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デジタルガレージ、『THE NEW CONTEXT CONFERENCE 2010』を開催 

〜「リアルタイム Web とソーシャルメディアの未来」を業界リーダーが語る 〜 

 
株式会社デジタルガレージ(JASDAQ 4819、本社:東京都渋谷区、代表取締役/グループCEO:林 郁)は、2010年9月30日、

10月1日の両日に東京・恵比寿で『THE NEW CONTEXT CONFERENCE 2010』を開催します。第4回を迎える今年は「リ

アルタイムWebとソーシャルメディアの未来」をテーマに開催します。 
 
今や Web のユーザーは、互いに情報を瞬時にやり取りすることができる「リアルタイム性」を求める時代へとシフトしていま

す。ブログサービスから Twitter へのパラダイムシフトが、まさにこれを象徴する動きと言えます。携帯電話に加えてスマー

トフォンや iPadといった様々なデバイスが登場し、場所を問わずいつでも手軽にWebにアクセスできる環境が整ったことも、

リアルタイム性を重視した様々なサービスが次々と登場する背景にあります。こうした「リアルタイム Web」は、個人ユーザ

ーに限らず企業からの注目も集め、ソーシャルメディアを軸としたインターネットビジネスに大きな影響を与えようとしていま

す。 
 
こうした時代の動きを背景に、今回のカンファレンスでは、米Twitter 社 共同創業者 Biz Stone 氏の基調講演と、インター

ネットビジネスの第一線で活躍している起業家の方々によるパネルディスカッションを通して、「リアルタイム Web とソーシャ

ルメディアの未来」について来場者の皆さんと共に議論を深めたいと思います。本カンファレンスは完全招待制です。カンフ

ァレンスの様子は Ustream で生中継いたします。 
 
《開催概要》 

■ 場所  ：代官山デジタルゲートビル(東京都渋谷区恵比寿南3-5-7) 

■ 期間  ：2010 年9 月30 日（木）〜10 月1 日（金） 

■ 主催  ：株式会社デジタルガレージ 

■ 協賛  ：株式会社ネットプライスドットコム、株式会社カカクコム 

■ イベント協力 ：デジタルハリウッド 

■ ホスト  ：伊藤 穰一（デジタルガレージ 共同創業者 取締役）、林 郁（同社 代表取締役/グループ CEO） 

■ スピーカー ： 

馬場 功淳氏（コロプラ 代表取締役）、Zach Coelius氏（Triggit社 CEO）、Evan Cohen氏（Foursquare社 ゼネラルマ

ネージャー）、Iain Dodsworth氏（TweetDeck社 創業者兼CEO）、Vanessa Fox氏（Nine By Blue社 創業者）、原田 

明典氏（ミクシィ 代表取締役副社長）、林 信行氏（ITジャーナリスト兼コンサルタント）、外村 仁氏（Firstcompass社 ゼネ

ラルパートナー）、井口 尊仁氏（頓智ドット CEO）、Nils Johnson 氏（Beautylish 共同創業者）、Phil Libin 氏（Evernote

社 CEO）、村上 敦浩氏（カカクコム 食べログ.com運営責任者）、Saumil Nanavati氏（Chlkboard社 共同創業者）、佐

藤 輝英氏（ネットプライスドットコム 代表取締役社長兼グループ CEO）、Biz Stone 氏（Twitter 社 共同創業者）、田中 良

和氏（グリー 代表取締役社長） 

 

■ 公式プログラムサイト ：http://www.garage.co.jp/ncc2010/index.html 

■ Ustreamの URL： 日本語チャンネル http://www.ustream.tv/channel/onlab 

英語チャンネル http://www.ustream.tv/channel/onlab-en 

■ 報道関係のお問い合わせ ：chihiro-kobayashi@garage.co.jp 
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《プログラム》 
■ DAY1：９月３０日（木） 

Twitter 共同創業者の Biz Stone 氏による基調講演と「ソーシャルメディア」「マーケティング」「ジオロケーション」といった

トピックに関するパネルディスカッションを行います。 
また、Open Network Lab の起業家育成プログラム参加チームによる成果発表会も行います。 
 
 9:30 〜  9:40 開場、主催者挨拶 
 9:40 〜 10:20 Twitter 社 共同創業者 Biz Stone 氏 
10:20 〜 10:30 質疑応答 
10:40 〜 12:10 セッション 1-1:ソーシャルメディア 

TweetDeck 社 創業者 兼 CEO Iain Dodsworth 氏 
株式会社ミクシィ 代表取締役副社長 原田 明典氏 
Twitter 社 共同創業者 Biz Stone 氏 
グリー株式会社 代表取締役社長 田中良和氏 

13:40 〜 15:10 セッション 1-2： ジオロケーション 
株式会社コロプラ 代表取締役 馬場功淳氏 
Foursquare 社 ゼネラルマネージャー Evan Cohen 氏 
カカクコム株式会社 食べログ本部 本部長 村上敦浩氏 
株式会社デジタルガレージ 共同創業者 取締役 伊藤穰一 

15:30 〜 17:10 Open Network Lab セッション 
Seed Accelerator 参加チーム最終審査会 

17:20 〜 18:50 セッション 1-3：マーケティング 
Triggit 社 CEO Zach Coleius 氏 
Nine By Blue 社 創業者 Vanessa Fox 氏 
Evernote 社 CEO Phil Libin 氏 
Chlkboard 社 共同創業者 CEO Saumil Nanavati 氏 
株式会社ネットプライス 代表取締役社長 佐藤輝英氏 

 
 

■ DAY2：10 月1 日（金） 

 参加者がアドホックにプログラムを作る分科会形式（un-conference）によるディスカッションを行います。 

 9:30 〜  9:50 開場、主催者挨拶 
 9:50 〜 10:20 全体セッション 
10:20 〜 10:50 セッション 2-1a〜2-1d 
10:55 〜 11:25 セッション 2-2a〜2-2d 
11:30 〜 12:00 セッション 2-3a〜2-3d 
13:30 〜 14:00 セッション 2-4a〜2-4d 
14:05 〜 14:35 セッション 2-5a〜2-5d 
14:40 〜 15:10 セッション 2-6a〜2-6d 
15:30 〜 16:00 セッション 2-7a〜2-7d 
16:05 〜 16:35 セッション 2-8a〜2.8d 
16:40 〜 17:10 統括セッション 

 


