
昨年12月よりトライアル期間の始まった、
Gガイドモバイル パネル広告の反響は？

Gガイドモバイル パネル広告のセールス
ポイントはどこにあるとお考えですか？ 

今後、Gガイドモバイル パネル広告に
期待することは何ですか？ 
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若者の利用が多いGガイドモバイル

ユーザー登録者数は順調に増加、
コンスタントなアクセス数を維持
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平均起動回数：13,447回
平均起動率：11.6%

1
日（
土・祝
）

2
日（
日
）

9
日（
日
）

16
日（
日
）

23
日（
日
）

10
日（
月・祝
）

30
日（
日
）

Gガイドモバイル セールスのキーマン・
（株）電通 藤田氏のインタビューは次面に

グラフB-2 Gガイドモバイル アクセス率の推移

グラフB-1 Gガイドモバイル 月間アクセス数

グラフA 世代別ユーザー登録者数

＊2005年1月1日～31日

Gガイドモバイルの利用動向については、
既に901iシリーズ発売時からリサーチを
実施。ユーザー登録数は、2月末までの集
計で約37万人を突破しましたが、700iシ
リーズの登場で弾みがつき、現在は約50
万人を突破。増加の勢いは続いています。
ユーザー層を見てみると（グラフA参照）、年
代別では20～30代の利用が約7割を占
め、平均年齢は男性が27.2歳、女性24.5
歳という結果が出ています。
1ユーザーにおける1ヵ月あたりのアクセス
数（グラフB-1参照）は、3回以上というユー
ザーが過半数を占めており、中には15回・
20回以上利用しているユーザーもいるこ
とがわかります。また、1ヵ月単位で、毎日の
アクセス動向を調査した結果（グラフB-2参
照）では、各日の総起動回数を同日の登録

者総数で割って算出した［起動率］は、登録
者数の増加にかかわらず常にほぼ10%周
辺を維持しています。特に土・日曜や祝日は、
他に比べてアクセス数がアップしているとい
うことも特徴的です。
このほか、1日の時間帯別では、夜19～23
時にかけてのゴールデン/プライムタイムに
アクセスが多いという興味深いデータも得
られています。
700iシリーズに加え、さらにこれ以後登場
する後継機によって、ユーザー層のさらな
る拡大が予想される今後、ユーザーと広告
主とをいかに結ぶメディアとなりうるか
̶Gガイドモバイルの進化にも、注目が
集まることが予想されます。

今後のFOMAには
Gガイドモバイルが
すべて搭載
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FOMA 900i・506iシリーズにも対応！
アプリダウンロード方法 iメニュー とくするメニュー HAPPY MODE テレビリモコンアプリ 「Gガイド番組表リモコン」

関連情報： http://www.nttdocomo.co.jp/p_s/products/foma/700i/

テレビとモバイルの相性の良さが
シナジー効果を生み、Gガイドモバイルの広告価値は
今後さらに進化していきます。

テレビとモバイルの相性の良さが
シナジー効果を生み、Gガイドモバイルの広告価値は
今後さらに進化していきます。

今回発売のFOMA 700iシリーズは、先行し
て発売された901iシリーズから必要な機能
を絞り込んで、低価格・軽量化を実現した普
及版的端末。現在発売の4機種には、いずれ
もiアプリとしてGガイドモバイルがプリイン
ストールされており、番組の検索が可能です。
今後は、全てのFOMAにおいて標準搭載
（予定）となるGガイドモバイル。900i・506i
シリーズの機種も、3月23日よりアプリの
ダウンロードで同様に利用できることになり、
「番組表の閲覧」が、カメラやゲームと同様
に身近なものとなりそうです。

「G-GUIDE MOBILE ユーザー閲覧傾向分析 2005.1月」より
n=99618　男性：68056　女性：31562

昨年末のDoCoMo FOMA 901iシリーズに続き、この2月に登場したGガイドモバイル搭載のFOMA 700 iシリーズ。
今回の普及版モデル以降、リリースされる全てのFOMAにおいて、Gガイドモバイルが標準搭載される見込みとなり、
さらなるユーザーの獲得と、メディアの持つ可能性に大きな期待が寄せられています。

ますますますます拡大するGガイドモバモバイルユルユーザー
登録者数は50録者数は50万人を突破！！
ますます拡大するGガイドモバイルユーザー
登録者数は50万人を突破！！

Gガイドモバモバイル搭載、FOFOMA A 700i登場！
全てのFOMAにAに標準プリインストール
Gガイドモバイル搭載、FOMA 700i登場！
全てのFOMAに標準プリインストール

