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携帯TV電話 プロモーション動画配信 ASPサービス 

ありそうでなかった、プロモーション展開に 「効く」 モバイルツール
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1  専用の電話番号（03-XXXX-XXXX）にテレビ電話を発信 

プロモーション動画再生 

ご契約されている（NTT等）規定のテレビ電話通話料金が発生します。 

2 
動画素材（3GP形式）はご用意ください。 

ＡＤ Ｍｏｔｉｏｎ （アドモーション)とは? 

専用の電話番号にテレビ電話を掛けるだけで、そのままプロモーション動画を見ることが出来る、 

とっても「簡単」なモバイル販促ツールです。 

テレビ電話を発信 

ありそうでなかった、とっても 「簡単」 なモバイル販促ツール 

※3GP＝FOMAの動画のファイルフォーマット拡張子 

■利用事例 ■利用事例 （ （PULL PULL型） 型） 

沖縄出身の人気HIPHOPグループ 

「PENGIN」のオフィシャルサイトにて 

ご利用いただいております。 

http://www.pengin 
music.com/phone/index.html 

AD Motionのテレビ電話番号 

プロモーション動画で プロモーション動画で 
モバイルユーザーに効果的な モバイルユーザーに効果的なPR PR



■利用事例 ■利用事例 （ （PUSH PUSH型） 型） 

某クレジットカードの会員募集サイトにて 
ご利用いただいております。 
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ユーザーの携帯へ 「発信」 もできる モバイル販促ツール 

システム側からユーザーに向けテレビ電話を発信してプロモーション動画を見せる事も可能です。 

商品やキャンペーンのプロモーションに、テレビ電話独自の “バーチャル感たっぷり”な様々な企画を 

組み込むことができます。従来のパケット動画配信（QRコード利用）では実現できない、まったく新しい 

広告クリエイティブ展開が可能です。 

【ＣＨＥＣＫ】 *動画はランダムで再生することも出来ます。 *再生(出現)確率を変えてプレミアム性を持たせる事もできます。 

*事前に発信先の電話番号をお知らせ頂きます。 *発信するテレビ電話料金込みの料金プランとなります。 

*テレビ電話料金はクライアント様がご負担することも可能です（30円/分） 

活用例：『音楽PV動画をチェックしたファンの携帯に、アーティストからのメッセージ動画が 

テレビ電話でかかってくる!!!』 

※auユーザーへの発信は出来ません 

キャンペーンサイトから、携帯電話番号と 
希望の着信時間を登録。指定された時間 
にテレビ電話（プロモーション動画）が着信。 

ＡＤ Ｍｏｔｉｏｎ （PUSH型)
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プレイステーション ３用ホラーアドベンチャーゲーム『サイレン ニュートランスレーション』のプロモーションの一環で、 

弊社サービスの 「AD Motion」 をご利用いただいております。（実施期間：2008年7月11日～2008年8月31日） 

現在、WEBサイト・屋外メディア・紙媒体等でAD Motionの専用電話番号を掲載したクロスメディア・ミックスを展開！ 

仕様：最大同時着信数5回線、提供電話番号1番号、動画6個中の1個をランダム配信、キャンペーン終了後にログデータ（CSV）提出、期間（7/11～8/31） 

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 様 様 

（ （c c） ）2008 Sony Computer Entertainment Inc. All Right Reserved. 2008 Sony Computer Entertainment Inc. All Right Reserved. 

ＷＥＢ&モバイル（3G)&OOH クロスメディア展開事例 

参考：２ちゃんねる『サイレン』スレッド 
（テレビ電話の動画に関するスレッドを一部抜粋） 
765 ：なまえをいれてください：2008/07/11(金) 13:27:09 ID:7WgIEAmt 

すげえ！テレビ電話でかけたら嶋田さんが！！ 

782 ：なまえをいれてください：2008/07/11(金) 14:34:51 ID:hxcxBv5V 
テレビ電話かけてみた。面白いアクションがｗ 
受話器取らずに拳銃を電話に向けて発砲、破壊しやがったｗｗ 

834 ：なまえをいれてください：2008/07/11(金) 20:22:20 ID:a9+mMteR 
テレビ電話したら切られたぞ！動作に少し萌えちゃったぞ！ 

（テレビ電話の音声に関するスレッドを一部抜粋） 
■[スイ] 
＞うねうねさん 
電話は３種類パターンがあるみたいです。テレビ電話は５種類だったかな？ 

■[うねうね] 
[ホットライン] 
かけてみたらジリリリリンってベルの音がなって突然切られました 
…着信拒否？ｗｗｗ 
2008/07/14(月)19:06 ･･････など多数 

携帯電話から新しいアプローチを仕掛けられるプロモーションツールに、ご興味はございませんか？ 携帯電話から新しいアプローチを仕掛けられるプロモーションツールに、ご興味はございませんか？ 

おかげさまで連日盛況！ おかげさまで連日盛況！ 
キャンペーンスタート当初から平均して数千/日がプロモーション動画を閲覧。 

用意した回線全てが埋まる事も多く、今回のプロモーションに対するファンの関心と反響の高さがうかがえる結果となっています。 

テレビ電話初（発）、新鮮な驚き！ テレビ電話初（発）、新鮮な驚き！ 
テレビ電話（動画と音声を再生）と音声電話（音声のみ再生）の2パターンを楽しめる事がネットや口コミで広がっています。 
こうしたＡＤ Ｍｏｔｉｏｎならではの特長が、今回のプロモーションをさらに盛り上げている要因です。（詳細は6ページにて） 

『 『サイレン：ニュートランスレーション サイレン：ニュートランスレーション』 』サイト サイト http://www.jp.playstation.com/scej/title/siren_nt/ 

