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米 Yahoo!共同創業者 ジェリー・ヤン氏 来日決定 

『Communication Tech Conference（コミュニケーション・テック・カンファレンス）』開催 
 

テーマは、テクノロジーは、人々のコミュニケーションをどう変えていくのか 

日時：2019年 11 月 29 日（金）13:00～19:00 場所：虎ノ門ヒルズフォーラム 

 

Communication Tech Company として AI 技術を活用したコミュニケーションプロダクトを開発するモビルス

株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：石井智宏、以下モビルス）と、クオンタムリープ株式会

社（所在地：東京都港区、代表取締役ファウンダー&CEO：出井伸之、以下、クオンタムリープ）は、この度、

2019 年 11 月 29 日（金）に「Communication Tech Conference」（コミュニケーション・テック・カンファレ

ンス）を、虎ノ門ヒルズ メインホール、ホール A にて開催します。 

 

＜登壇者＞ 

 
※確定している登壇者のみ掲載しております。 

※敬称略。一部の登壇者の所属・役職は省略しております。 
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＜開催主旨＞ 

テーマ：テクノロジーは、人々のコミュニケーションをどう変えていくのか 

これから訪れる AI 時代、テクノロジーは人と人とのコミュニケーションをどのようにサポートし、イノベーシ

ョンを起こしていくのか。はたまた、テクノロジー自体が人と自然に対話するためには、どのような可能性と課

題があるのか。このようなコミュニケーション領域におけるテクノロジーの進化、社会的な影響、ビジネスでの

活用を主題にした議論は、まだ十分になされていません。対話やコミュニケ―ションは、太古の昔から続く、人

の基本的な営みのひとつです。現状の AI がどれほど人と対話でき、どのような可能性や課題があるのか。5G は、

ロボットやアバターは、そして音声技術は、どうコミュニケーションに影響を与え、どのような役割を果たすの

か。同時に、モバイルデバイスはどのような進化を遂げ、コミュニケーションを支え、変えていくのか。 

「Communication Tech Conference」は、コミュニケーション領域のテクノロジーの進化と未来にスポットを当

てる、まったく新しいカンファレンスです。 

 

今回、「グローバル×多角的」の視点で、日本、アメリカ、中国から、ビジネス、アカデミック、スタートアップ

の様々な領域でコミュニケーションとテクノロジーのスペシャリストたちが集結します。 

基調講演には、米 Yahoo!共同創業者であり、グローバルで AI スタートアップに投資を行うジェリー・ヤン氏の

来日が決定。前半のビジネスセッションでは、ソフトバンク社長の宮内謙氏が「5G・AI・IoT が創り出すコミュ

ニケーションの未来」と題した特別講演を行います。さらに後半のアカデミックセッションでは、東京大学教授

の松尾豊氏より「ディープラーニングによるコミュニケーション技術の進化」について講演をいただきます。 

 

登壇者、講演内容、タイムテーブルなどについては、順次、特設サイトにて公開いたします。多数のご参加希望

が見込まれるため、お申込みは抽選制となります。 

https://mobilus.co.jp/ctc/2019 

 

＜開催概要＞ 

日時：2019 年 11 月 29 日（金） 13:00～19:00（開場：12:00） 

主催：モビルス株式会社、クオンタムリープ株式会社 

会場：虎ノ門ヒルズフォーラム 5F メインホール、ホール A （https://toranomonhills.com/） 

住所：〒105-6390 東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号 

アクセス：東京メトロ銀座線『虎ノ門駅』より徒歩約 5 分、JR『新橋駅』より徒歩約 11 分 他 

来場者：1500 名（見込み） 

ご参加費：無料（抽選制） 

お申込み・詳細 URL：https://mobilus.co.jp/ctc/2019 

 

＜登壇者＞（※）敬称略。確定している登壇者のみ掲載しております。 

 ・米 Yahoo!共同創業者 ジェリー・ヤン 

・ソフトバンク株式会社 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮内 謙  

・東京大学大学院 工学系研究科・教授 松尾 豊  

・KPMG コンサルティング株式会社 執行役員 パートナー 椎名 茂  

・富士通株式会社 エンゲージメントソリューション事業部 エグゼクティブエンジニア 倉知 陽一  

https://mobilus.co.jp/ctc/2019
https://toranomonhills.com/
https://mobilus.co.jp/ctc/2019


