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Japanese Mobile Marketing Methodology
proud of to the world



いま、広告費が一番
伸びている媒体は？

What is the medium that advertisement costs
grow most now?



（拍手！）

It is Mobile!

59.4％増 2007年「日本の広告費」より



１億人が持っていて、
７月も４０万契約、増
えているメディアは？

100M people have it, and what is the tool
which continues increasing now?



（拍手！）

It is Mobile!
Besides, a 3G cellular phone of 92M contract exists

しかも、３Ｇが９,２００万契約！



腕時計が売れないの
は、誰のせい？

Who reduced sales of a watch?



（拍手！）

It is Mobile!

59.4％増 2007年「日本の広告費」より



忘れたら家に取りに
帰るもの第一位は？

What is the thing which comes back
to take you by all means if I forgot it home?



（拍手！）

It is Mobile!

59.4％増 2007年「日本の広告費」より



２４時間３０ｃｍ以内
に存在する史上初の
マスメディアは？

What is the mass media which is first in history
to exist in less than 30cm for 24 hours of mankind?



（拍手！）

It is Mobile!



２年に一度、最新の
ハードウェアに買い換え

るのは？

What is a thing to buy a new to
the latest hardware once in 2 years ?



モバイル！
（拍手！）

It is Mobile!



このプレゼンを
やっている道具は？

What is this presentation use now?



モバイル！
（拍手！）

It is Mobile!



日本が世界に誇れる
マーケティング手法は？

What is the marketing technique that Japan
can be proud of to the world?



モバイル！
（拍手！）

It is Mobile!



ＰＣネットが
先にあるから
悲劇なのは？

Who is it that is sad
because a PC net was created first?



（拍手？）

It is Mobile?



Case Study -1



２週間で
２００万ダウンロード！

（拍手！）

it was downloaded 2M during two weeks



ゴミを出さない販促！
（拍手！）

This is the sale promotion
that does not send in trash.



Case Study -2



コンテンツを見た
約半数の１万人強が、
３００ページを完読！
所要時間15分～20分！

（拍手！）
About half of a little over 10000 who examined
contents clicked 300 times and arrived at a last page.



深いエンゲージメントを
構築するなら、
モバイルを使え！

Use Mobile if you want to
build deep engagement!



Case Study -3



→ 第一認知媒体となるモバイル

7人に1人は、モバイルで最初に知った

・7人に1人は、折込チラシで最初に知った

・3人に1人は、テレビＣＭで最初に知った

大規模開発マンション広告



→「詳細は、大画面で」という行動を喚起

2.5人に1人が、折込チラシを見た

2.3人に1人が、折込チラシを見た

■ 大規模開発マンションのケース

■ 家電量販店のケース

モバイル広告に接触した後の行動は、・・・



「逆クロスメディア」



モバイルで、物事を
最初に知る人達が
予想以上に多い！

There is more number of people knowing
information with mobile for the first time
than our expectation.



20世紀型マーケティングを継続することの問題点

□生活者に、情報が届くスピードが遅い

→ 流通の選別スピードに追いつかない

□生活者にとって、多くの商品は他人事

→ ロングセラー商品の凋落

□生活者の、環境に対する意識が向上

→ 今までのコミュニケーション法は危険

以下の問題は、
「マス広告」や「検索連動型広告」では、解決できない！



２１世紀、モバイルで解決していく

□生活者に、情報が届くスピードが遅い

→ スグに伝わり、スグに広がり、行動を喚起

□生活者にとって、多くの商品は他人事

→ カスタマイズ心をくすぐって、自分事に

□生活者の、環境に対する意識が向上

→ ゴミを出さない販売促進の実施



モバイルは24時間30cm以内に存在

だから企業は、

→ いつでも生活者との接点を作り出せる

→ 生活者の日常生活の特等席を占拠できる

→ ターゲットがターゲットに無料で広告してくれる

Akihisa Fujita D2C



モバイルインターネットは、
ＰＣインターネットとは、

全く別物と考える
Mobility, Location, Personalization, Timeliness

Akihisa Fujita D2C



１） 押さえておくべき基本情報

ケータイ白書2008（インプレス）
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テレビ広告費（億円）・・・
2007年は電通「日本の広
告費」、2015年は民放連
研究所予測

新聞広告費（億円）・・・同
上

インターネット広告費（モバ
イル含／億円）・・・2007年
は電通「日本の広告費」、
2008～2010年はみずほ
コーポレート銀行予測、
2015年は民放連研究所予
測
モバイル広告費（億
円）・・・同上、2015年に雑
誌広告費に追いつく（イン
ターネット広告費の38%を
占める）と「D2C」が予測

雑誌広告費（億円）・・・
2007年は電通「日本の広
告費」、2015年は民放連
研究所予測

ラジオ広告費（億円）・・・
同上
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上

インターネット広告費（モバ
イル含／億円）・・・2007年
は電通「日本の広告費」、
2008～2010年はみずほ
コーポレート銀行予測、
2015年は民放連研究所予
測

モバイル広告費（億
円）・・・同上、2015年に雑
誌広告費に追いつく（イン
ターネット広告費の38%を
占める）と「D2C」が予測

雑誌広告費（億円）・・・
2007年は電通「日本の広
告費」、2015年は民放連
研究所予測

ラジオ広告費（億円）・・・
同上



①「来年」

2009年、
ﾓﾊﾞｲﾙ広告費1,000億円突破！

（みずほコーポレート銀行予測）

In 2009, mobile advertisement costs break through
1,000M US$



②「３年後」

2011年、
モバイル広告費、ラジオを抜く！

（みずほコーポレート銀行予測と民放連研究所予測をもとに、
Ｄ２Ｃが予測）

In 2011, mobile advertisement costs pull radio!



③「５年後」

2013年、

ネット広告費、新聞を抜く！

（民放連研究所予測をもとに、Ｄ２Ｃが予測）

In 2013, interactive advertisement costs
pull a newspaper!



④「７年後」

2015年、
モバイル広告費、雑誌に追いつく！

（民放連研究所予測をもとに、Ｄ２Ｃが予測）

In 2015, mobile advertisement costs
catch up with a magazine!



２０世紀の常識・定石は、もう通用しない。

２１世紀の常識・定石を、武器にどんどん攻めよう！

さぁ、我々の時代がやってきた！

Common sense / a standard strategy for the 20th

century does not pass any more.
We will attack common sense / a standard strategy
for the 21st century to a weapon steadily!
Our times came over!



One Stop Mobile Marketing ServiceOne Stop Mobile Marketing Service

My Blog：「24時間30cm以内に」

「24時間30cm」で検索してください


