
MCPC award エントリーシート 

エントリーシートはMCPCの審査関係者だけが、限られた期間に限り閲覧します 
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① 
基礎情報 

応募者名・応募システム名称等 

㋐ 応募者 Mobile Innovation Co.,Ltd. 
住所 21st Floor, Payatai Plaza Building Phayathai Road, Kwaeng Thung-Phayathai, Khet Rajthevee 

Bangkok 10400 

㋑ 応募プロダクトの呼称 
通常使われている呼称 

SMS一斉連絡サービス 
Global SMS Broadcasting Service 

㋒応募プロダクトの概要 
プロダクトの簡潔な説明と 

アピールポイント 
（200字程度） 

 

全世界の携帯電話端末が対応しているSMS技術をベースに、「双方向性」と

「メッセージ追跡」機能を備えた一斉連絡サービス。日本からも海外からもイン
ターネット接続環境さえあればAPAC11カ国向けにSMSメッセージが送れ、メッ
セージの到達、返信状況をリアルタイムで集計可能。emailにも対応し、海外
進出されている企業様のBCPやマーケティング･リサーチをはじめとする様々な
業務をサポートします。 

提出日 ２０１４ 年 ２月１４日 
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応募者情報 

ご担当者名 牧瀬 哲郎 

ご担当者所属 Special Project 

ご担当者役職 Vice President 

ご担当者電話 +66 (0) 2129 3800 
090-3400-5842 

ご担当者電子メール sms-renraku-dc-
ml@nttdocomo.com 

㋕ タイプ 甲. 営利組織 

㋖ 業種 
 
帝国データバンク産業
分類に基づく 

5. 情報通信業 

㋗規模区分 B. その他 

㋓従業員数 47人 

㋔直近会計年度売上 
またはそれに相当するもの 

約2.9億円 
（9,000万バーツ ） 

資本金 約5.5億円 
（1億8,400万バーツ） 

該当するものを残して他を削除して下さい 

（注）「中小企業」とは次の何れかに該当するものをいいます（中小企業法第2条） 
一  資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が
三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種（次
号から第四号までに掲げる業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの 

二  資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が
百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 

三  資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の
数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として
営むもの 

四  資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の
数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として
営むもの  
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② 
基礎情報 
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応募プロダクトのサービス・イメージ ③ 
基礎データ 
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【管理側】 【クラウドサーバ】 【ユーザー側】 

A地区で暴動発
生。現況を報告
せよ。 
 
A. OK 
B. NG 
C. Call back 

（受信メッセージ） A 
 

（返信メッセージ） 

SMS 

SMS 

Email 

Email 

SMS, 
Email 

送信指示 

結果確認 

再送信指示（未到達者or未返信者） 

送信 

返信 

再送信 

■SMS、Email間でのフレキシブルな送受信 
（例：SMSで受けてEmailで返すことで 

返信時料金負担の軽減） 

【システム管理者側】 
 
① ネット環境さえあればどこからでも 
   SMS送信可能。 
② 返信が無くても送達日時確認可
能。 
③ 自動再送機能あり。 
④ ステータス統計データのグラフ化。 

【IDC＆ネットワーク】 
 
① 全ての携帯で受信可能なSMS 
  方式を採用。 
② 実績豊富なSMSｱｸﾞﾘｹﾞｰﾀとの契約 
  により世界でも稀な双方向SMS 
  サービス。 

【受信者側】 
 
① 機種変更の必要なし。 
② 通信事業者変更の必要なし。 
③ 極めてシンプルな返信方法。 

緊急時など、管理者様より簡単にSMS/Emaiｌを一斉送信、送達確認・返信結果を即時集計できます。 
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応募プロダクトのユーザー像・ユーザー数 
B2…B 

顧客 
（企業） 

ユーザー像 企業数 ユーザー数 

在外日系企業など 6社 12,400名 

④ 
基礎データ 

B2…B 2014年2月時点実績 
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ユーザー 

応募者 
（顧客企業の） 
社員・委託先 
社員等 

ユーザー 

家族 社員 

両親 先生 各種業務  
関連データ等 

各国日本人学校 

安否確認 
連絡投入 

各種連絡 
投入 

※調査・検討中 

・店舗誘導 
・CS施策 
・アンケート 

各産業毎の 
ソリューションサービス 

インターネット 

家族安否 
確認 

プロモーション＆ 
マーケティング 

産業毎 
ソリューション 通常連絡 

緊急下校 

在外日系企業 
（または東京本社） 

災害時 
安否確認 

サービスプロバイダー 

生徒 

【ご利用イメージ】安否確認などの緊急時の連絡手段に加え、様々なビジネスシーンへの応用、活用が可能 
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技術 
最先端技術へのチャレンジ・先進性／独創的な工夫 
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Ａ 
アピール・ポイント 

Email 

HTTP 

②異なる地域に配信エンジンを複数用
意。お客様に最適な配信エンジンを提
供】 

【SMSとEmailの相互乗り入れを実現】 

Wrapper 

SMPP SMTP POP 

③プロトコルの違いを吸収するwrapperを開発 

SMS 

【上り下りの手段
はどちらでも可能】 

SMS 

Email 

①各現地キャリアとのチューニングにより確実
なメッセージ送達を実現 

http://www.freemap.jp/asia/asia_kouiki_eastsouth.html
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提供価値（１） 
人々の「暮らし」をかえた（かえる）／会社の「シゴト」をかえた（かえる） 
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B 
アピール・ポイント 

【開発のきっかけ】 海外進出されている企業や日本人学校様から寄せられるお悩みの声 

生徒数：約3,000名 
頻繁にスクールバスが 

渋滞で遅延 

モバイルを活用してもっと簡単に、でも確実に一斉連絡が取れる仕組みが欲しい！！ 

○○さんのお父さ
んですか？ 

仕事中の場合も。。。 

例：バンコク日本人学校様の場合 

各担任教師が 
保護者に電話連絡 

とても非効率！ 

しかし、海外ならではの課題も 
 日本ではメールを利用したメッセージ同報サービスが一般的だが、海外では基本的に携帯向けキャリアメールが無い 
 機種は様々で、携帯でのインターネットアクセスができない場合も etc. 