キャンペーンサイト 
『羽生蛇村を求めて 』 
（2008年8月末終了） 

©2008 Sony Computer Entertainment inc. 
All Right Reserved 

■利用事例 ■利用事例 （ （PULL PULL型） 型） 

～家庭用ゲームソフト プロモーション連動型 ～



 5  

ＡＤ Ｍｏｔｉｏｎ で コンテンツ課金 

ファンクラブ会員はアーティストという商品に対するロイヤリティが高いだけでなくグッズやチケットなどをはじめとした購買欲求の高い優 
良顧客の集まり。 

しかしながら、会員証、平均年４回の会報とチケットの優先予約、グッズ販売以外で収益を生みだす仕組みはあまり議論されてこなかったよ 
うです。 

AD Motionとモバイルサイトを連動して、 
動画コンテンツ配信→視聴料課金することができます。 

■コンテンツ課金例 ■コンテンツ課金例 ～ファンクラブ会員向け～ ～ファンクラブ会員向け～ 

ファンクラブ 
会員サイト 

クレジットカード 
プリペイドカード 

入金 入金 

おはよう！ 
今日もがんばろう。 
お目覚めいかが？ 

動画視聴終了 動画視聴 

そこで。 

御社DB 

コンテンツ課金 イメージ図 
ＡＤ Ｍｏｔｉｏｎ をファンクラブ 
会員サイトにアドイン・・ 

PUSH型 PULL型 
OR 

既存コンテンツを 
活用した新しい 
収益源の確立へ 

今日も一日 
がんばってね！
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◆プッシュボタンで見た 

い動画を選択 

動画配信中に携帯端末 

のプッシュ操作で、 

見たい動画の選択・変 

更ができます。 

◆視聴効果測定 

それぞれどの動画が何時、何件視聴されたか、視聴結果の集 

計がとることができます。 

２をプッシュ ２をプッシュ １ １をプッシュ をプッシュ ３をプッシュ ３をプッシュ 

ぷらぷら王国 

SHING07 

少年カッター 

合計視聴件数 ●●●●件 

●●●件 

●●●件 

●●●件 

■視聴時間 

機能について ～IVVR機能 ＆広告効果測定～ 

ぷらぷら王国  SHING07  少年カッター 
09:22:34                07:12:19            03:04:54 
09:32:56                07:12:32            05:06:22 
10:43:21                07:12:59            05:18:37 
…  …  … 

■視聴件数 

視聴中に… 

再生動画を選択
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広告代理店様／クライアント様 広告代理店様／クライアント様 ここが ここがAD Motion AD Motionのメリット のメリット 

●インタラクティブ性の演出 

AD Motionならば、テレビ電話発信による動画閲覧だけでなく、システム側からユーザー側へのテレビ電話発信が可能。 

発信だけでなく「着信もアリ！」というサプライズな喜びをユーザーに提供できます。 

双方向でつながるインタラクティブ性と「電話での発着信」というリアル感が、ユーザーの参加意識と親近感を増します。 

●動画再生時間 

パケット方式のモバイル向け動画配信には長時間の配信に多くの制約があり、特に通信容量に厳しい制限があるａｕは最大で数分程度。 

一方 「テレビ電話動画配信方式」のAD Motionならば、時間の制約に縛られず、より長時間の動画配信が可能です（無制限）。 

●動画と音声、２つの楽しみ方 

パケット方式のモバイル向け動画配信は動画と音声で再生しますが、AD Motionはテレビ電話（動画と音声で再生）と音声電話（音声のみ 

再生）の両方が楽しめます。 1つの動画素材を、「テレビ電話ユーザー」「音声電話ユーザー」の両方向から楽しめるように作りこむことで、 

複数の楽しみ方を提供することが可能です。 

■広告代理店・PR会社・メディアレップ・コンテンツ製作会社様へ 

●既存クライアント様に向けては、販売促進に有効なツールとして、プロモーション戦略での活用が可能です。 

●新規クライアント様に向けては、プロモーションを必要としている法人など、あらゆる業界への販売展開が可能です。 

例：スクール、ホテル・宿泊案内、金融、通信販売など 

ＡＤ Ｍｏｔｉｏｎならではの メリット 

● テレビ電話料金がユーザー側に別途発生します。（目安：1分あたり約30円から70円） 

※テレビ電話料金はクライアント様がご負担することも可能です（30円/分）



 8  

AD motion AD motion（ （Pull Pull型 型/Push /Push型） 型） 

ファイル形式 ・3GPP（H264/MPEG-4、AMR、AAC） 

・QCIFサイズ（176×144） 

※データ容量最大10MB（それ以上の場合はご相談ください） 

◆ ◆動画形式は 動画形式は3GPP 3GPPファイルフォーマット（拡張子は ファイルフォーマット（拡張子は3GP 3GP）となります。動画素材はご用意ください。 ）となります。動画素材はご用意ください。 

配信動画 5種類 ／ 専用ダイヤルイン番号1回線 ／ 回線数 5本 ※前ページ『SIREN』実績 

専用番号はこちらよりご提供致します。 

PULL型、PUSH型いずれの場合も、お求めの仕様によって御見積させていただきます。 

利用料金 ￥３００，０００ （月額） 

ご利用料金概算 

※Push型はテレビ電話信分の通信料金が別途発生します。
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株式会社アイブリット 

【事業内容】 届出電気通信事業者 A－14－5372 
（旧一般第二種電気通信事業者） 

【業務内容】 国際IP電話網の構築及びサービスの提供 

ビデオコミュニケーションサービスの提供及び販売 

URL http://www.ibrid.co.jp/ 

会社概要 会社概要 

AD Motionに関するお問合せ 

Tel 03-6696-6111 ／ Fax 03-6696-6122 

E-Mail： info@ibrid.co.jp 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷３丁目１５番４号


