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ケータイを加えたケータイを加えた

ＭＰＲＭＰＲでで

不況脱出！不況脱出！

株式会社ディーツー株式会社ディーツーコミュニケーションズコミュニケーションズ
代表取締役社長代表取締役社長 藤田藤田 明久明久

Ｄ２Ｃとは？ － 会社概要 －

モバイル広告メディア事業から、各種キャンペーンの立案～運用、サイト制作、
モバイル広告調査など、モバイルに関する様々なマーケティング・ニーズに
『ワンストップ』でお応えします。

1１
NTTドコモが携帯電話によるインターネット接続サービス「i-mode」を開始

した翌年2000年に、世界初のモバイル広告・モバイル・マーケティング企業

としてスタートしました。

世界初のモバイル広告代理店としてスタート

12

i MENU優良広告枠 の提供、さらに100社・300媒体を超える一般優良サイト

広告を取り扱っています。

・70社を越える広告代理店・契約代理店様とのお取引

・1,000社を超える取引広告主様

i MENUから一般サイトまで豊富な媒体メニューをご提供
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ワンストップ・モバイル・マーケティングにくわえ、
リサーチ（モバイル広告調査）にも注力

モバイル広告コミュニケーション・情報提供サービスから、モバイルキャンペーン、
モバイルサイトの制作やクロスメディアをご提供。

さらにビデオリサーチ・インタラクティブ社ほか、ネット系調査会社との

アライアンスにより「モバイル広告効果測定 ・調査」をご提供いたします。

■ 社 名

■ 設 立

■ 資本金

■ 株 主

： 株式会社 ﾃﾞｨｰﾂｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

： 2000年6月

： 9億8,000万円

： （株）NTTドコモ
： （株）電通

： （株）NTTアド

51%
46%

3%

モバイルマーケティング事業全般

メディア事業

ソリューション事業

EC事業

調査事業

その他新規事業開発

（略称：D2C）

■ 事業内容

会 社 概 要

ﾛｺﾞﾏｰｸ
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４つの力 －ワンストップ・モバイル・マーケティングのご提供 －

ｉ MENU 広告枠の提供

3キャリア公式媒体の共同開発

ﾔﾒﾙ

長期的な運用ﾉｳﾊｳが必要な｢企業ｻｲﾄ｣や、短期的な

発想が必要な｢ｷｬﾝﾍﾟｰﾝｻｲﾄ｣など、ﾓﾊﾞｲﾙ専門の知見

から幅広い対応が可能

100社・300媒体を超える

優良一般サイト広告の取り扱い

ビデオリサーチインタラクティブ社ほか、

ネット系調査会社とのアライアンスにより
「モバイル広告効果測定・調査」を提供

キャリアメニュー、優良

一般サイトからニーズに
最適なプランを提供

各種調査、効果検証を実施
メディア出稿から、その受け皿である
モバイルサイト制作までワンストップで

提供

メディアレップ事業メディア事業

リサーチ （調査）機能 ソリューション

（例）

Ｄ２Ｃの

「４つの力」

長期的なｻｲﾄ運用に必須
の効果検証を実施

プライバシーマーク

プライバシーマークとは個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備して
いる民間の事業者に対して、経済産業省の認可法人である財団法人日本情報処理
開発協会より付与されるマークのことです。

D2コミュニケーショ ンズは「個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラム
JISQ15001）」に準拠したプライバシーマーク使用の認定を受けました。

社内組織の情報セキュリティマネジメントシステムが、国際的な情報セキュリティ規格
である「BS7799：PART2:2002」及び国内の情報セキュリティ規格である「 ＩＳＭＳ認証
基準（Ver2.0）」の要求事項に適合している事を証明されました。

この「BS7799」及び「ISMS」の認証取得は、ディーツーコミュニケーショ ンズが社内で
扱う情報全般について適切な管理をしている企業として、第三者機関認定されたこと
を意味します。

