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   デジタルマーケティング業界をリードする精鋭たちが集結 

FRUITS BEAR ソリューションセミナーソリューションセミナーソリューションセミナーソリューションセミナー開催開催開催開催    

      ～ソリューションプロデュースユニット“FRUITS BEAR”が最新情報を語る！～ 

 

 

株式会社アイレップ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：紺野俊介、以下アイレッ

プ）は、ソリューションプロデュースユニット“FRUITS BEAR”（フルーツベア）として、デ

ジタルマーケティング業界をリードする企業が一堂に集結し、セミナーを開催する運びとなり

ましたので、お知らせします。 

 

本セミナーは、ad:tech tokyo（アドテック東京）（※）の開催に先駆け、昨年度“FRUITS 

BEAR”のブースで好評頂いたソリューションセミナーを、内容を新たにご紹介させていただく

ものです。 

 

スピーカーは、アイレップほか、株式会社 ALBERT（アルベルト、本社：東京都渋谷区、代表

取締役社長：上村崇、以下 ALBERT）、株式会社スパイスボックス（本社：東京都港区、代表取

締役社長：田村栄治、以下 スパイスボックス）、株式会社トーチライト（本社：東京都渋谷区、

代表取締役 CEO：矢吹岳史、以下 トーチライト）、株式会社メンバーズ（本社：東京都品川区、

代表取締役：剣持忠、以下 メンバーズ）の各社より選出、新世代のデジタルコミュニケーション

のあり方を、最新の事例を交えながら語ります。企業の広告主様、Web サービス事業者様、必見

のセミナーです。 

 

■■■■FRUITS BEAR 概要概要概要概要    

“FRUITS BEAR”（http://www.fruitsbear.jp/）は、広告会社との協働のもと、パフォーマン

ス上の課題解決に最適なソリューションをワンストップでプロデュースすることにより、広告主

様および広告代理店様の負荷を増やすことなく、広告主様のｅマーケティング活動の活性化に対

する総合的なソリューションサービスの提供を行っています。最新のアド・テクノロジーを活用

して統合的に把握し、広告主様にとってのトータルパフォーマンスの向上を支援します。 

また、10 月 29 日（月）～31 日（水）に開催が予定されている ad:tech tokyo（アドテック東

京）にブース出展も予定しています。 

 

(※) ad:tech tokyo（アドテック東京）は、全世界 8 都市で開催される世界最大級のデジタルマーケティング 

カンファレンスです。マーケティング＆コミュニケーションの新時代に必要なツールやテクニックについ

て国内外のトップマーケタ―、イノベーター、クリエーターがディスカッションを繰り広げています。     

公式サイト URL：http://www.adtech-tokyo.com/ja/index.html 

 



 

 

 

 

 

■■■■セミナーセミナーセミナーセミナー概要概要概要概要    

 

日   時 ： 2012 年 8月 3 日(金)、9月 7日（金）、10 月 5日（金） 

       15：00-18：15（14：30受付開始） 

 

会   場 ： 恵比寿ガーデンプレイス 33F 

（渋谷区恵比寿 4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー33F） 

対 象： 広告主様、Web サービス事業者様 
会 費： 無料 
定 員： 100名 
申込 URL： http://www.fruitsbear.jp/seminar/ 
主 催： アイレップ、ALBERT、スパイスボックス、トーチライト、メンバーズ 
後 援： 博報堂アイ・スタジオ、スパイア 

  問い合わせ： FRUITS BEAR セミナー事務局 fbseminar@fruitsbear.jp 
 
    

テ ー マ：『最先端テクノロジーによるデジタルコミュニケーションの最適化』 
 
DSP/SSP など、広告分野においてはユーザーアクティビティを分析した上で配信を最適 
化するテクノロジーが急激に普及しつつあります。また同様に、SEO やリスティング広 
告といった領域においても、データ・オリエンティッドな科学的アプローチに注目が集 
まってきています。さらにスマートフォンの普及やソーシャルメディアの台頭により、 
取得できるデータも、それを元に提供できるソリューションも多様化、高度化してきて 
います。本セミナーでは、こういった新世代のデジタルコミュニケーションのあり方を 
“FRUITS BEAR”各社が、最新の事例を交え紹介することを目的としています。 

 

■■■■8/38/38/38/3((((金金金金))))開催開催開催開催セミナーセミナーセミナーセミナー申込概要申込概要申込概要申込概要 

 

