9月にインタラクティブラボラト
リーを設立、代表取締役/CTO/CCO
に就任。
2011年1月にインタラクティブラボラト
リー沖縄を設立、代表取締役会長に
就任。
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弊社の強みと業務

 最上位のサービスコンセプト立案、サイト運営、コンテンツアプリケーション
開発から最下位層のシステム、デバイスレイヤー開発までの全体プロ
デュース実績と経験、ノウハウ

 AI/IoT/３ＤやＡＲ等高度な技術を駆使した差別化開発が可能でハイエ
ンド、高度な収益率の高いコンテンツの開発に大きな実績

 i-mode初期から最先端スマートフォンまでの多数（１００以上）のアプリケー
ション開発実績、多数のデータ作成（数千以上のアバターデザイン制作）
実績で充実したコンテンツ制作ノウハウを保持。

 社の全員が経営・管理・ SE・プロデュース・ディレクション経験を持ち、
シニア以上のスキルを持つ少数精鋭組織
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AI
新規ネットワークの設計から

データセット作成
高速な開発

組み込みまで

事業概略
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あらゆる最新技術を少数精鋭の弊社だけで能動的に融合し活用可能です。
競争力のあるIT利用の新製品づくりを短納期・少量多品種から行えます。

VR
Unity等をフル活用した
多数のコンテンツ制作

ノウハウ

AR
VRと共に

多数のアプリ制作実績と
コンテンツノウハウ

組み込みIoT/組み込み
超小型で安価

回路/ファームウェアも設計
目的に応じて最適な構成
小型サーバーも多数充実

クラウドとも連携

3D-CAD
Fusion360/Max/Zbrush
などであらゆる高品質な

３Dデータを作成

3Dプリント
SLAタイプのform２や

FDMプリンタ、
レーザー加工まで
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製品・サービス紹介



AIスマートスピーカー
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琉球新報（2017/9/23）日本テレビ News every.
（2017/10/23）



VRコンテンツ
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• 弊社では長年培った3D-CG技術の上に最新のバーチャルリアリティ技術
を融合した最先端のVRコンテンツを開発しております。

• 様々なサンプルコンテンツをベースにすることで、よりスピーディな開発・
制作を行うことが出来ますので、お気軽にご相談下さい。

HTC ViveやOculus Go
など、最新・最先端の
VRデバイスでコンテンツ
を開発。

沖縄単独企業では初のVR体験会



那覇てんぶすビジョンＡＲシステム
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沖縄県那覇市の国際通りのランド
マークとして設置された那覇てんぶ
すビジョン（320インチ大型ビジョン）

に弊社が開発しました大型ビジョンに
利用可能な傾斜開発のＡＲ利用新サ
イネージシステムが採用されました。
（2014年3月）

那覇てんぶすビジョンでは「ウルトラ
マン」「ジンベイザメ」「旗頭」の３種の
コンテンツを制作・提供しています。

ウルトラマンと
夢の共演

優雅に泳ぐ
ジンベイザメ♪

可愛い旗頭♡



IoT特化型サーバー活用サービス
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沖縄タイムス（2017/2/9）



AR観光ガイドアプリ「中尾山なび」

 弊社が開発しましたAR観光ガイドアプリ
「中尾山なび」が、長崎県波佐見町より
リリースされました。（2016年3月）

 波佐見焼の窯元が集まる陶郷中尾山の
散策を、スマートフォンのAR技術とビー
コン通知でサポートします。（AppStoreと
GooglePlayから無料でダウンロードでき
ます）
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※「中尾山なび」はシステムファイブ社（長崎市）が開発した中尾山ポータルサイトのWebアプリ
ケーション「うつわ散策マップ」と連携して周遊情報を提供しています。



3Dプリンター活用ものづくりサービス
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第39回「沖縄の産業まつり」出展

沖縄タイムス（2015/1/24）



IoT活用製品
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琉球新報（2015/1/28） 琉球新報（2015/1/20）
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スタッフの実績紹介



実績紹介
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モバゲータウン・モーションアバター
サーバーレンダリングシステム

アーケードゲームシステム開発
高度クラウドシステム開発（社長 武田）

日本の３Ｄゲームの金字塔でもあり、数千億以上の売り上げ、現在も続編を輩
出するナムコ「リッジレーサー」といった数々の製品の３Ｄシステムのアーキテ
クト業務と実開発。 最先端のＧＰＧＰＵ技術を利用し数千万人にご利用を頂く
ＤｅＮＡ様向け３Ｄアバタークラウドシステムの提案・開発。巨大な市場を新たに
開く革新的なシステム開発と成功実績は他に類を見ません。

SYSTEM 22 & リッジレーサー



実績紹介
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ドルアーガの塔
（モバイル）

スカイキッド（モバイル）

スターブレード（モバイル）

ゼビウス（モバイル） バーチャファイター
（モバイル）

電車でGO!（モバイル）

イースⅥ（モバイル）パックマン（モバイル）

有名ゲームタイトルのモバイルサイト
プロデュース及び開発

（社長 武田 他スタッフ）

代表の武田が設立したインタラクティブ
ブレインズ社において、大手ゲームメー
カーのサイトプロデュースと立ち上げ
（ナムコ：現バンダイナムコ）で大きな成
功。その他誰でも知る業界金字塔著名
タイトルを多数モバイルへ移植開発！

リッジレーサー（モバイル）



実績紹介
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オリジナルゲーム企画・開発
（社長 武田 他スタッフ）

代表の武田が設立したインタラクティブ
ブレインズ社において、多数のオリジナ
ルゲームの開発実績あり。コンセプト立
案・企画・開発・サイトプロデュース・運
営までの経験と実績。

ディープラビリンス（RPG） (日本・韓国で配信)

トイヘッズ
（ミニゲーム集）
(日本・韓国で配信)

バーニングフォートレス
（シューティング）(日本・韓国で配信)



実績紹介
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Fist Groove
（格闘）
（日本・韓国で配信）

Light Stream
（宇宙レース）
（日本・米国で配信）



実績紹介
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ライセンスゲーム企画・開発
（社長 武田 他スタッフ）

インタラクティブブレインズ時代に大手との共同開発やライセンスによる
新たな大型モバイルゲーム開発を経験。モバイルゴルフパンヤは本格的３Dゴルフ
をGREEにSNSゲームとして開発・配信。

はじめの一歩
（ボクシング）
（講談社）

モバイルゴルフ
パンヤ
（SNSゴルフ）
（韓国NTREEV）