IS94405/BS7799
IJ01476/ISMS

ＢＳ７７９９

■ モバイル業界への寄与

■ 書籍発行

その他の取り組み

■ 2002年より世界初「モバイル広告大賞」を開設

■ カンヌ サイバーライオン部門 ゴールド受賞

⇒ ソニーマーケティング株式会社｢Walkman｣キャンペーン/REC YOU

■ TIAA/モバイルキャンペーン部門 銅賞・入賞作品 多数

■ モバイル広告大賞 受賞作品 多数

ＪＩＡＡ（インターネット広告協議会）・モバイル分科会主導による各種ガイ

ドラインの策定

MMSA（モバイルマーケティングソリューション協議会）によるガイドライン

の策定

カンヌ広告賞 / TIAA / モバイル広告大賞

個人情報の取扱について 啓蒙・啓発活動

※モバイルサイト開発で協力

代理店：電通 企画・プロデュース：GT Inc

ﾓﾊﾞｲﾙ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
（日本経済新聞出版社 ）

ｹｰﾀｲ大国の

ﾓﾊﾞｲﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ入門
（宣伝会議 ）

ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱ・

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
（宣伝会議 ）

ﾓﾊﾞｲﾙ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ

＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ
（宣伝会議 ）
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藤田明久とは？
1965年 生まれ
1991年 電通に入社
1996年 サイバー・コミュニケーションズ設立に関わり、取締役就任
2000年 ディーツー コミュニケーションズ設立に関わり、代表取締役社長に就任

現在に至る

ＰＣネット広告市場を立ち上げ、さらにモバイル広告市場を立ち上げてきた、
日本のインターネット広告の歴史を創ってきた中の一人。

著作・監修は、「モバイル・マーケティング」(日本経済新聞出版社、2008年)など7冊。
2007年より、早稲田大学院の非常勤講師。
2008年より、インターネット広告推進協議会（JIAA）の副会長。

個人ブログは、「24時間30cm以内に」http://www.akihisafujita.jp

2000.6.1

MMC（ Mobile Marketing Conference）とは？
●2000年6月末に、Ｄ２Ｃの手によって、世界初のモバイル広告商業サービスがスタート。

●そこで、毎年6月にモバイルマーケティングの関係者が一同に集まり、
モバイルマーケティングの最新状況と将来像について意見を交換する
カンファレンスを行う目的で、Ｄ２Ｃが尽力した結果、2003年よりMMCがスタート。

●2006年からは、日経ＢＰ主催のＮＭＦ（ネットマーケティングフォーラム）と合流。

●直近４年間のＭＭＣ基調講演の主張点は、以下の通り。

2005年「モバイルを加えた新しい広告の形」を提示
2006年「モバイル常設サイトの企業における重要性」を提示
2007年「モバイルにより顧客により向いたマーケティングが実現する」ことを提示
2008年「20世紀型マーケティングの課題とモバイルによる解決策」を提示

MMC2005 MMC2006 MMC2007
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ケータイプレゼンとは？

●2008年のＭＭＣの基調講演において、Ｄ２Ｃ藤田の手で実施された、市販の携帯電話
を活用したプレゼンテーション方法。

●静止したプレゼンシートだけでなく、動画や、携帯電話上のゲームを大型スクリーンに
投射して行われた。

●ケータイプレゼンのメリットは、
軽量化、電池の持ち、携帯電話上で動くマーケティング・アプリケーションを
実際に近い形で、見せることができる点などが挙げられる。

●ケータイプレゼンに関する詳細は、
ブログ「24時間30cm以内に」をご覧ください。

MMC2008

モバイルによって
発想を転換させて、
不況を脱出しよう！

MMC2009 基調講演のテーマは？
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競合他社を差し置いて、不況脱出するためには

１) 販売促進で利益を確保

（イノベーティブな）

２) 画期的商品／サービスで

市場を創る／奪う

セブン・イレブン様（2008）

課題：

新しいパンへのトライアル

インサイト：

モバイルＳＮＳでよく会話する

解決策：

アバターのアイテム

結果：

２週間で２００万ダウンロード
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モバイルの武器

① 顧客の「24時間30cm以内」に存在し、双方向である

（顧客が求むスピード、企業の求むスピードを実現）

② 従来の手法ではとらえられない顧客をつかまえる

（時間的、地理的、嗜好的、ﾀｰｹﾞｯﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ的）

③ 顧客に取り込まれ、顧客の心の奥に入り込む

（喜怒哀楽を伴にし、五感を拡張するﾊﾟｰｿﾅﾙﾒﾃﾞｨｱ）

④ コミュニケーションの道具ゆえ、情報を拡散させやすい

（複雑な操作を求めても、多くの利用者が対応する）

だから減らされないモバイル広告費

日経ＢＰ・Ｄ２Ｃによる共同調査

http://www.d2c.co.jp

から、ニュースリリースを
ダウンロードできます
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FINDINGS

