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モバイル広告業界でNo.1シェアの
D2C
広告以外の分野や海外にも乗り出す

2012年6月に社名変更を行い，新たな気持ちで再出発を果たした

ばかりのD2C（ディーツーシー）．定評あるモバイル広告事業にとど

まらず，アプリ提供や海外進出にも積極的に取り組んでいる．「将来

的には広告を超えたネットの総合的グループ会社をつくりたい」と

いう宝珠山卓志社長に，同社の現状と今後の展望を伺った．

株式会社D2C

iモードの広告会社として
2000年に誕生

◆貴社の設立背景を教えてください．

D2Cは12年前の2000年6月に，わずか6名のスタッフ

によって立ち上げられました．当時はモバイルマルチメ

ディアとしてPDAが話題になっていましたが思ったように

売れませんでした．そうした中で，iモードがコンテンツを

販売できるだけではなく，広告媒体やマーケティングツー

ルにもなるのではないかという意見が出たのです．そこで

当社がiモード上の広告スペースを取り扱うというミッショ

ンとともに設立されました．

しかし，広告主からみると，iモードにだけ広告を出すと

いうのはあまり魅力がありません．新聞に広告を掲載する

場合でも，朝日，読売，毎日など各紙に一斉に出しますよ

ね．ですから私たちもmixi，Mobage，GREE，Yahoo!な

どの他社の広告枠も扱うようになりました．

そのようにして，2000年から2010年ごろまではメディ

アレップ事業を中心に行ってきたわけです．広告枠の提供だ

けでなく，どんなキャンペーンやサイトをつくるべきかとい

う提案をしたり実際に制作を手掛けたりもしてきました．

◆本年6月に社名変更をされましたね．

「ディーツー コミュニケーションズ」から「D2C」に変

更しました．Cが指すものは「Communication」だけで

なく，「Creative」「Clients/Customers」「Consumer」

「Cloud」など，さまざまな意味をもたせています．また，

社名変更に伴ってロゴも刷新しました．ただし，オレンジ

の色は全く変わっていません．オレンジは活動的といった

意味や，インドや中国ではビジネスに幸運をもたらす色と

されていたりと，どこの国においてもポジティブなイメー

ジをもっており，世界進出を推進している当社にもぴった

りです．目立つ色でもあります．そこでこのカラーはその

まま使おうということになりました．

◆株主構成はどのようになっていますか．

NTTドコモが51％，電通が36％，電通デジタル・ホー

ルディングスが10％，NTTアドが3％です．NTTグループ

が54％を占めていますね．全社員約300名のうち出向社

員はNTTドコモからが5名，電通からは2名です．それ以外

はすべてプロパーです．私自身の所属は電通ですが，

1995年からNTTドコモの仕事に携わっており，内情はよ

く把握していました．また，D2Cに出向して12年目にな

りますから，ほとんどNTTドコモグループの人間のような

ものといえるかもしれません．

主要業務は広告関連だが
アプリ配信や海外進出にも積極的

◆事業概要をお聞かせいただけますか．

2010年以降，広告・マーケティング事業，アプリなど

のコンシューマ向け事業，海外事業の３つを柱にしていま

す．広告関連が売上の大部分を占めており，現時点ではコ

ンシューマ向けビジネスは１割もありません．海外展開は

これからもっと力を入れていこうと思っています．

◆広告関連業務の現状について教えてください．

モバイル広告業界でNo.1を占めています．日本のモバイ

D2C 宝珠山卓志社長
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ル広告事業は世界的にみても群を抜いて大きなものなので，