全世界の通信オペレーターと携帯電話端末が対応しているSMSをベースに、更にEmailと組

み合わせることにより、「即時」、「簡単」、「確実」な一斉連絡/安否確認の仕組みを開発。 
*SMS提供エリア：中国・香港・タイ・シンガポール・台湾・インドネシア・マレーシア・ベトナム・フィリピン・オーストラリア・韓国・日本 
 (2014年2月現在 2014年3月にインド追加予定） 
*Emailは全世界へ送信可能 

そこで、、、 
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提供価値（２） 
人々の「暮らし」をかえた（かえる）／会社の「シゴト」をかえた（かえる） 
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B 
アピール・ポイント 

1. エンドユーザ様の初期費用FREE！ 
SMSを使うことで、ユーザー側の携帯電話・通信事業者を選びません。 
お持ちの携帯電話でそのままご利用いただけ、専用アプリも必要ありません。 
 

2. 送信場所FREE！ 
管理者はインターネット環境があればどこからでもメッセージが送信可能です。 
PCだけでなく、タブレットからも送信可能です。 
 

3. 送信先のキャリア・端末FREE！ 
提供エリア内の主要な通信事業者のSIMに対して送信可能。 
SMS提供エリアは東南アジア11ヶ国で順次拡大中です。 
また携帯電話端末が対応していれば、送信言語に制限はありません。 
 

4. ユーザーからの返信はシンプル！ 
連絡を受け取ったユーザーは選択肢を1桁で返信するだけの簡単な操作。 
 

5. 双方向性の実現！ 
ユーザーからの返信を集計でき、安否確認に最適です。 
返信が無いユーザーへ、メッセージの自動送信も可能です。 
 

6. リアルタイム集計機能！ 
SMS送達結果、返信状況等がリアルタイムに確認、集計できます。 

バンコク日本人学校様 

一斉送信 

確認・返信 

保護者への連絡の稼動を大幅に低減 

休校の 
お知らせ 

SMS一斉連絡サービスのメリット 

24.2% 

13.4% 

7.4% 

4.6% 4.4% 3.9% 3.4% 

3.4% 

3.3% 
3.2% 

28.8% 

中国 
アメリカ 
タイ 
香港 
シンガポール 
台湾 
インドネシア 
イギリス 
マレーシア 
韓国 
その他 

日本企業の海外進出先 

上位10カ国のうち76%がアジア 

 保護者の携帯へ連絡事項をWebから一括送信 
 簡単返信で集計も楽々 
 

日系企業が多く進出してるアジアを中心にSMS
でカバーすることによってBCPに貢献 
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その他 
その他のアピール・ポイント 
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D 
アピール・ポイント 

【タイの日本人向け情報サイトに取り上げられました。 

【共同通信社系の情報誌から取材を受けました。】 

【導入をいただいているバンコク日本人学校様からのコメント】 
バンコク日本人学校は小中学部合わせて約3,000名の児童生徒が在
籍している世界でも有数の大規模日本人学校です。 
 
海外でも全ての保護者が安心して子供たちを学校に通わせられるよう
ハード面、ソフト面での様々な安全対策を講じています。その１つとして
導入を決めたのが「海外SMS一斉連絡サービス」です。 
当サービス導入により短時間での全保護者への情報連絡が実現しまし
た。 
なお、常日頃から緊急時を意識した訓練も実施しています。 
 
バンコク日本人学校長 福島 愼哉 
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アピール・ポイントのまとめ 

A. 技術 B. 提供価値 

 
 
 
 

 
 
 

C. 事業性・競争力 D. その他 

 
 
 
 

 
 
 

A.～D.の中でとくに強調したいポイント 
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⑥ 
まとめ 

海外へ進出されてる法人様へ、「即時」、「簡単」、「確実」
な一斉連絡/安否確認の手段をご提供 
 エンドユーザ様の初期費用FREE！ 
 送信場所FREE！ 
 送信先のキャリア・端末FREE！ 
 シンプルな返信方法！ 
 双方向性の実現！ 
 リアルタイム集計！ 

同一プラットフォームでSMSとEmailの相互乗り入れを実現 
 異なる地域に配信エンジンを複数用意。お客様に最適な配

信エンジンを提供 
 プロトコルの違いを吸収するWrapperの開発による柔軟性
のあるプラットフォーム 

 各現地キャリアとのチューニングによる確実なメッセージ送達 

提供開始より複数のメディア掲載 
 世界一生徒数の多いバンコク日本人学校様への

導入実績：学校と保護者間のコミュニケーションが
迅速・スムーズに 

提供開始より3年での連結黒字を視野に販売を拡大 
 商用での提供開始初年度より、複数の1,000IDを超える

大型受注の実績 
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