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Operátor ICT, a.s. is a municipal joint-stock company that provides 
a wide spectrum of services for Prague in the area of information 
and communication technologies. Among our main agendas is 
managing Smart City projects, expert advice, and realisation of 
ICT projects for Prague, its municipal districts, and other municipal 
companies. We aim to make life in Prague easier and better throu-
gh meaningful and innovative projects that push our capital city 
to the level of a developed world metropolis.

オペレーターICT は、情報通信技術の分野でプラハ市内に幅広い
サービスを提供する地方自治体の株式会社です。 私たちの主な
事業には、スマートシティプロジェクトの管理、専門家によるアド
バイス、プラハ市およびその他の地方自治体事業会社向けの ICT 
プロジェクトの運営が挙げられます。 オペレーターICTは、首都
プラハを先進的な世界の大都市のレベルに押し上げるため、有意
義でイノベーティブなプロジェクトを通じて、プラハでの生活を更
にシンプルでより良いものにすることを目指しています。

オペレーターICT は

Dronetag Dronetag was founded in 2018 in Prague, Czech Republic, and 
aims to coordinate low-altitude airspace and enable the safe use 
of drones for industrial and commercial purposes. Dronetag de-
velops IoT products and uses the latest technologies, such as 5G + 
LPWA cellular networks and SATCOM technologies. Using Drone-
tag devices enables the expansion and coordination of unmanned 
aircraft operations in cities and residential areas and ensures the 
safe integration of drones into the airspace. 

Dronetag は 2018 年にチェコ共和国のプラハで設立されました。
低高度の空域を調整し、産業および商業目的のドローンを安全に
使用できるようにすることを目的としています。 Dronetag は IoT 
製品を開発し、5G + LPWA セルラー ネットワークや SATCOM 
技術などの最新技術を使用しています。 Dronetagの機器を利用
することで、都市部や住宅地での無人航空機運用の拡大と調整
が可能になり、ドローンの空域への安全な統合が保証されます。
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Cyrkl

Prague is one of the most beautiful cities in the world, combining 
its historical roots with modern charm. It ranks high among the 
EU regions when it comes to economic development and has 
a high potential for further economic growth, especially in the 
high-tech sector. The combination of favourable living costs, a 
well-developed private sector, a highly skilled workforce and 
innovation potential makes Prague a city with an enticing atmo-
sphere and great conditions for expats. Located in the heart of 
Europe, the capital of the Czech Republic offers the perfect base 
for comfortable living with global outreach.

Cyrkl is an international technology and consulting company 
specialising in circular waste management. Thanks to advanced 
technological solutions, Cyrkl helps companies turn waste into 
resources and thus into revenue with Europe‘s largest digital 
marketplace for waste and residuals. In the area of consulting, we 
rely on our team of waste management experts. With our Circular 
Waste Scans, we analyse your company‘s waste streams and 
identify potential for CO2 and cost savings. Cyrkl provides market 
analyses and helps transfer recycling technologies and legisla-
tion. With these activities, Cyrkl brings innovation and circular 
economy principles to the world of waste management.

Cyrklは、循環型の廃棄物管理を専門とする国際的なテクノロジ
ー・コンサルティング会社です。 高度な技術ソリューションのお
かげで、Cyrkl は企業が廃棄物を資源に変え、廃棄物と残渣廃棄
物のヨーロッパ最大のデジタル市場で収益を上げています。 コン
サルティングにおいては、廃棄物管理の専門家チームを有してい
ます。 当社の循環廃棄物スキャンにより、顧客の廃棄物の流れ
を分析し、CO2 とコスト削減の余地を特定します。 Cyrkl は市場
分析を提供し、リサイクル技術の移転と法律に関するサービスを
行っています。Cyrkl は事業を通じて、廃棄物管理におけるイノベ
ーションと循環経済を支援しています。

プラハは、歴史的な要素と現代的な魅力が入り混じる、世界で最
も美しい都市の 1 つです。 経済発展に関してはEU域内で上位
にランクインしており、今後もさらなる経済成長が期待される街で
す。特にハイテク分野が強みです。生活費、十分に発達した民間
部門、高度な技能を有する労働力、潜在的なイノベーションといっ
た様々な要素のバランスのおかげで、プラハは外国人にとって魅
力的で素晴らしい条件を備えた都市となっています。 ヨーロッパ
の中心に位置するチェコ共和国の首都プラハは、外国にアクセス
しやすい立地で、快適な生活に最適な拠点です。

プラハは


