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問題 VS. 解決策 : 1

医師と心理学者は、ビデオ通話時の歪みと
遅延により、切断され、不安になり、
孤立したと感じる可能性があると述べて
います。
現在、世界のほとんどのアプリケーション
は古いテクノロジーに基づいており、
2011年に発売されたZoomもその一つと
言えます。そのため、ビデオの遅延、音声
品質、セキュリティにはまだ問題があります。

ソリューション

私たちは、あらゆる最新のツールや
技術を駆使して、2020年に企画・運用
を開始しました。
既存のシステムの長所と短所を調査し、
映像や音声の品質にストレス感じさせ
ないようにしています。
お客様のプライバシーとセキュリティを
大切にすることを第一に、WOOOOは
作られてます。



問題 VS. 解決策 : 2

統計的に、私たちは一日の半分を
会議に使っていると言われています。
アプリのほとんどは、時間が限られて
いたり、グループ通話に参加できる
人数が限られていたりと、利用方法
に制限があります。
統計によると、トップの通話アプリ
「Zoom」でさえ、ユーザーは利用料を
支払うことを避けていることが確認
されています。

ソリューション

WOOOOは、無制限の時間と
グループ通話の最大ユーザー数で、
快適さと安心を提供することを
目指しています。
このアプローチにより、WOOOOは、
2021年のトップランキングになります。
信頼を築き、快適さを提供します。

Facebook、Twitter、YouTubeなどの主要ブランドは、
すべてのユーザーが無料で利用できます。



問題 VS. 解決策 : 3

現在展開しているアプリの
ほとんどが英語ベースです。

したがって、それらは異なる文化
や言語の心と精神をとらえること
はできません。

ソリューション

WOOOOは、言語を簡単に
変更できる機能が備わって
います。
人々がコミュニケーションを
より身近に感じられるようになり、

あなたの心を地球の隅々まで
届けます。

WOOOO A.I（人工知能）によって、チャットメッセージのライブ
翻訳と、ビデオ通話のライブ翻訳を計画しています。



問題 VS. 解決策 : 4

技術の進歩不足
顧客は、ビデオ会議は、対面した時の
ような感覚にはならないと感じています。

350億ドル相当、Zoomの抱える問題点
簡単な操作を行う際でも問題がおきます。
これは現在のシステムの複雑さが原因です。
この複雑さが一般的なユーザーが安心と
快適さを感じらない理由です。

ソリューション

WOOOOの簡単なユーザーインター
フェイスにより、通常の電話のよう
に、ワンクリックで通話できます。
翻訳付きのシンプルなチャットと
メッセージングにより、いつでも
世界とつながることができます。

WOOOO A.I（人工知能）は音声認識を搭載しています。
離れた場所からでもWOOOOに声をかけるだけで電話をかける
といった基本的な操作が可能です。
すべての年齢層が、快適につながりを感じられるようになります。



WOOOO 紹介
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ストレスフリーなビデオ通話、チャット、ライブ放送

2020年、最新のツールと技術で構築
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Recent Login: Richard

December:9th:2020:1415

A.I.（人工知能）内蔵で、簡単ワンクリックで
通話、チャット、ライブ配信できます！

ユーザーインターフェイス



イントロダクション

新型コロナウイルスの世界的な蔓延を

機に、ビデオ通話は私たちにとって

より身近な存在に変わりました。

さらに２０２１年までには人々の生活に

なくてはならない存在となり世界の

インターネット通信料の７０％がビデオ

通話になると言われています。



会社概要

Wの100人のトップエンジニアと科学者は、

あなたに次世代の

金融量子技術“WALAHALA”を

もたらしました。

www.walahala.com

今あなたを、成功した新しい未来に

近づけます。

W 
Co Ltd Japan

www.wweb.online



チーム

AI、ブロックチェーン、ハイエンド技術を専門とする100人の優秀

なエンジニアと科学者によってチームが構成されています。



NILE

C.E.O

最高経営責任者

CHARLES. G. 