定 員  ： 100名 

お申込  ： http://www.fruitsbear.jp/seminar/ 

申込期間： 2012 年 7 月 11 日（水）～24 日（火） 

  

※9/7（金）、10/5（金）開催予定のセミナーお申込みは、追ってご案内申し上げます 

※お申込み締切り後、3 営業日以内を目安にご案内申し上げます 

※先着順となりますが、応募数多数の場合は抽選とさせていただきます 

※ネット広告代理店、SEO サービス会社、Web 制作会社等、同業他社の方の参加はお断り致します 

 

■■■■アジェンダアジェンダアジェンダアジェンダ 

 

8/3（（（（金金金金）：）：）：）：    サイトサイトサイトサイト訪問者増加訪問者増加訪問者増加訪問者増加にににに向向向向けたテクノロジーけたテクノロジーけたテクノロジーけたテクノロジー活用活用活用活用 

 

1) テーマ：今今今今、、、、デジタルエージェンシーにデジタルエージェンシーにデジタルエージェンシーにデジタルエージェンシーに求求求求められることめられることめられることめられること 
講演者：株式会社スパイスボックス デジタルコミュニケーションデザイン局 

デジタルマーケティングチーム マネージャー 

高山 純人 

 

FRUITS BEAR セミナー概要 



 
2) テーマ：最先端最先端最先端最先端アドテクノロジーによるディスプレイアドテクノロジーによるディスプレイアドテクノロジーによるディスプレイアドテクノロジーによるディスプレイ広告配信事例広告配信事例広告配信事例広告配信事例 

-DSP をををを始始始始めとするディスプレイめとするディスプレイめとするディスプレイめとするディスプレイ広告効果広告効果広告効果広告効果をををを最大化最大化最大化最大化するクリエイティブするクリエイティブするクリエイティブするクリエイティブ最適化最適化最適化最適化とはとはとはとは- 

講演者：株式会社 ALBERT アド・ソリューション部 チーフマネージャー 

塚本 守章 

 

3)テーマ：データアプローチでデータアプローチでデータアプローチでデータアプローチで成功成功成功成功にににに導導導導くデジタルマーケティングくデジタルマーケティングくデジタルマーケティングくデジタルマーケティング戦略戦略戦略戦略  
 講演者：株式会社アイレップ 代表取締役社長 CEO 
     紺野 俊介 
 
4) テーマ：オウンドメディアオウンドメディアオウンドメディアオウンドメディア××××ソーシャルメディアのソーシャルメディアのソーシャルメディアのソーシャルメディアの実践方法実践方法実践方法実践方法 

講演者：株式会社メンバーズ アカウントサービス第 4 ディビジョン プロデューサー 

狩野 真宏 

 

 

9/7（（（（金金金金）：）：）：）：    サイトサイトサイトサイト内内内内でのテクノロジーでのテクノロジーでのテクノロジーでのテクノロジー活用活用活用活用によるサイトによるサイトによるサイトによるサイト収益最大化収益最大化収益最大化収益最大化 

 

1) テーマ： LTV をををを最大化最大化最大化最大化するレコメンドメールのするレコメンドメールのするレコメンドメールのするレコメンドメールの活用事例活用事例活用事例活用事例 
講演者：株式会社 ALBERT セールスコンサルティング部 ディレクター 

平原 昭次 

 

2) テーマ： ソーシャルメディアをソーシャルメディアをソーシャルメディアをソーシャルメディアを活用活用活用活用したしたしたした、、、、ソリューションパッケージサービスのソリューションパッケージサービスのソリューションパッケージサービスのソリューションパッケージサービスの紹介紹介紹介紹介 
講演者： 株式会社博報堂アイ・スタジオ 執行役員 

沖本 哲哉 

 

3)テーマ： リサーチパネルをリサーチパネルをリサーチパネルをリサーチパネルを活用活用活用活用したしたしたした効果的効果的効果的効果的なリアルへのなリアルへのなリアルへのなリアルへの集客集客集客集客 
 講演者： 株式会社スパイア リサーチ事業本部長 
      山本 彰治 
 
4) テーマ：ソリューションをソリューションをソリューションをソリューションを活用活用活用活用したソーシャルページのしたソーシャルページのしたソーシャルページのしたソーシャルページの運用効率化運用効率化運用効率化運用効率化とコンテンツのとコンテンツのとコンテンツのとコンテンツの拡張拡張拡張拡張 