3回以上アクセスのユーザー：52％

48%
24%

6%7%
15%

http://www.ipg.co.jp/press
http://www.nttdocomo.co.jp/p_s/products/foma/700i/


新しい広告メディアの登場に
大手ナショナルクライアントが注目！
Gガイドモバイル、4月より広告セールス本格開始！
　

　当初より、ナショナルクライアントを意識し

たセールスを行ってきましたが、現時点まで

に14社もの広告主からオーダーをいただき、

予想以上の手応えを感じています。

　Gガイドモバイルは“携帯電話で使える

テレビ番組表リモコンサービス”という点や、

リンクなしでも商品・サービスの告知が可能

なインプレッション効果など、独自の広告価

値がご理解いただけたのだと思っています。

　まず1つ目は、テレビ番組情報蓄積型の

アプリリモコンに広告が表示される新しい

サービスであること。従来のモバイル広告と

いえば、モバイルインターネットに接続し、

サイト閲覧時に広告表示されるタイプが主

流でしたが、Gガイドモバイルは、FOMA901i

シリーズ以降発売される全てのFOMA端末

にプリインストールされる予定で、ユーザー

の拡大が確実に見込めます。

　2つ目は、広告表示が高精細でなされる

点です。QVGA液晶（横240×縦320ドット

以上）によって、商品やキャラクター等の画像

や細かい文字が鮮明に表示されるため、表

現力のアドバンテージが大きいと思います。

　3つ目が、先ほども少しふれましたが、リン

ク先（自社モバイルサイト）がなくても手軽に

商品・サービスの告知が可能なインプレッ

ション効果です。さらに60文字以内の吹き出

しによって詳細情報を伝えることができます。

　また、ユーザーが利用するにあたり、負

担が少ないのも評価できると思います。毎月

無料で使うことができ、アプリなので通信

エリアを気にすることなく、いつでもどこでも

アクセスできます。加えて、テレビ番組表その

ものがユーザーニーズの高いコンテンツで

ある点も重視したいところですね。

　現在、ドコモの携帯ユーザーは約4,000

万人以上ですが、その全てが将来的に

FOMAに移行し、Gガイドモバイルに登録す

ることを想定すると、4,000万人にリーチで

きるメディアになるわけです。そうなるとやは

り次は、ユーザーのセグメントを行った上で

の広告配信に期待したいですね。実現で

きれば、広告主のターゲットに合わせたコ

ミュニケーションが可能になりますから。

　また、ユーザーの利用傾向を見ると、1日の

中では帰宅からゴールデンタイムにかけて、

1週間では週末が高い利用率であることが

わかります（前ページを参照）。つまり、TVス

ポット広告での「逆Lゾーン」と呼ばれるプ

ライム/ゴールデンタイムとの相性がいい。

スポット広告の効果を上げるために利用

したり、キャンペーンの入口として機能させ

るといった、クロスメディア的な考え方も大い

に有効といえそうです。
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＜吹き出しテキストの例＞

＊画像はイメージです。実際の画面とは異なります。お住まいの地域に応じた番組表が表示されます。

新たな広告媒体としてナショナルクライアントが14社も出稿するなど、大きな反響を呼んでいるGガイドモバイル。
今年4月からの本格セールスを前に、Gガイドモバイル パネル広告におけるセールス戦略のキーマンである
電通 インタラクティブ・コミュニケーション局の藤田博氏に、これまでの手応えと今後の展望についてうかがいました。

Gガイドモバイル パネル広告の特性

1 アプリによる蓄積型広告
現在は、FOMA 901i・700iシリーズにプリ
インストール。900i・506iシリーズも対応し、
後継機にも標準搭載の予定。

2 高精細QVGA液晶
格段の表現力を実現。
ディスプレイも大きめで見やすい。

インプレッション効果3
画像と同時に全角最大60字まで表示可能な
「吹き出しテキスト」で情報を補完可能。

株式会社電通　インタラクティブ・コミュニケーション局
クロスメディア部　メディアプランナー　藤田 博 氏

テレビとモバレビとモバイルの相性の良さがルの相性の良さが
シナジシナジー効果を生み効果を生み、GガGガイドモバイルの広告ドモバイルの広告価値は値は
今後さらに進化さらに進化していきます。ていきます。

テレビとモバレビとモバイルの相性の良さがルの相性の良さが
シナジシナジー効果を生み効果を生み、GガGガイドモバイルの広告ドモバイルの広告価値は値は
今後さらに進化さらに進化していきます。ていきます。

<CLICK>天使の髪色、生まれた！
「プリティア ハッピーファンタジーカラー」
新登場！抽選で5,000名様に当たる
キャンペーン実施中。

ますます拡大するGガイドモバイルユーザー
登録者数は50万人を突破！！

Gガイドモバイル搭載、FOMA 700i登場！
全てのFOMAに標準プリインストール
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