ROTHSCHILD

シニア取締役

JACOB. ROTHSCHILD

シニア取締役

VICTOR WEBB
最高メディア責任者

KOTOYORI

C.C.O

最高コミュニケーション責任者

HONDA

C.M.O

最高マーケティング責任者

RICHARD

C.N.O

最高ネットワーク責任者

TERUHITO

C.I.O

最高情報責任者

DOA

C.O.O

最高執行責任者

HIRAO YASUTAKA

マネージングパートナー



MUKASA

V.P

営業部長

ANTON

V.P 

業務部長

KAZUKI

C.F.O

最高財務責任者

ZOHAIB

C.T.O

最高技術責任者

IMAI

C.R.O

最高収益責任者

IGNUS

V.P

法務担当官

Dr. FATMAH
A.I.＆テクノロジーディレクター

THIERRY BOUTIN
金融担当取締役

YOUSEF ALKUWARI

中東ディレクター

KAWAI

C.P.O

最高製品責任者



MIRJIM

C.H.R.O 

最高人事責任者

NAMEKAWA
管理部長

ROBERT

V.P 

ビジネス開発担当

MATJAZ

V.P 

テクニカル

YURI

V.P

顧客サービス

SHERY

C.S.O 

最高情報セキュリティー責任者

FUJIWARA
販売・コミュニケーション

日本

NOBUHARA
販売・コミュニケーション

日本

FRANCI

V.P

コミュニティ管理

EMIKO

P.R.O

広報担当官



WOOOO利点

AIが搭載されたWOOOOはこれまでのビデオ会議の常識を大きく変えます

インターネットの低帯域幅問題

チームモニタリング( 法人の方のみ)

アナライズ

音声操作

スケジューリング

ビデオエンハンスメントと背景サウンドコントロールと最適化

音声からテキストへ (ライブ翻訳)



WOOOO

概要

機能 : 1 機能 : ２ 機能 : ３

HD高品質のビデオ

オーディオ、ライブ翻訳チャット

チームのモニタリング

A.I.機能

法人のお客様は、従業員一人一人の

ワークスタイルをモニタリングできます。

これにより労働力、生産性の向上が

望まれます。

ライブ放送

ネットショップ、セミナー、

ユーチューバー向け

コンテンツの配信



WOOOO使うことで、離れた場所にいる医者に

診察してもらえたり、家族とのオンライン面会を

することができます。

寂しさを感じやすい入院生活をより快適に安心

して過ごせるようにWOOOOがサポートします。

また搭載されたAIがメンタルケアをしてくれます。

これにより家族や、ドクターの負担や不安の軽減

に繋がります。

機能 : 4



WOOOOは、スマートシティ・ジャパンと共同で、

街頭案内人として街頭でのライブ情報サービスを

提供していく予定です。

機能 : 5



ベーシック

プレミアム

プロ

全てのユーザーと小規模企業が無料で利用可能

映像通信やメッセージのプライベートセキュリティを強化したい
小規模企業・法人様向け ( 料金プラン未定)

ワークスタイルのモニタリングと社内のプライベートサーバー
通信が必要な法人様向け(料金プラン未定)

我々の計画



１月 2021
Windows、MAC、PCアプリケーションのリリース

ロードマップ

３月 2021
スマートフォン Apple ios, Android リリース

８月 2021

音声コマンドとシステムアクセスのためのA.I（人工知能）
機能

１２月 2021
ライブ翻訳の機能を開始

５月 2021
ニューヨーク証券取引所 I.P.O.ローンチ

６月 2021
チーム 企業部門の監視・管理



市場と競争
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２０２１年の世界の変化に対応できる新しい戦略とこれまでの

経験を生かしたビジネスプランでバランスのとれた経営を約束

します。



市場規模

2021年は、世界の70％がビデオ通話でつながり、ビデオ会議が
トレンドになることが期待されています。



一般ユーザー 企業 政府

中規模から大企業まで

一般ユーザー/小規模企業

政府

市場対象

3%

23%

74%



43%の遠隔チームと社内チームがビデオ会議ソリューションを使用しています。

78％の企業がビデオ通話ソフトを利用しています。

従業員250人以上の企業の83％がビデオ通話ツールを購入を検討していると
アンケートに答えています。

小規模事業者の27％がビデオ通話ツールを購入を検討していると
アンケートに答えています。

86％の企業がビデオ通話で社員面接を実施しています。

75%以上の病院がすでに遠隔医療プログラムを使用しているか、現在作成中です。

教育専門家の88％は、ビデオ会議ツールは、より多くの学生が高度な学位を
取得するのに役立つだろうと言っています。

教育専門家の73％は、ビデオ会議によって学生の中退が減ると述べています。

ビデオ会議ニーズの拡大



私たちの取り組み

アプローチ : 1

世界中のユーチューバーや
ブロガーをターゲットにし、彼らにそ
の国の文化や言葉で営業していた
だき、確実に顧客数を増やします。

企業と企業をつなぎ、
サポートやサービスを提供する
ことで、仕事のパフォーマンスを
向上させています。

動画リンクで医療・観光支援の
新たなスマートシティを狙います。

アプローチ : 2 アプローチ : 3

WOOOOが持つ新しい技術と、ユーザーが使いやすいシンプルな
デザインはWOOOOを成功に導く一つの鍵となります。



結果チャレンジ ソリューション

事例紹介

調査によると、現在何かしらのビデオ会議ツールを使っている約
半数（46%）の人が、今後12ヶ月以内にWOOOOのような別のビデオ
会議ソフトウェアプラットフォームに乗り換える可能性が高いことが
わかりました。
乗り換えを検討する、最も一般的な理由は、使いやすさとコストです。



