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企業と来場者を
リアルなコミュニュケーションで結ぶ

「auスマートパス」、エンタメ情報サイト
「uP!!!」の具体的なサービス内容を教えてく
ださい。
宮地：「auスマートパス」は、スマートフォンのお客

様向けにスマホを簡単・便利に使える会員サー

ビスで、2012年3月にスタートしました。2012年

当時、スマホアプリは1つ300円などで購入され

ていましたが、それを月額390円で取り放題にし

て、お客様に好きなだけ使っていただこうという

のが、そもそもの成り立ちです。

その後、スマホ画面が割れたときの修理保証

など、さまざまなサービスをつけていきましたが、デ

ジタルコンテンツだけではなく、音楽や映画、ライ

ブといったエンタメをお得に楽しんでいただくべく、

新たにぴあ（株）と共同で手掛けたのが「uP!!!」

です。

「uP!!!」という、いわばauスマートパスご加入

者向けの“特典”をさらに強化するため、音楽ラ

イブなどのイベントに出資や協賛をしています。

その筆頭がスペースシャワーTVの大型野外

フェス『SPACE SHOWER SWEET LOVE 

SHOWER』（以下SLS）です。

「uP!!!」のユーザー層は、ほぼスマホのユー

ザー層と同様の構成で、20代から

始まり30代～40代がピークとなって

いますが、「SLS」でのプロモーション

によって20代が増えつつあると実感

しています。

「SLS」で実施されたプロモー
ションの内容についてお聞かせく
ださい。
宮地：「SLS」というビッグコンテンツ

に協賛させていただき、auスマート

パス会員様を「SLS」にご招待する、

「uP!!!」先行でチケットを購入できるなど、会員

様限定のサービス特典を提供しました。

「SLS」会場内では「uP!!!」のブースを設置し、

auスマホの充電コーナーを設けたほか、auユー

ザー以外のお客様にもアーティストのサイングッ

ズが当たる抽選会を実施するなど、さまざまな

コーナー、企画を実施しました。

音楽情報バラエティー『チュートリアルの徳ダ

ネ福キタル♪』でも、auスマートパス会員様をご

招待し、auスマートパスプレミアム会員様は当

選確率がアップするなどの特典を提供しました。

また、フェスはどうしてもキャパシティーに限りが

あります。そこで、弊社のビデオパスを通じて

「SLS」のコンテンツをデジタル配信にも活用する

ことで、より多くのユーザーに楽しんで頂きました。

「SLS」のプロモーションに対する評価をお
聞かせください。
宮地：ブースを設けたことで、お客様がフェスを楽

しんでいる様子を直接見ることができ、とても有

益な機会となりました。さらに、サイングッズの抽

選会などをフックに、auユーザー以外のお客様

とも接点を持つことで、「エンタメといえばau」と

いう、ある意味でパーセプション・チェンジができ

たのではないかと思っています。

フェス会場に行って感じるのは、auスマートパ

スの会員様が増えつつあるということです。

「uP!!!×スペースシャワーTV」の協業を重ねて

きた結果でしょう。

もちろん、これらは我々だけの力では成しえま

せんでした。スペースシャワーTVの高いライブ

制作力、アーティストとの企画力、調整力ありき

で実現したものです。細かいところでは、「SLS」

のブース出展におけるアレンジメントから、ビデ

オパスの動画配信権利許諾など、さまざまな面

でご尽力いただきました。

CS/BSペイテレビに期待されることを教え
てください。また、今後、実施してみたい企画
はございますか。
宮地：有料多チャンネル放送は、別名「専門チャ

ンネル」と呼ばれていますが、特定の専門分野に

嗜好性の強いお客様がご覧になっているテレビ

サービスのひとつです。今後はSTB（Set Top 

Box）経由でのテレビ放送における視聴だけで

なく、デジタル配信、あるいはライブ現場でのエ

ンターテインメントの提供といった“出口”を増や

していくことが重要でしょう。我 も々スペースシャ

ワーTVとさらに連携を深め、有料放送事業とい

うエンターテインメントを育てていきたいと考えて

います。

音楽フェスは若者のイベントというイメージが

強いと思いますが、よりラインナップを広げてい

くことで、これまでフェスに来たことがない方や、

シニアの方にも楽しんでもらえるようなイベント

ができればと考えています。また、音楽に限らず、

演劇や展示会などにも可能性を感じていますの

で、今後も楽しい企画を増やしていきたいです。

アドバタイザー・インタビュー CS/BSペイテレビ（以下ペイテレビ）を活用されたアドバタイザーに話を聞き、
事例紹介とともにペイテレビ広告を実施した狙いやその効果などを紹介します。
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KDDI株式会社

