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【Yahoo! JAPAN×aiship（アイシップ）×フルスピード】 

スマホサイト企画・構築・集客のポイントを完全網羅する無料セミナーを開催 

 

株式会社フルスピード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田中 伸明）は、インターネ

ットリーディングカンパニーの『Yahoo! JAPAN』（ヤフー株式会社 本社：東京都港区、代表取

締役社長：宮坂 学）、スマートフォンサイト導入実績 1300 社以上の『aiship(アイシップ)』（株

式会社ロックウェーブ 本社：滋賀県大津市、代表取締役社長：岩波 裕之）、と共同で、これか

らスマートフォンサイトに取り組まれる事業者様が必ず押さえるべきポイントを完全網羅する

無料セミナー「モバイルファースト時代に必須のスマホサイト企画・構築・集客のポイントを完

全網羅する無料セミナー（Yahoo! JAPAN×aiship×フルスピード）」を 2012 年 10 月４日（木）

大阪にて、11 日（木）東京にて開催致します。 

 
 
■セミナーの概要 

２年後に WEB サイトが勝ち残るために今実施すべきことは何か？ネット利用端末が PC からス

マートフォンへと劇的に変化する市場のデータから、モバイルファーストの必要性を解説、成功

するスマートフォン対応の方法、スマホ EC サイトの企画構築、集客、運営のポイントについて

解説致します。 

 

[このような方に最適] 

○モバイルファーストの考え方を知りたい 

○EC サイトや WEB サイトのスマートフォン対応の方法に迷っている 

○スマートフォンでの集客方法を知りたい 

○スマホ EC サイト成功のポイントを知りたい 

 

 
■セミナー詳細 
開催日時 ：【大阪開催】2012 年 10 月４日(木) 14:00～17:30 （開場 13:30） 

【東京開催】2012 年 10 月 11 日(木) 14:00～17:30 （開場 13:30） 

開催場所 ：【大阪開催】 

大阪府大阪市北区堂島浜１-４-16 アクア堂島 NBF タワー 

ヤフー株式会社大阪セミナールーム http://goo.gl/Biryh  

【東京開催】 

東京都渋谷区円山町３-６ E・スペースタワー８階 

株式会社フルスピード内 セミナールーム 



 

 
 

最寄駅 ：【大阪開催】 

地下鉄四つ橋線「西梅田」、「肥後橋」駅 徒歩６分  

 JR 東西線「北新地」駅 徒歩７分  

 地下鉄御堂筋線・京阪本線「淀屋橋」駅 徒歩８分  

 阪神電鉄「梅田」駅 徒歩９分  

 JR「大阪」駅 徒歩 10 分  

 阪急電鉄「梅田」駅 徒歩 15 分 

【東京開催】 

JR 「渋谷」駅 渋谷マークシティを抜けて徒歩２分 

京王井の頭線「神泉」駅 徒歩４分 

定員 ：【大阪開催】  

30 社 

【東京開催】 

30 社 

※応募者が多数の場合には先着順とさせていただきます 

参加費 ：無料 

持ち物 ：名刺、筆記用具 

参加要件 ：Web サイトを運営する企業の経営者、担当者 

（代理店様、システム会社様、同業者様のご参加はご遠慮いただいております。）

申込方法 ：株式会社フルスピード担当営業まで参加希望人数と参加者名をご連絡いただく、

または、フルスピードセミナー事務局 fsc-alliance@fullspeed.co.jp 宛に参

加希望人数と参加者名をお送りください。 
申込締切 ：【大阪開催】2012 年 10 月３日（水）18：00 まで 

【東京開催】2012 年 10 月 10 日（水）18：00 まで 

※応募者が多数の場合は満席になり次第、締め切らせていただきます 

協力 ：ヤフー株式会社（ http://ir.yahoo.co.jp/jp/company/profile.html ） 

 ：株式会社ロックウェーブ（ http://www.aiship.jp/ ） 

 
 
■セミナーのスケジュールと内容 

                                    ※変更となる場合もございます 

【第１部】 14:00－14:30  (30 分) 

「検索市場から見るスマホユーザーの動向と新インタレストマッチ」 
講師： 
【大阪開催】ヤフー株式会社 プロモーション広告本部 水谷美由紀 
【東京開催】ヤフー株式会社 プロモーション広告本部 部長 福山広樹  
 

○Yahoo! JAPAN スマホへの取り組み ～なぜヤフーが選ばれるのか～ 

○データ解析からみるスマホユーザーの動向とスマホリスティングのコツ 

○新インタレストマッチのご紹介 

                             など 

 



 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
【第２部】 14:40－16:00 (90 分) 

「売上 760%拡大！スマートフォンサイト企画構築のポイント」 
講師：株式会社ロックウェーブ 代表取締役 岩波裕之 
 

○1年で 7.4 倍！既に 50%以上のスマホ利用率や市場状況のポイント 

○モバイルファースト時代の WEB サイトで勝つために今実施すること 

○平均転換率 3.4％！EC を参考にスマホサイト企画構築のポイントを紹介 

○売上 760％拡大！成功事例研究 

○成功するスマホサイトの４つの共通点 

○aiship サービスについて 

                             など 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
【第３部】 16:10－16:50 (40 分) 

「スマートフォンで集客！顧客獲得を徹底的に考える！」 

講師： 

【大阪開催】株式会社フルスピード コンサルティング本部 本部長 田中雅人 
【東京開催】株式会社フルスピード セールスプランニング部 吉田昌弘 

 
○スマホのプロモーションの種類と特徴 
○実施すべきスマホ集客のステップ 
○スマホリスティング広告、インタレストマッチ広告運用のポイント 
○集客の費用対効果を高める秘訣 
○成功事例                          など 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
【第４部】 16:50－ 

 

○質疑応答、個別相談会 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

以上 
 

================================================================== 

【株式会社フルスピード 会社概要】 

設 立 : 2001 年１月４日 

資 本 金 : 746,611,000 円 

代 表 者 : 代表取締役社長 田中伸明 

従業員数: 連結: 228 名(うち正社員 194 名） 

単体: 192 名(うち正社員 158 名） 2012 年７月末日現在 

事業内容: インターネット広告代理店事業 

アドネットワーク事業 

情報メディア事業 

クリエイティブ事業 



 

 
 

連 絡 先 : TEL:03-5728-4460 FAX:03-5728-4461 

東京都渋谷区円山町３-６  E・スペースタワー８階 

U R L : http://www.fullspeed.co.jp/  

================================================================== 

【本セミナーに関するお問い合わせ先】 

株式会社フルスピード 

セミナー事務局：畠山 

T E L : 03-5457-7707 

E - M a i l : fsc-alliance@fullspeed.co.jp  
【本リリースに関するお問い合わせ】 

株式会社フルスピード  

経営企画室：山口 

T E L : 03-5728-4460 

E - M a i l : press@fullspeed.co.jp  

================================================================== 


