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News Release 2007 年 5 月 15 日

株式会社インデックス・ホールディングス(4835 ジャスダック)

株式会社インデックス

株式会社フジテレビジョン

株式会社エル・カミノ・リアル

インデックス、フジテレビと共同で

『フジテレビオリジナル携帯 RSS リーダー』を開発

フジテレビ提供のブログや各種情報をタイムリーに配信

さらなる視聴者拡大と番組ファンを醸成

株式会社インデックス・ホールディングス（代表取締役社長: 椿 進 本社: 東京都世田谷区 ）の子会

社、株式会社インデックス（代表取締役社長: 小川 善美 本社: 東京都世田谷区 以下 インデック

ス）は、株式会社フジテレビジョン（代表取締役社長: 村上 光一 本社: 東京都港区 以下 フジテレ

ビ）と共同で、『フジテレビオリジナル携帯 RSS リーダー』を開発しました。

＜「OJ」バージョン＞ ＜「ラフくん」バージョン＞ ＜「アイドリング!!!」バージョン＞

●『フジテレビオリジナル携帯 RSS リーダー』の開発経緯

フジテレビは視聴者の獲得に向けて、単に番組 PR 手段としての PC サイトやモバイルサイト開発に留ま

らず、インデックス開発による、番組と連動した有料モバイルサイトや物販サイトも運営してきました。現

在では、“放送と通信の連携”に向けて、フジテレビ社員クリエイターたちによる情報発信コンテンツ『フ

ジテレビ ZOO』を立ち上げ、フジテレビ社員や番組出演者のブログを積極的に展開しています。

RSS リーダーは、更新回数やタイミングが不特定で相当数に上る各種サイトやブログサイトで効果的に

機能し、特にモバイルとの親和性が高いと考えられています。また 2005 年から 2006 年にかけて認知

率が 2 割増の 68.8%に達し、10 代から 20 代の利用率が高い特徴があります。そしてインターネット

利用ユーザーの 14.8%がすでに RSS リーダーを利用*し、今後さらに利用ユーザーが拡大していくと

想定されます。

そこで今回、今後普及が見込まれ情報伝達効果の高い RSS リーダーに着目し、『フジテレビオリジナル

携帯 RSS リーダー』の開発に至りました。
*インプレス R&D インターネット白書 2006



¥¥

●『フジテレビオリジナル携帯 RSS リーダー』について

今回開発した『フジテレビオリジナル携帯 RSS リーダー』は、株式会社エル・カミノ・リアル（代表取締役

社長: 木寺 祥友 本社: 神奈川県横浜市）が提供する携帯 RSS リーダー「ECReal Reader」をベー

スとしてフジテレビ専用にカスタマイズし、i-mode、EZweb、Yahoo!ケータイからの利用が可能です。

『フジテレビオリジナル携帯 RSS リーダー』は、モバイルへのタイムリーな告知が可能であるため、フジ

テレビが提供する番組オンエア情報やプレゼント情報、ブログ更新情報などの配信以外に、特定のモバ

イルサイトへ誘導を図る広告枠としても機能します。さらに、視聴者の嗜好性を直接反映したメディアとし

て機能しながらも、フジテレビが提供する各種情報が同時に獲得できるメディアとしても機能します。

●今後の展開

今後は、『フジテレビオリジナル携帯 RSS リーダー』の機能を積極的に活用し、有料モバイルサイトや番

組宣伝、広告、物販サイトへの誘導を図るだけでなく、利用ユーザーのデータ分析による効果的なター

ゲティング情報配信や、ワンセグ放送へのスムーズな導線確保によるフジテレビ視聴者の拡大へと繋

げていく予定です。

『フジテレビオリジナル携帯 RSS リーダー』概要

フジテレビのメディア横断型プロジェクト「アイドリング!!!」や、

キャンペーンマスコット「ラフくん」「犬の OJ（オージェー）」などをテーマにした

オリジナルの携帯 RSS リーダー 愛称： 「ZOO ナビ」

●アクセス方法

URL：http://www.fujitv.co.jp/zoo/（携帯からアクセス）

●特徴

フジテレビ情報をまとめてチェック！フジテレビの情報発信サイト「フジテレビ ZOO」のブログや、

フジテレビの最新情報を RSS でまとめてチェックできます。

Flash Lite による心地よい操作感で、ちょっとした空き時間にも快適に閲覧できます。

3 キャリア対応！

Flash Lite を採用し、i-mode、EZweb、Yahoo! ケータイの 3 キャリアに対応しています。

ダウンロード不要！

登録すると、ユーザー専用 URL が発行されるため、ユーザーは専用ページをブックマークするだけで、

アプリケーションをダウンロードすることなく利用できます。
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●『フジテレビ ZOO』について