①2008年度にモバイル広告を「増やした」 51.5%

（全てのメディアの中で、No.1の伸び率！）

②2009年度にモバイル広告を「増やす」 13.7％、

「変わらない」 77.2%、「減らす」はわずかに 9.7％

（「増やす＞減らす」は、モバイル広告のみ！）

③ﾓﾊﾞｲﾙｻｲﾄ保有率は、全体で29.1％、BtoC企業では52.8％と半数超

④ BtoC企業では4社に１社がモバイル広告を出稿経験済み

⑤モバイル広告効果指標は、「クリック数」（52.8％）、「CPA」
（50.9％）、「掲載広告のimp」（47.2％）、「CTR」（47.2％）、
「CPC」（45.3％） 「応募数・会員登録数」（43.4％）

国内の上場企業及び有力未上場企業4,126社のうち444社から回答

ファネル理論

CPC
CPA顧客を見つける

Awareness

Purchase
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モバイルによって
発想を転換させて、
不況を脱出しよう！

MMC2009 基調講演のテーマは？

発想の転換①

逆ファネル理論

Fujita@d2c 2009

顧客を創る

Awareness

Unknown
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Gartner「4つのセグメンテーション」

サイバーコミュニティでの行動や態度から生活者を4分類

①オリジナルコンテンツを提供し、コミュニティを確立す

る「情報発信者」Creatorsは、□％

②コミュニティの構成員として、製品のレビューや質問に

答える「貢献者」Contributorsは、□％

③せっかく参加しているので、投票したり、情報を転送す

る「機会利用者」0pportunistsは、□％

④コミュニティの外側にいる見物人たち「潜伏者」Lurkers
は、□％

サイバー空間のコミュニティモデル

企業

発信者（～３％）

貢献者（３%～１０%）

機会利用者（１０%～２０%）

潜伏者（～８０%）

Fujita@d2c 2008
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競合他社を差し置いて、不況脱出するためには

１) 販売促進で利益を確保

（イノベーティブな）

２) 画期的商品／サービスで

市場を創る／奪う

DeNA･D2C共同調査

「プリングルス」モバゲータイアップゲーム企画

①リーチ補完・・・ＴＶでは届かない層に届いた

②口コミ効果・・・リアル、サイバーともに活発

③ブランドエンゲージメントの実現・・・
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発想の転換①

逆ファネル理論

顧客を創る

Awareness

Unknown

Fujita@d2c 2009

D2Cﾓﾊﾞｲﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｾﾐﾅｰ2009夏

日時：2009年7月15日（水）14：00～17：00
会場：ANAインターコンチネンタルホテル東京

お申し込みは https://seminar.d2c.co.jp/entry.html
から、7月10日（金）までにお願いします。

こちらのイベントで詳細を、ご紹介いたします



12

貴方は、知っていましたか？

サイバー空間のコミュニティモデル

企業

発信者（～３％）

貢献者（３%～１０%）

機会利用者（１０%～２０%）

潜伏者（～８０%）

Fujita@d2c 2008
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無関心層への効果的アプローチ

知人マス媒体

無関心層 Ｆ２Ｆの信頼感
ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞで
豊かな情報量

マスの信頼感
冷静かつ知的に
整理された情報

重要なフレームワーク
Ｗファネル・コミュニケーションモデル

広告／口コミ

販促／SEM

モバイルを含む
ネット活用が

← もっと必要であり、
マスとのシナジー
も未開拓なテーマ

Awareness

Purchase

Unknown

顧客を創る

顧客を見つける

Fujita@d2c 2009
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重要なマーケティングモデル
二段階ロケットモデル（ブースター・マーケティング）

