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Airbiquity: リーダー企業としての実績、パートナーとしての信頼性

Airbiquity は、コネクテッド カー サービス提供のグローバル リーダーであり、車載テレマティクス技術の開発・エン

ジニアリングのパイオニアです。車載テレマティクスでは世界規模で業界をリードし、自動車およびテレマティクス

業界の中で影響力の大きいエコシステム関連企業各社とビジネス パートナーとしての信頼関係を確立しています。

Airbiquity のテクノロジー、
プラットフォーム及び サービスは 展開実証済であり、専門知識を駆使して皆様のコネク

テッド カー プログラムを成功に導きます。
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シアトル (米国) オフィス – 本社
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販売オフィス

東京 (日本) オフィス
郵便番号 222-0033

Seattle, WA 98101

横浜市港北区新横浜 3-7-18

ファックス: 1.206.842.9259

電話: (045) 411-7992

電話: +1.206.219.2700

フリーダイヤル: +1.888.334.7741

第 2 上野ビル 512 号

ロンドン (英国) オフィス

Web サイトとソーシャル メディア

Eagle House

www.airbiquity.com

167 City Road

twitter.com/airbiquity

London EC1V 1AW

linkedin.com/company/airbiquity

電話: +44 (0)203 319 0382

facebook.com/airbiquity

Airbiquity® および OTAmatic® は、米国 Airbiquity, Inc. の登録商標です。その他すべての製品およびブランド名は、それぞれの所有者の商標または登録商標である可能性があ
ります。仕様は予告なく変更される場合があります。©2017-2019 Airbiquity Inc.

コネクテッド カーの
技術革新をリードする
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車ではなく、ユーザー エクスペリエンスの重視

テクノロジーに敏感な今日のドライバーは、車でも、他のモバイル デバイスと同様に、役に立つ機能とサービス、パー
ソナライズされたコンテンツ、人気の高いアプリケーション、無線通信アップデートがシームレスに提供されることをま
すます期待しています。言い換えれば、車は単なる移動の手段ではなく、デジタル ライフスタイルや電子機器体験の
延長線上にあるものと考えられているのです。それを実現する為に 舞台裏では、専門的なテレマティクス技術、
クラウド プラットフォーム、拡大されたエコシステム、及び バックエンドの管理ツールを活用した最先端の安定で
管理可能なサービスコネクテッド カー プログラムを24時間365日世界中で提供することが求められます。

INSIDE RIGHT

お客様やパートナーと共に築くコネクテッド カー エコシステムの中心

自動車メーカー

コール センター

技術パートナー
R

展開実証済みのコネクテッド カー サービス プロバイダー

SAFERIDE

TECHNOLOGIES

Airbiquity は、コネクテッド カー サービス提供のグローバル リーダーであり、車載テレマティクス技術の開発・エンジ
ニアリングのパイオニアです。Airbiquity は、包括的な製品ポートフォリオ、比類のないソフトウェアの開発と統合の専
門知識、および展開実証済みの業界最先端コネクテッド カー サービス提供プラットフォームである Choreo™ を自動
車利用者に提供しています。
®

会社の概要

• Airbiquity テクノロジーのライセンスを受けた車両は 2,500 万台以上
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• 700 万台を超える車両が Choreo プラットフォームに登録

• 500 万台を超える車両の無線配信 (OTA) ソフトウェア アップデート
• 60 か国以上および 30 言語以上でサービスを提供

• クラウド ベースのサービス提供プラットフォームの展開で第 1 位

• グローバルなインフォテインメント提供プログラムの展開で第 1 位

• 消費燃料削減の為の欧州向けフリートマネージメントプログラム展開で第1位
• グローバルな電気自動車プログラムの展開で第 1 位

貴社または Airbiquity のクラウド

Choreo のオープン アーキテクチャおよびプラットフォーム サービスは、エンドツーエンドのサービス提供を可能にし、既
存のプログラムやマルチパーティ クラウド環境とのコンポーネント レベルでの統合の実現を可能にする様設計されてい
ます。
サービス導入に必要な管理に加えて、Airbiquity はカスタマー管理の為の専用サーバーを持ち顧客データ センターとの
統合もサポートしています。
Airbiquity クラウド

マルチパーティ クラウド
または

拡張可能な管理

お客様はAirbiquityと協力することで世界中のエンドユーザーの要求する安全性、利便性に優れた情報、エンターテイン
メントサービスを提供することができます。又Airbiquityはお客様自身のバックエンドのサービス管理と業務上のニーズ
を満たす高度な管理ができるコネクテッド カーサービスの構築、展開、拡張を可能にします。

サービス管理の内容

• サービス管理: 統合、導入、制御

• OTAmatic®: オーケストレーションと自動化された OTA ソフトウェア更新とデータ管理

• フリート管理: 商用フリートの運用と効率の最適化

サービス提供の内容
• インテリジェント車両: データと分析を利用したドライビング中心のサービス

• 安全性とセキュリティ: 危機対応、利便性、セキュリティの支援

• インフォテインメント提供: エンターテインメント、ニュース、情報コンテンツ
• 電気自動車: 電気、PHEV、およびハイブリッドによる運転効率
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Tier 1 サプライヤー

モバイル ネットワーク事業者

コンテンツ プロバイダー
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