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ネットエイジア、モバイルリサーチ サービスを正式リリース
～国内 50 万人以上の携帯会員を活用した、リサーチサービスがスタート～

ヘラクレス上場のアエリアのグループ会社、ネットエイジア株式会社（本社：東京都港区 代表取
締役 三清 慎一郎）は、日本最大級の無料着信メロディサービス（会員数 40 万人）を運営してい
る株式会社 Blau（旧会社名株式会社エムラボ 本社：東京都新宿区 代表取締役社長： 村上
直）との資本業務提携の第一弾として、携帯電話を活用したインターネットリサーチ「NETASIA
RESEARCH（ネットエイジアリサーチ）」を 12 月 8 日から開始いたします。
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ネットエイジアリサーチでは、一年後の携帯電話の急速な進化によるモバイルのパソコン化の
時代（モバイルインターネットワールド）を見越し、早期にモバイルリサーチの新規市場を開拓・啓
蒙し、形成していきます。具体的には、既存の PC リサーチにて十分なサンプル数が獲得できない
10 代、20 代、30 代の若年層および消費層を切り口にモバイルリサーチの市場を創出し、同時に
コンテンツの増強による会員数の増加により、10 代から 60 代までのマーケティングリサーチをモ
バイルで実現します。
また、企業のマーケティング活動の一環として、効果測定の図りやすいモバイルリサーチを絡

めたプロモーション活用法も提案し、肌身離さず身につけているモバイルならではの、ハイスピー
ドかつ成りすまし回答の少ない調査をお届けします。
【アンケート画面】

【アンケート管理（マイルーム）画面】

【アンケート管理（マイルーム）画面】

ネットエイジアリサーチでは、11 月よりモバイルリサーチのテストマーケティングを行い、市場での
有効性を確認しつつ、すでに大手代理店を始め、マーケティング会社の調査を受託しております。
今後の営業ターゲットにつきまして、携帯コンテンツ運営の株式会社 Blau（旧エムラボ）が保有す
る、「着信メロディ」を中心とした無料コンテンツを活用することで、10 代、20 代の若年層・OL に強
い媒体力を活かし、化粧品メーカー、ゲームメーカーを始め、医薬品メーカー、飲料関連メーカー、
製菓メーカーや、学生層をコアターゲットとしている雑誌、学校関連、トレンドに敏感なファッション
関連の小売業、若い女性をターゲットとしている美容関連施設等への販促活動を積極的に行って
まいります。
3 年後のモバイルリサーチでのリーディングカンパニーを目指し、市場シェア率 30％、売り上げ
目標は、初年度 7,600 万、3 年後 5 億を売り上げ目標に事業を展開いたします。
リサーチの背景

ネットエイジアは、これまで法人企業の e-BUSINESS につきましてコンサルティング・システム開発
を中心に EC サイト構築・システム販売・物販・PR・広告を統合した e-BUSINESS ソリューションサ
ービスを提供してまいりました。企業のマーケティング活動は、ネットの活用なくして存在しなくな
ってきております。また、ネットリサーチの市場規模は、2007 年に 500 億円市場への成長が見込

まれるなど、今後も順調な伸びが期待されている成長市場であります。また、携帯電話の市場背
景としまして、新たな新規参入業者が決定し、またパケット通信量の定額制サービスが定着し始
めており、また、小さな画面上での操作が主体だった携帯電話でのインターネット接続ですが、フ
ルブラウザの登場等、今後の携帯電話によるインターネット接続が急速に成長する市場と考えら
れております。
今回、8 月に締結した業務提携を推進し、Blau の保有する会員資産を最大限に活用したモバイル
リサーチサービスを「ネットエイジアリサーチ」として提供いたします。携帯電話による調査のスピ
ード化、機動性を活用したサービスにすることで、既存の調査にない新規性を打ち出し、新しいタ
ーゲットの創出、効果測定・分析等、次代に見合ったモバイルリサーチを提供します。
ネットエイジアリサーチは、2005 年 12 月より、営業活動を開始し、急速に成長するネットリサーチ
市場において、モバイルリサーチによる調査手法によりシェア獲得を目指します。ネットエイジア
がインターネット調査サービスの企画、開発、販売を担当し、Blau が会員のプロモーションを始め、
提供・維持・管理、モバイルシステムの開発を行います。
本サービスの詳細（サービス仕様、機能、販売価格、販売ターゲット等）は、以下の内容です。
・サービス名 「NETASIA RESEARCH（ネットエイジアリサーチ）」
・サービス概要 携帯電話を活用した市場調査
・サービス URL http://www.naresearch.jp
・調査方法 携帯電話でメール配信後、リンク URL による WEB アンケート
フォームを利用
・販売ターゲット 男女 10 代～40 代（特に若年層）についてマーケティングの課題を持つ、
クライアントモニターインフォメーション