展開商品：uP!!!ほか、各社商品
展開キーワード：番組制作・番組提供・CM（インフォマーシャル）制作・イベント・クロスメディア・キャンペーン展開・映像二次利用

広告事例　　スペースシャワーTV

ンディングや販促を目的として、会場内ブース展開、サンプリング、コ

ンテンツ配信、コラボグッズ製作等を展開しました。また、スペース

シャワーTVのレギュラー番組とのコラボレーションなど、各社のご要

望や課題に応じて多彩な企画を実施。アーティストとの距離感が近

いプロモーション施策を提供しています。

KDDIでは、auスマートパス会員を「SLS」に招待するプレゼント企

画を展開しました。また、KDDIが提供する関連チケット、限定のイベ

ント招待など特典情報も満載で、「いまから行ける、行きたくなる」音

楽、映画などを直感的に探せるスマホ向けエンタメ情報サイト

「uP!!!」で先行してチケットを購入できるなどの会員様限定のサービ

ス特典を提供しました。

会場内でも「uP!!!」のブースを設置し、auスマートフォンのPRはも

ちろん、携帯電話の充電コーナーを設けたほか、auユーザー以外の

お客様にもアーティストのサイングッズが当たる抽選会を実施するな

ど、さまざまなコーナーや企画を行いました。

イベント会場内でのプロモーションだけでなく、KDDIのビデオパス・う

たパスを通じて「SLS」のコンテンツのデジタル配信（FOREST 

STAGE出演アーティストを中心と

したライブ配信）も実施し、より多く

のユーザーに楽しんでいただく仕

掛けも展開しています。

auスマートパス会員向けチケットプレゼントやデジタルコンテンツ配信を実施
スペースシャワーTVが毎年8月末に主催する野外フェスティバル

「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER」（以下SLS）。

富士山を望む山中湖畔の会場（山中湖交流プラザ きらら）に、音楽

シーンを代表するアーティストが60組以上、全国から音楽ファンが5

万人以上集まる “夏フェス”として毎年開催しています。

スペースシャワーTVは、1996年に東京・日比谷野外音楽堂で

「SLS」を初開催し、2007年から現在の山中湖に会場を移し、規模

も拡大。現在会場内に4つのステージを設定し、3日間開催される

大型フェスとして、音楽ファン内で人気を博しています。

「SLS」には毎年、これから音楽界をリードしていくであろう期待の

新人アーティスト、大人気の旬なアーティスト、そしてトップアーティス

トまで、スペースシャワーTVに縁のあるアーティストが多数出演する

ことから、3日間のチケットは即時にソールドアウトとなるほどの人気

です。2016年には5万人が、そして2017年には過去最高となる7

万人の来場者を集めました。

また、アーティストたちの白熱したライブはもちろん、地元食材によ

る充実したフードコーナー、熱気球やボルダリング等も用意され、レ

ジャー感もたっぷりと味わえるように工夫し、若い音楽ファンはもちろ

ん、小さな子どもを連れたファミリーまで、幅広い年齢層に支持され

る野外フェスとなっています。

「SLS」は流行感度の高い若者が多く来場するということや、夏

フェスとしての注目度や満足度に高い評価をいただき、協賛のセー

ルス枠は2016年、2017年と2

年連続ですべて完売。

小売、通信、飲料、家電、アパ

レル、金融、製薬など、10社以上

に及ぶ協賛各社がそれぞれブラ

KDDI

「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、
CAB-Jホームページでご覧いただけます。
http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索
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ジャガー・ランドローバー・ジャパン