企業

発信者（～3%）

貢献者（3%～10%）

機会利用者（10%～20%）

潜伏者（～80%）

ネット／リアル

マス／口コミ

Fujita@d2c 2008

「YouTube 時代の大統領選挙」
米国在住マーケターが見た、

700日のオバマキャンペーン・ドキュメント

著：大柴ひさみ氏

出版：東急エージェンシー

6月27日（土）発売開始

参考図書
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競合他社を差し置いて、不況脱出するためには

１) 販売促進で利益を確保

（イノベーティブな）

２) 画期的商品／サービスで

市場を創る／奪う

モバイルによって
発想を転換させて、
不況を脱出しよう！

MMC2008 基調講演のテーマは？
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発想の転換②
一気通貫モデル（リーン･マーケティング）

Fujita@d2c 2009

モバイルマーケティングのフレームワーク

企業
店頭／商品

モバイル

他のモバイルユーザー

モバイルの持ち主

1)販売促進

2)エンゲージメント

3)告知/広告

4)コミュニティ/バイラル
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日本コカコーラ様 (2007)

第8回モバイル広告大賞グランプリ

第8回モバイル広告大賞の受賞作品詳細は、
D2CのHP（http://www.d2c.co.jp）へ

日本マクドナルド様
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D2Cﾓﾊﾞｲﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｾﾐﾅｰ2009夏

日時：2009年7月15日（水）14：00～17：00
会場：ANAインターコンチネンタルホテル東京

お申し込みは https://seminar.d2c.co.jp/entry.html
から、7月10日（金）までにお願いします。

こちらのイベントで詳細を、ご紹介いたします

競合他社を差し置いて、不況脱出するためには

１) 販売促進で利益を確保

（イノベーティブな）

２) 画期的商品／サービスで

市場を創る／奪う



19

ケータイを加えたＭＰＲが、不況脱出に貢献できること

１） スピードアップ！

２） ボリュームアップ！

３） リスクの最小化！

モバイルによって
発想を転換させて、
不況を脱出しよう！

MMC2009 基調講演のテーマは？
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重要なセオリー①

MPR

マーケティングコミュニケーションの発想順を変える

生活者の洞察

モバイル

販促企画

ＰＣネット

ＣＭコンテ

生活者の洞察

モバイル活用

販促企画

ＰＣネット

マス広告

マーケティングコミュニケーションの発想順を変える

２０世紀スタイル ２１世紀スタイル

Fujita@d2c 2008
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重要なセオリー①

MPR

Marketing Communication
Process
Re-engineering 【参考】BPR

Business
Process
Re-engineering

マーケティングコミュニケーションの発想順を変える

Fujita@d2c 2009

「仕組み」と「仕掛け」を、
別けて考えよう

重要なセオリー②
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「仕組み」づくり・・・「エコシステム」
大きな投資／長期的回収
戦略的パートナーが重要

「仕掛け」づくり・・・「キャンペーン」
小さな投資／短期的回収
人の「仕組み」を利用する

重要なセオリー②

ｍＣＲＭ

顧客を創る

顧客を見つける

顧客と会話を維持する

↓

↓

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾂｰﾙが万人まで普及している現代は、
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝは、もっと会話を重視すべき

重要なセオリー③
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講演内容に関するお問合わせは・・・

（株）ディーツー コミュニケーションズ
広報宣伝室
ＴＥＬ： ０３－６２５２－３１００
ＭＡＩＬ： ｉｎｆｏ＠ｄ２ｃ.ｃｏ.ｊｐ

営業本部
ＴＥＬ： ０３－６２５２－３１０１
ＭＡＩＬ： sales＠ｄ２ｃ.ｃｏ.ｊｐ

さぁ、ad:techだ！
日時：2009年9月2日（火）～3日（水）

会場：ザ・プリンス パークタワー東京

モバイルのマーケティングへの活用における、
最先端の考え方を世界に向けて発信する場！
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２１世紀のマーケティングの
教科書は、日本で生まれる

Akihisa Fujita D2C