・LINE 株式会社 AI カンパニー LINE BRAIN 室 室長 Developer Relations 室 室長 

プラットフォームエバンジェリスト 砂金 信一郎  

・バイドゥ株式会社 代表取締役社長 張 成煥 

・株式会社サウンドハウンド 代表取締役 中島 寛子 

・清華大学 人工知能研究院常務副院長 コンピュータ科学技術学部 教授 スン・マオソン 

・アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社 マーケティング本部 プロダクトマーケティング部  

エバンジェリスト 亀田 治伸 

・クオンタムリープ株式会社 代表取締役 ファウンダー＆CEO 出井 伸之 

・モビルス株式会社 代表取締役 石井 智宏 

ほか 

 

 

 

モビルスは、人々のコミュニケーションを楽しく、豊かにするソリューションを開発する Communication Tech 

Company です。AI チャットボット（自動応答）と有人応答によるシームレスなチャットサポートを実現する「モ

ビエージェント（https://mobilus.co.jp/agent/）」をはじめとして、AI とモバイルテクノロジーを活用したソリ

ューション開発を得意としています。 

所在地 ： 東京都品川区西五反田 3-11-6 サンウエスト山手ビル 5F 

会社名 ： モビルス株式会社 

代 表 ： 石井 智宏 

設立日 ： 2011 年 9 月 

事 業 ： 人工知能とモバイル技術を活用した、コミュニケーションと IoT ソリューションの開発 

ウェブ ： https://mobilus.co.jp/ 

 

 

所在地 ： 東京都港区赤坂 9-5-12 パークサイドシックス 502 

会社名 ： クオンタムリープ株式会社 

代 表 ： 出井 伸之 

設立日 ： 2006 年 10 月 

ウェブ ： http://qxl.jp/ 

 

モビルス株式会社について 

「モビエージェント」について 

モビルスが提供している「モビエージェント」は、コンタクトセンター向けチャットソリューションです。

ウェブサイト上のチャット小窓や、LINE・Facebook Messenger などのメッセージングアプリなど多様なイ

ンターフェースと連携できます。「モビエージェント」によって顧客は、使い慣れたインターフェースからの

問い合わせが可能です。さらに FAQ システムや人工知能との接続によって、自動応答とオペレーターによる

有人応答のハイブリッド対応をシームレスに実現できます。 

 

「モビキャスト」について 

モビルスが提供している「モビキャスト」は、LINE セグメント配信システムです。年代、性別、購買/取引履

歴などの顧客情報やアンケート情報に基づいて、LINE ユーザーにテキストやスタンプ、画像・動画などのリ

ッチコンテンツをセグメント配信することができます。さらに、モビキャストによる配信では、広告・お知

らせ・メッセージをきっかけとして、顧客との双方向のコミュニケーション、顧客のチャットサポートにつ

なげられます。これは、コンタクトセンター向けチャットサポートシステム「モビエージェント」を基盤に

持つモビキャストならではの強みです。モビキャストによって、人工知能（AI)や CRM 連携による高度な自

動応答を行うチャットボットや、オペレーターによる有人チャットサポート連携が行えます。LINE によるメ

ッセージ・広告配信から、顧客サポートまでをシームレスにつなげることができるのがモビキャストです。 

 

クオンタムリープ株式会社について 

「モビエージェント」について 

モビルスが提供している「モビエージェント」は、コンタクトセンター向けチャットソリューションです。

ウェブサイト上のチャット小窓や、LINE・Facebook Messenger などのメッセージングアプリなど多様なイ

ンターフェースと連携できます。「モビエージェント」によって顧客は、使い慣れたインターフェースからの

問い合わせが可能です。さらに FAQ システムや人工知能との接続によって、自動応答とオペレーターによる

有人応答のハイブリッド対応をシームレスに実現できます。 

 

「モビキャスト」について 

モビルスが提供している「モビキャスト」は、LINE セグメント配信システムです。年代、性別、購買/取引履

歴などの顧客情報やアンケート情報に基づいて、LINE ユーザーにテキストやスタンプ、画像・動画などのリ

ッチコンテンツをセグメント配信することができます。さらに、モビキャストによる配信では、広告・お知

らせ・メッセージをきっかけとして、顧客との双方向のコミュニケーション、顧客のチャットサポートにつ

なげられます。これは、コンタクトセンター向けチャットサポートシステム「モビエージェント」を基盤に

持つモビキャストならではの強みです。モビキャストによって、人工知能（AI)や CRM 連携による高度な自

動応答を行うチャットボットや、オペレーターによる有人チャットサポート連携が行えます。LINE によるメ

ッセージ・広告配信から、顧客サポートまでをシームレスにつなげることができるのがモビキャストです。 

 

本件に関するお問い合わせ 

モビルス株式会社 広報担当 細川・甲賀 

Tel：03-6417-9523 Mobile：090-6219-2159 (細川直通）Mail：pr@mobilus.co.jp 

＊ 本リリースに記載された会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 
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＊ 本リリースに記載された会社名・商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 