アドバタイザー・インタビュー

プロダクトプレースメントで
商品の魅力を大胆且つダイレクトに伝える

今回プロモーションされた車種について教
えてください。
宇田川：ジャガー「F-PACE」（エフ・ペース）とい

うモデルです。ジャガー「F-PACE」は、究極の

実用的なSUVという位置付けで、スポーツカー

を思わせるスタイリングとハンドリング、高い実用

性と効率性を兼ね備えた、ジャガー初のSUVモ

デルとなっています。

隅々にまで最新鋭テクノロジーを搭載した

「F-PACE」が、安全性、コネクティビティ、ドライ

ブの愉しみを実現し、さまざまなコンディションの

もと、どんなドライブにも対応する性能を装備し

ています。

「F-PACE」の主なターゲット層について教
えてください。
宇田川：弊社は「GAME CHANGER（ゲーム・

チェンジャー）」と呼んでいるのですが、野心家で

自信を持ち、他人とは違う車に乗りたいと探され

ている方をターゲットとしています。何より、ス

ポーツカーを好み、実用性を備えた車を求めて

いる──そんな方々にこそ「F-PACE」が選ばれ

るのだと思います。

『GAORA SPORTS』でプロモーションを
実施されたとのことですが、その狙いは何で
しょうか。
宇田川：弊社は、プロテニスプレイヤーの錦織

圭選手を広告モデルに起用しています。錦織

選手が全米オープンテニス・男子シングルスで

準優勝した後の2014年9月17日、ジャガー・ラン

ドローバー・ジャパンの“新アンバサダー”として

就任発表会見を開きました。

しかし、実はアンバサダー就任前より、錦織選

手から弊社の車に乗ってみたいというお話をいた

だいていたのです。我々の「ぜひ錦

織選手に乗っていただきたい」という

想いと、錦織選手自らの想い──こ

の2つを自然な形で融合し、表現す

るための方法を探っていました。

そんな折、GAORA SPORTSさ

んから、番組とタイアップすることで、

自然な形でのプロダクトプレースメン

トが可能ではないか？との提案をい

ただき、GAORA SPORTSでプロ

モーションを実施するに至りました。

テレビCMはグローバルの素材が

ありましたが、とにかく乗車していた

だかないことには「F-PACE」の魅

力は伝わりません。また、GAORA SPORTSの

番組『ATPテニス ワールドツアー』のプロデュー

サーやディレクターが、インタビューを通して錦織

選手の自然な表情を引き出し、「F-PACE」の購

入者層にうまくアピールできたのではないかと思

います。

プロモーションを実施されて、率直な感想や
良かった点を教えてください。
宇田川：通常のテレビCMですと、どうしても情報

が限定されてしまう面があるのですが……、今回

のプロモーションでは「とにかくジャガーの魅力は、

乗っていただければ解る」ということを、大胆且

つダイレクトにお伝えできたと思っています。

もうひとつは、彼のプライベートにも踏み込ん

でいけたのでは？ということです。これはイチ錦

織圭ファンとしても思うのですが、テニスをして

いるシーンはGAORA SPORTSなどを通して見

られますよね。しかし、なかなか彼のプライベート

までを知ることはできません。例えば、彼がどんな

車に乗っているのか？ということも、プライベート

な部分です。そんな側面までをも番組とタイアッ

プしたプロモーションを通して、自然にお届けで

きたのではないでしょうか。

『GAORA SPORTS』ほか、ペイテレビに
対して感じた魅力や、これから実施してみた
い企画があれば教えてください。
宇田川：我々のターゲットは非常に忙しく毎日を

過ごしています。しかし、現代の「情報過多」な

状況では、能動的に何かを得ることは難しい場

合もあるでしょう。テレビ番組もそのひとつなの

ですが、地上波テレビとは異なり、ペイテレビに

おいては専門性の高いチャンネルばかりで、各

チャンネルの特色が明確。つまり、ペイテレビの

魅力は、忙しい人に最適な、取捨選択の容易さ

ではないかと感じています。我々のターゲットも、

能動的に好みの番組を探すことができるのでは

ないでしょうか。

とても貴重な媒体ですから、今回コラボレー

ションしたように、また一緒に有益な企画ができ

ればと思っています。

マーケティング・広報部  部長代理／
コミュニケーション アソシエイト ディレクター  宇田川 直 様

ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社

展開商品：F-PACE　　広告会社：電通　　展開キーワード：CM（インフォマーシャル）制作

広告事例　　GAORA SPORTS

展開商品：RANGE ROVER　　広告会社：電通　　展開キーワード：CM（インフォマーシャル）制作

広告事例　　ゴルフネットワーク

錦織圭選手と放送番組『ATPテニス ワールドツアー』の親和性

による相乗効果を期待した広告展開を実施しました。

①錦織圭選手をアンバサダー起用しているジャガー。「JAGUAR×

GAORAのコラボレーションCM」を制作。

②錦織圭選手が出場している『ATPテニス ワールドツアー』はもち

ろん、その他の番組では、「ATP番宣」と連続して放送することで、

視聴者への親和性と、イメージ向上を図った展開を実施。

同社契約選手の「宮里美香プロ」と車両を起用した、LPGA番

組宣伝映像を制作し、放送しました。         

出演費、制作費が高額になるCMという枠組みではなく、ゴルフ

ネットワークが放送するLPGA番宣映像として制作することで、制作

費を最小限に抑えることに成功しました。また同社CM段積みで放

送することで広告効果の最大化を図りました。ゴルフネットワークの

アメリカでの撮影コーディネート力とスポンサーの現地車両手配、契

約選手ブッキングの協力体制を取ることで実現に至りました。

「CS/BSペイテレビ メディアデータブック 2017」は、
CAB-Jホームページでご覧いただけます。
http://www.cab-j.org/ CAB-J 検 索
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