フジテレビ社員クリエイター達による情報発信・コンテンツ配信サービス

ブログ形式のコンテンツを中心に、PC・モバイル両プラットフォームを対象としたサービスです。

バラエティ制作センター部長・吉田正樹編集長を始め、フジテレビのキーマンが集結。

フジテレビの DNA を結集した情報を発信しています。

フジテレビ ZOO http://www.fujitv.co.jp/zoo/

現在展開中のブログ

●少年タケシ編集長ブログ

●亀 P 秘書ナオコのつぶやきブログ

●さすらう犬の編集長生活

●クリ P のドラマティックダイアリー

●きくち P の音組収録日記

●特濃シュミラン・平松永研究室

●すずまいてんてこまいブログ

●アイドリング!!!ブログ「煮詰まります!」

●アイドリング!!!スタッフブログ「焦げつきます…」

●音組スタッフルーム

●建さんの掲示板

*｢i-mode｣は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

*「EZweb」は、KDDI 株式会社の登録商標です。

*「Yahoo!ケータイ」はソフトバンクモバイル株式会社の登録商標です。

●インデックスグループの「モバイル＆メディア」事業

インタラクティブメディアへと進化するモバイルで、多彩な独自のサービスを展開

世界中の人々が多様な情報やコンテンツを求め、同時に自らそれを発信し、縦横無尽につながる時代。

モバイルメディアの進化はそうした趨勢をますます促進します。インデックスグループ*は、時代のニー

ズを捉えたサービスを創出し、グローバル規模で事業を展開しています。

*インデックスグループは、「エンターテイメント＆コンテンツ」、「モバイル＆メディア」、「ソリューション＆インフラ」と 3つの

コア領域で事業を展開し、モバイルユーザーによる、新しいライフスタイルの創造に貢献しています。
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株式会社インデックス・ホールディングス 会社概要

社名: 株式会社インデックス・ホールディングス(JASDAQ:4835)

(英文表記:Index Holdings)

本社所在地: 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂 4-1-1 キャロットタワー

設立: 1995 年 9 月

資本金: 360 億 7,100 万円（2007 年 2 月末現在）

代表者: 代表取締役社長 椿 進

事業概要: モバイル、エンターテイメント、ソリューション事業を展開するインデックスグループ会社の

純粋持株会社として、グループ全体の戦略統一と最適な資源配分を行い、より機動的で

柔軟な事業活動を推進。

URL: http://www.index-hd.com

株式会社インデックス 会社概要
社名: 株式会社インデックス(英文表記:Index Corporation)

本社所在地: 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂 4-1-1 キャロットタワー

設立: 2006 年 6 月

資本金: 1 億円（2006 年 6 月現在）

代表者: 代表取締役社長 小川 善美

事業概要: モバイル向けにコンテンツやソリューション、メディアソリューション、

マーケティングソリューションなど、各種情報サービスを提供

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

株式会社フジテレビジョン 会社概要
社名: 株式会社フジテレビジョン(英文表記: Fuji Television Network, Inc.)

本社所在地: 〒137-8088 東京都港区台場二丁目 4 番 8 号

設立: 1957 年 11 月

資本金: 1,462 億 35 万円（2006 年 9 月末現在）

代表者: 代表取締役社長 村上 光一

事業概要: テレビジョン放送、番組制作、映画・映像ソフト制作、イベント、

通信事業、権利ビジネス事業ほか。

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

株式会社エル・カミノ・リアル 会社概要
社名: 株式会社エル・カミノ・リアル(英文表記:EL CAMINO REAL, Inc.)

本社所在地: 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目２番６号

設立: 2001 年 1 月

資本金: 9755 万円（2007 年 3 月末現在）

代表者: 代表取締役 木寺 祥友

事業概要: モバイル向け RSS リーダー等のアプリケーション、

サービス、ソリューションの開発提供

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

株式会社エル･カミノ･リアル www.ecreal.co.jp

マーケティング 藤原

TEL: 045-477-4656
FAX: 045-477-3878

http://www.index-hd.com/
http://www.indexweb.co.jp/
http://www.gakken.co.jp/
http://www.ecreal.co.jp/