男女比（％） 39.1：60.9



年齢構成（％） 10 代：38.3



端末情報（％） i モード 51.8 vodafone 19.8 EZWeb



その他ターゲティング項目 ：


20 代：25.5

30 代：19.2

40 代：9.1

50 代：1.6

60 代：0.4

28.4

職業 営業/企画･事務/SE･IT･エンジニア/ガテン･店舗･ほか/派遣社員/公務員/
学生/パート･アルバイト/主婦/無職



未既婚 未婚/既婚（子供なし）/既婚（子供あり）



趣味嗜好 ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ/ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ/ﾋﾞｭｰﾃｨ/ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞ/ｸﾞﾙﾒ/ﾄﾗﾍﾞﾙ/ﾏﾈｰ/ｸﾙﾏ･ﾊﾞｲ
ｸ/ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ/ｷｬﾘｱ･ｽｷﾙｱｯﾌﾟ



価格 モニター型調査 5 問 5 万円～、ASP システム 1 クール（3 ヶ月）5 問 10 万円～
モバイルプロモーションアンケート 8 円/1 通～ （価格は税別価格になります）

※ 「着ムリョ♪」は、国内有数の無料着信メロディサービスです。
会員はメールを 1 通受け取るたびに、ポイントを獲得し、好きな着メロをダウンロードでき、また、ネット銀行
への振込も行えます。会員還元率の高いサービスにより、依頼メールへの反応も抜群です。

毎月約 5 万人の新規会員が登録しており、フレッシュな会員データベースも特長です。

会社概要
■ネットエイジア株式会社
ネットエイジア株式会社 会社概要
・社名：
社名： ネットエイジア株式会社
ネットエイジア株式会社

＜Net Asia Co., Ltd.＞
Ltd.＞

・代表者：
代表者： 代表取締役 三清 慎一郎（
慎一郎（さんきよ・
さんきよ・しんいちろう）
しんいちろう）
・本社：
本社： 東京都港区六本木 3 丁目 3-27 スハラ六本木
スハラ六本木ビル
六本木ビル 4Ｆ
・TEL：
TEL： 0303-35893589-3255
・FAX：
FAX： 0303-35893589-3256
・会社 URL
URL： http://www.netasia.co.jp/
・ネットエイジアリサーチ URL：
URL： http://www.naresearch.jp/
・ネット通販
ネット通販(
通販(ペット用品
ペット用品)
用品)： http://www.petwish.jp/
・ネット通販
ネット通販(
通販(ペット用品
ペット用品)
用品)： http://www.1nyan.com/
・ネット通販
ネット通販(
通販(萌え系グッズ)
グッズ)： http://www.moekei.com/
・設立：
設立： 2005 年 2 月 16 日
・資本金：
資本金： 1 億 5,700 万円
・従業員数：
従業員数： 15 名
・事業内容：
事業内容： リサーチ事業
リサーチ事業、
システムソリューション事業、
インターネット通販事業、
事業、システムソリューション事業
事業、インターネット通販事業
通販事業、
経営コンサルティング
経営コンサルティング事業
コンサルティング事業、
事業、中国ビジネス
中国ビジネス開発事業
ビジネス開発事業 他
■株式会社 Blau 会社概要
・社名：
社名： 株式会社 Blau
・代表者：
代表者： 代表取締役社長 村上 直（むらかみ・
むらかみ・なお）
なお）
・本社：
本社： 東京都新宿区西新宿 6-1414-1 新宿グリーンタワービル
新宿グリーンタワービル 18F
・TEL：
TEL： 0303-53395339-9207
・FAX：
FAX： 020020-46684668-1771
・会社 URL：
URL： http://www.blau.ne.jp/
・設立：
設立： 2001 年 8 月 23 日
・資本金：
資本金： 1,000 万円
・従業員数：
従業員数： 25 名
・事業内容：
事業内容： 広告代理事業
広告代理事業、
事業、インターネットマーケティング事業
インターネットマーケティング事業、
事業、デジタルコンテンツ事業
デジタルコンテンツ事業、
事業、
Web インテグレーション事業
インテグレーション事業 他

本プレスリリースに関する報道関係者のお問合せ先
■ネットエイジア株式会社

広報担当：溝端 陽太郎（みぞはた・ようたろう）

〒106-0032 東京都港区六本木 3 丁目 3-27 スハラ六本木ビル 4Ｆ
Tel: 03-3589-3255

Fax: 03-3589-3256

email：publicity@netasia.co.jp