もしかしたら世界でもNo.1かもしれません．

現在は，フィーチャーフォンからスマートフォンに移行

している時期にあります．NTTドコモがスマートフォン向

けにdメニューとdマーケットを開始していますが，D2Cと

しては，スマートフォン広告に関しては後発になりますね．

先行の会社はページ数や在庫数などを売り物にする発想の

ところが多いのですが，実際には商品だけあっても仕方あ

りませんよね．当社では，良質な広告スペースを開発する

とともに，クライアントに広告展開の重要さを認識してい

ただく努力も行っています．

◆コンシューマ向け事業についてはいかがですか．

スマートフォン向けのアプリを中心に，企画は当社で，

プログラムは外注で行っています．デコメアプリの「デコ

マーケット」がiPhoneのトップセールスランキングの１位

を獲得し，ユーザ数が100万以上を超えるなど大ヒットし

ました．戦国ソーシャルRPG「関ヶ原演義」のゲームユー

ザも約70万います．ほかにも障子を破って楽しむゲーム

「障子ぽすぽす」，サッカーゲーム「TAP COMMAND

SOCCER」，吉本興業のタレントさんとコラボした「オッ

ズメーカー」など，多岐にわたるアプリを提供しております．

◆海外のどのエリアに事業展開しているのですか．

アジア方面ですね．中国，インド，インドネシア，タイ，

ベトナムが具体的なターゲットです．第三世代の携帯電話

が普及している，安価な端末がある，広告・マーケティン

グの土壌がある，この3点がそろっている国を対象にしてい

ます．

中国には2011年6月に100％子会社である「迪尓希

（ディーアールシー）（上海）広告有限公司」を設立しまし

た．また，2012年3月から台湾にも営業拠点を置いてい

ます．インドとインドネシアは，シンガポールに本社を持

つAFFLE（アッフル）社に当社から出資し，その会社を通

じて展開を行っています．タイとベトナムはこれからといっ

た感じです．特にベトナムは時間がかかるかもしれません．

いずれの国も自国文化に根ざしているため，文化背景が

分からないとなかなか有効なアプローチができません．そ

のため，現地のパートナを探し，出資・買収することで足

場を広げていきたいと考えています．

◆海外進出のきっかけはあったのですか．

2002～2003年ごろから話はありましたね．2008年ご

ろからNTTドコモに相談をしていましたが，2011年8月に

は50億円の増資を受けて本格的に進出を決めました．投資分

は2020年までに回収できればと，長い視点で見ています．

豊かな経験とノウハウを強みに
スペシャリストを育成

◆貴社の強みはどんな点ですか．

設立当初からモバイル広告・マーケティングのリーディ

ングカンパニーとして，失敗も含めて経験とノウハウが豊

かです．これを糧にして今後につなげるというのが，当社

の長けている点かと思います．この豊かな経験は国内で活

かせるだけでなく，海外ビジネスにもリンクしていくで

しょう．と言うのは，日本で10年前に起こったことが，ま

さに今海外で起こっているというケースがあるからです．

広告は良いアイデアがあれば誰でも参入できる世界です

から，油断は禁物です．常に働き続け，汗をかき続けない

といけません．それから短期的な売上だけを見ていてはダ

メです．「産業が大きくなるとD2Cも大きくなる」という

大きな視野でビジネスを進めていきたいです．

◆貴社の社風について教えてください．

平均年齢は32～33歳で，離職率が低いために平均年齢

は年々上がってきていますが，できるだけベンチャースピ

リットを持った人に集まってほしいと思っています．私自

身も社長に就任し，新しいことをしようという気がそがれ

ないために毎日ジーンズで通しているほどです．

スキルに関しては，頻繁に異動させてジェネラリストを

育てるというのではなく，１つの部署に長くいてもらって

広告やポータルなど，その道のプロになってほしいですね．

研修制度はNTTドコモ，電通，外部のものと3つが使える

ので，ネットベンチャーの中では優遇されているほうだと

思います．

夢は広告を超えたネットの
グループ会社の設立

◆今後チャレンジしていきたい分野は．

広告を超えたネットの会社として，総合的・統合的なグ

ループ会社をつくっていきたいです．NTTグループの中に

またグループをつくるなといわれそうですが…．広告媒体，

プランニング，制作，コンシューマ向けのビジネスなど，