WOOOOに乗り換える人が多い理由

使いやすさ 費用対効果 解決策 コラボレーション 同質的 ビジュアル オーディオ

24%

25%

18%

25％のユーザーはより
使いやすいソリューションを
必要としています。

24％のユーザーはより
費用対効果の高い
ソリューションを
必要としています。18%のユーザーは、遠隔地や

分散したチームメンバーのために、より
良いソリューションを必要としています。

4%

7%

6%

10%
10％のユーザーは、会議中の
コラボレーションを容易にする
ソリューションを必要としています。

７％のユーザーは、より安定して
機能するソリューションを必要と
しています。

６％のユーザーはより良い映像
品質を必要としています。

4%のユーザーはより良い音質を
必要としています。

ケーススタディ統計



競合他社

62%の企業が3つ以上のビデオ通話プラットフォームを使用して
います。

Zoomには、2020年に1日あたり3億人を超える会議参加者が
いました。

Google Meetには、2020年に1億人を超える会議参加者が
いました。

Microsoft Teamsには、2020年に7,500万人のアクティブな毎日の
ユーザーがいました。

Cisco WebEx のユーザー数は現在 3 億人を超えています。



競争上の優位性

競合他社は、かなり早い時
期にスタートしたため、
現在の市場シェアを獲得
しています。

既存のアプリケーション
の技術は古く、拡大して
いくユーザーの要望に
すでに応えきれなく
なっています。

強み 弱点



競合分析

機能 ZOOM SKYPE WOOOO

価格 40分以上で
有料

有料 無料

画面共有 有り 有り 有り

参加者 100 MAX 100 250

管理者制御 有り 有り 有り

無料会議 40分以内 制限あり 有り

ライブ翻訳メッセージ 無し 無し 有り

プライベートチャット 有り 有り 有り

A.I.（人工知能）を内蔵 無し 無し 有り

録画 有り 有り 有り

機能 ZOOM SKYPE WOOOO

使いやすさ 無し 有り 有り

柔軟なレイアウト 無し 無し 有り

HDビデオ 有り 有り 有り

高度なサウンド
コントロール

無し 無し 有り

仮想背景 有り 有り 有り

カレンダ統合 有り 有り 有り

複数のカメラ
コントロール

無し 無し 有り

プレゼンテーションの
共有

有り 有り 有り

ライブビデオ翻訳 無し 無し 有り



事業内容
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既存のあらゆるプラットフォームではカバーしきれなくなるニーズ

を予測し、WOOOOの独自の未来型収益モデルを構築しました。



マーケティング、トレーニング、評価、技術の進化
など、あらゆる課題の鍵を握っています。

マーケティング

トレーニング

評価

テクノロジー

事業内容



成長予測

ユーザー数

2021年6月～2023年12月



SWOT分析

強み 脅威弱点 機会

A.Iと３Dホログラムが搭載
され、明未来的なシステム
デザイン。

チャットやテレビ電話の
ライブ翻訳。

シンプルで分かりやすい
インターフェース。

多くの国で、無料のビデオ通話
サービスは許可されていません。

WOOOOの新機能を多くの
ユーザーにご利用いただき
耐久性、サービス供給の安定度
などの確認および、A.Iに経験を
積ませ成長を促す環境が必要に
なります。

新ブランドの構築。
市場への新規参入。

言語の壁がある中での世界
各国へのローンチ。

2021年ビデオ通話市場の到来。

A.I にビデオ通話を経験させる
ことによりA.I の機能がより早く
成長します。

新しい世界では、A.Iによる
チームモニタリングによりもっと
便利になります。



FUTURE IS HERE

ブランディング

適応性

ポジショニング

3Dホログラフィックに対応できる
システムデザインと近未来的な
インターフェースを起用しています。

2021年はWOOOOにとって最高なタイミングと
なります。
これは私たちが大幅な上昇トレンドに位置
していると言えるでしょう。

私たちのチームはテクノロジーの新しい変化に
敏感に対応します。
そして更なるテクノロジーの進化とともに成長し
続けます。



THANK YOU 

FROM JAPAN
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