講演者：株式会社トーチライト 代表取締役 CEO 

矢吹 岳史 

 

 

※10 月 5 日（金）開催のセミナー詳細につきましては、現在企画・検討中です。 
8 月下旬頃にサイトにて告知いたします。（URL：http://www.fruitsbear.jp/seminar/） 
上にて改めてご案内をさせていただく予定です。 

 

 

■■■■登壇企業登壇企業登壇企業登壇企業 

 
【社名】   ：株式会社アイレップ 

【所在地】  ：東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー7F 

【URL】     ：http://www.irep.co.jp 

【代表者】  ：紺野俊介 

【設立年月】：1997年11月 

【事業内容】：「Search（検索）」を中心としたデジタル領域における経営課題の解決を支援す

るデジタルマーケティング 

 
 
【社名】   ：株式会社ALBERT 
【所在地】  ：東京都渋谷区代々木2-22-17 
【URL】    ：http://www.albert2005.co.jp 
【代表者】  ：上村崇 

【設立年月】：2005年7月 
【事業内容】：分析力をコアとし、独自開発のレコメンドエンジンや広告最適化ソリューション

を提供 



【社名】   ：株式会社スパイスボックス 

【所在地】  ：東京都港区赤坂5-3-1 赤坂Bizタワー14F 
【URL】    ：http://www.spicebox.co.jp 
【代表者】  ：田村栄治 

【設立年月】：2003年12月 
【事業内容】：デジタル・コミュニケーション・デザインにおけるマーケティング及びコンサル

ティング 

 

【社名】   ：株式会社トーチライト 

【所在地】  ：東京都渋谷区渋谷3-3-5 NBF渋谷イースト3F  
【URL】    ：http://www.torchlight.co.jp 
【代表者】  ：矢吹岳史 

【設立年月】：2008年10月 
【事業内容】：ソーシャルグラフマーケティング（SNSを活用したマーケティング）の支援 

 
【社名】   ：株式会社メンバーズ 

【所在地】  ：東京都品川区西五反田5-2-4 レキシントン・プラザ西五反田 
【URL】    ：http://www.members.co.jp 

【代表者】  ：剣持忠 

【設立年月】：1995年6月 
【事業内容】：ウェブインテグレーション、インターネット広告代理事業等を通じたネットビジ

ネス運営代行、ソーシャルメディアマーケティング支援 

 
■株式会社アイレップ について 

アイレップはSEM（検索エンジンマーケティング）を主軸とし、リスティング広告、SEO（検
索エンジン最適化）、SMO（ソーシャルメディア最適化）、Web 解析、LPO（ランディングペ

ージ最適化）まで、SEM 関連の専門サービスをワンストップで提供しております。アイレップ

はSEMやSMM（ソーシャルメディアマーケティング）、アフィリエイトマーケティングを中心

としながら、広告主のオンライン上のマーケティングを最適化する「デジタルマーケティングエ

ージェンシー」として、企業価値を向上させてまいります。 
━━ 会社概要 ━━ 
【社名】   ：株式会社アイレップ 
【所在地】  ：東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー7F 
【URL】   ：http://www.irep.co.jp 
【代表者】  ：紺野俊介 
【設立年月】：1997年11月 
【資本金】  ：5 億4,564万円 （2012年3月末現在） 
【事業内容】： 
◆デジタルマーケティング領域 
SEM サービス  
モバイル SEM サービス 
SMM（ソーシャルメディアマーケティング） 
アフィリエイトマーケティング 
インターネット広告 
◆デジタルメディア領域 
住宅展示場サイトの運営（総合住宅展示場） http://www.jutakutenjijo.com/ 
TV 情報検索サイト（TVais） http://www.tvais.jp/  
 
【本セミナーに関するお問い合わせ先】 
●FRUITS BEAR セミナー事務局 fbseminar@fruitsbear.jp  TEL：03-5449-6321 
 
【記事転載・引用等に関するお問い合わせ先】 
●株式会社アイレップ 

TEL：03-3596-8050  FAX：03-3596-8145 
【報道関係お問合せ先】広報担当 下山 E-MAIL: pr@irep.co.jp 

【弊社サービス内容に関するお問合せ先】 E-MAIL: contact@irep.co.jp 