それぞれを別会社にして，PC領域も含め幅広く展開できた

らと．当社の企業スローガンは「No Wireless, No

Marketing」（図1）ですが，グループ化に伴うスローガン

は「Design your wireless life」．日本の「モバイル」と

いう言葉にはなぜかフューチャーフォンのイメージが強く

ついています．そこで，スマートフォンやタブレットなど，

デバイスの概念を超え，今後はワイヤレスネットワークを

軸にしたさまざまな可能性が拡大していく中，「ワイヤレス」

という言葉を再定義して，事業を推進していきたいと思っ

ています．

図１　D2Cの企業スローガン
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担当者に聞く

70名が5つの担当に分かれて
各業務を進める

◆ドコモメディア事業本部についてお聞かせください．

iメニューおよびdメニューに

おける，NTTドコモが媒体社で

ある広告商品の開発・運営を

行っています（図２）．例えば

iメニューのトップページの広告

商品を，複数の広告会社を通じ

て販売しています．営業部隊は

別の部署にあり，商品を一括販

売しています．

ドコモメディア事業本部のス

タッフは約70名です．部署の

中で，バナー型広告，メッセー

ジフリー，Gガイドモバイルおよびiメニューショッピング，

アド・プラットフォーム，原稿のやり取りおよび進行とい

う，各担当に分かれて業務を進めています．週に１回，各

部署の代表が集まる部会を開いて，情報共有を行います．

また，スタッフ全員に１台ずつ携帯電話が支給されてい

ますが，最近ではトレンドを反映してスマートフォンが配

られています．広告の掲載検証用の端末はそれとは別に，

部内にまとめて置かれています．

◆メッセージフリーとはどのようなものですか．

2002年からNTTドコモが提供している，パケット通信

料・登録料が無料のサービスで，およそ1 200万のユーザ

がいます．ドコモ端末の，個人のメールとは別のボックス

に，メール型の広告が送られてきます．メールが送られて

くるのは登録

をしていただ

いた方だけで

すし，迷惑

メールとは異

なり，ドコモ

が内容を確認

した「有益な

情報」のみが

送られてくる

ので安心して

お使いいた

だ け ま す ．

また，すべての会員に同じメールが送られるわけではなく，

広告主のニーズに合わせて，エリア，性別，年齢などに応

じたものが配信されます．時間帯も広告主が選ぶことがで

きます．例えば，コーヒーショップチェーンが昼時に

「コーヒー10％オフ」というメールを送信すれば，昼食を

終えたばかりのユーザが「そうだ，食後のコーヒーを買い

に行こう」と思うかもしれません．他の時間帯に配信する

よりも有効ということになります．

メッセージフリーは，ドコモが5 000万人というユーザ

を抱えているからこそのサービスです．利用いただいてい

るのは，ドコモ公式サイトのコンテンツプロバイダや，ナ

ショナルクライアントなどさまざまです．コンテンツプロ

バイダの場合，ユーザはメール経由でそのままコンテンツ

に入会して遊ぶこともできます．

◆Gガイドモバイルについて教えてください．

3キャリアのフィーチャーフォンおよびスマートフォンに

対応しています．Gガイド，つまりTVの番組表がプリイン

ストールされています．特にフィーチャーフォンの場合は

端末をそのままリモコンとして使用でき，録画することも

できます．また，番組情報に紐付けてタレント情報を見る

ことができたり，好きなタレントを登録しておけば番組情

報が届いたりします．インタラクティブ・プログラム・ガ

イドという会社と一緒に行っているサービスで，広告枠の

開発・販売も手掛けています．

◆アド・プラットフォームとは何ですか．

2011年6月から新たに開始した事業です．NTTドコモ

だけでなく，複数の媒体社を共通のプラットフォーム上で

連携させるもので，媒体社の広告収益を最大化することが

ねらいです．現在，開発を行っているところで，今後，提

供・販売もスタートさせていきます．

媒体社と広告主の要望に
折り合いをつけるのが困難の1つ

◆ご苦労や課題はありますか．

ほとんどの場合はうまくいくのですが，媒体社の要望と

広告主の要望がかみ合わず，両立するのが難しいケースも

あります．媒体社にはそれぞれに広告掲載審査の基準があ

り，厳しいポリシーを掲げています．一方，広告主も価格

や，掲載のクリエイティブの表現性などに関するこだわり

があります．クライアントに，媒体社の方針を理解してい

ただき，ご了承いただくことが多いですが，媒体社のルー

ルを変えてもらう場合も稀にあります．

また，課題としてはスマートフォンへの対応があります．

フィーチャーフォンからスマートフォンへの移行に伴い，

ユーザの端末の使い方や行動が大きく変わっています．そ

れがまだ安定しているわけではないため，今後のニーズに

船板美保副本部長

dメニューゲーム dメニューセレクト 
女子部 

dメニューメニューリスト 
トップ 

dメニューメニューリスト 
ジャンルアド 

図２　dメニュートップページ

iメニューとdメニューの
広告商品の開発・運営を手掛ける

ドコモメディア事業本部　副本部長　船板美保さん
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合うような広告をつくるのが私たちの課題です．そしても

う１つ，広告主にとっての成功パターンを見つけていく必

要もあります．大きな概念としてはフィーチャーフォンの

成功パターンと同じでしょうが，クライアントも試行錯誤

を繰り返しています．これらは当社だけの課題ではなく，

業界全体の課題でもあります．

◆達成感を覚えるのはどんなときですか．

私は入社して10年目で，以前は営業本部に所属していま

した．こちらの部署に来てから日が浅いのですが，新しく

考えたものをかたちにできるのがとてもやりがいを感じま

す．ユーザの皆様からの反応があって，広告の掲載が「効

いた」ことが分かると，もっとも達成感を覚えます．

アド・プラットフォームを
軌道に乗せることが現在の目標

◆将来的な夢や展望を教えてください．

今はアド・プラットフォーム事業を軌道に乗せることが

目標です．アド・プラットフォーム事業は業界でもっとも

注目されている分野ですので，D2Cの強みを活かして規模

的にもNo.1を目指していきたいです．

また，2002年から当社は「モバイル広告大賞」の運営

を行っていますが，その年の作品によってトレンドを読む

ことができます．今年はスマートフォンを活用した作品が

当たり前になっている印象を受けました．さらに当社が

2012年2月に実施した調査によると，全国の男女15～

69歳におけるスマートフォン普及率は23.6％であり，前

年の調査よりも16.0ポイントも上昇していることが分かり

ました．そうしたこともあって，これからはスマートフォ

ンに舵を切っていきたいです．人員もそのために割いてお

り，本格的な取り組みをスタートさせています．

（インタビュー：村上百合）

■「DIGITAL＆DIRECT NEWS」を発行

D2Cでは業界向け冊子を発行しています（写真１）．2003年の創刊当初

は新聞だったものが現在は季刊誌として，広告主を中心として，マーケティ

ング会社や広告会社，NTTドコモなどに配布されています．「PDFなどで配

布する手もありますが，やはり，実際に紙媒体は手にとっていただけること

が強みです」と語るのは，広報宣伝部の高橋伸也さんです．

■モバイル広告大賞で業界を活性化

2002年から運営を始めた「モバイル広告大賞」（写真２）．自社のためと

いうよりは，成功事例を紹介することで，モバイル・マーケティングへの理

解を深めてもらい，業界を活性化させたいと願ってのことだとか．モバイル

単体のアワードとしてはもっとも歴史あるもの．選考はアートディレクター

や大学教授など，さまざまなメンバーからなる委員会が行います．

■モバイル・マーケティング関連の書籍も出版

企業によるスマートフォンのマーケティング活用事例を通して，スマート

フォン市場の展望を検証する『スマートフォン・マーケティング（発行：宣

伝会議）』など，時代に先駆けた書籍を数多く出版しているのもD2Cの特徴

です（写真３）．現場にいるからこそ見えるものを惜しげもなく披露．モバ

イル・マーケティングに興味のある方はぜひ一読を！

■ワイン部などの個性的なクラブ活動

テニス部，野球部，フットサル部といった一般的なものだけでなく，ダー

ツ部や写真部，ワイン部といったユニークなクラブ活動も行われています

（写真４）．例えばワイン部では，講師を招いて会社の会議室で勉強会を開く

のだとか．珍しいワインの説明が聞ける（もちろん試飲も！）とあって，毎

回参加者は30～40名にものぼり，大変好評だそうです．

写真１

写真４

写真２

写真３


