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会社概要

■ 多数の携帯電話向けキャリア公式サイトを立ち上げ、運営しています。

■ サービス立ち上げ・運営の一連のプロセスにおいて、企画 ～ 全体コーディネーション ～ マー
ケティングに特化しています。

■ 私たちが提供するサービスによって、世の中の人々の暮らしを豊かにします。

■ 広く世の中から敬意を受ける存在となることを目指します。

携帯電話向けメディア企画・運営

iPhone向けアプリ企画・運営

携帯電話向けビジネスのコンサルティング、システムの開発

インターネット上での通信販売

事業内容

株式会社アイレップ　／　株式会社葵デジタルクリエーション　／　アクセルマーク
株式会社　／　株式会社ウィルコム　／　兼松グランクス株式会社　／　京セラコ
ミュニケーションシステム株式会社　／　KDDI株式会社　／　株式会社サイバー・
コミュニケーションズ　／　株式会社サンフィニティー　／　株式会社シーエー･モ
バイル　／　GMOアドパートナーズ株式会社　／　スリーハート・コーポレーション
株式会社　／　ソフトバンクモバイル株式会社　／　株式会社ファーストチャージ
　／　株式会社モビィリード　／　株式会社リロクラブ　／　ヤフー株式会社

主要取引先
(五十音順)

東京都荒川区西日暮里5-35-4 真和ビル 2F本社所在地

1,000万円資本金

2004年9月設立年月

保谷武代表

http://www.blade-com.jp/コーポレートサイトURL

株式会社ブレード・コミュニケーションズ会社名
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特徴

■ 弊社の強み

企画力企画力

マーケティング力マーケティング力コーディネート力コーディネート力

世の中を革新していくアイディア、面
白いこと、楽しいこと、便利なことを考
える。

需要が大きいがニッチ／競争が緩い
分野を探し当てる。

■ サービス立ち上げ／運用におけるワークイメージ
– 企画 ～ 全体コーディネーション ～ マーケティングの部分に特化しています。

– それ以外の部分は、外注、ないしは提携パートナ会社にやってもらうようなスキームをあらかじめ作ります。

市場環境、競合サービスをリサーチし、
企画の成否をシミュレートする。

プロモーションにおいて、効果検証行
い、費用対効果を極大化する。

コンテンツの仕入れ先を開拓し、調達する。

システム開発、デザイン制作などにおける多様
なパートナ会社を束ねて進捗管理を行う。

レベニュシェア型での共同事業のスキームを考
え、交渉し、契約をまとめ上げる。

企画
コーディネーション

システム開発

デザイン制作

コンテンツ制作

マーケティング

サービス準備・立ち上げフェーズ 運用フェーズ↑サービス開始

運用オペレーション
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運営するモバイル キャリア公式サイト（ユーザ課金モデル）

■取り放題★アニうた
http://aniuta.com/

エンターテイメント
エンターテイメント

■恋に即効★占いサプリ
http://uranai.ne.jp/

運営コンテンツジャンルは、

エンターテイメントエンターテイメント
健康・生活便利系健康・生活便利系
を軸として展開しております。

不特定多数の携帯電話ユーザ様からいただくコンテンツ利用料が、収益が中心です。
また、サイト内のバナー・テキスト広告枠を、広告レップ・代理店経由で販売しています。
KDDI社のEZweb（公式サイト）を中心として、ソフトバンクモバイル社のYahoo!ケータイ（公式サイト）とウィルコム社のCLUB AIR-EDGE（公式サイト）に提供して
おります。
収益モデル：会員制月額固定利用料課金＋広告販売

EZweb公式、アニメソング着うたサイト。月額315円。懐かしの定番アニメから、流行りの最新ア
ニメまで、好きなだけ着うたをダウンロード出来ます♪
2005年2月スタート。

女性向けの四柱推命の恋愛占いサイト。月額315円。今日の運勢、気になるあの人との相性占
いなどが出来ます♪
2005年9月スタート。

■やば★デコ
http://ydeco.net/

EZweb公式、デコレーションメール素材サイト。月額315円。様々なデコレーションメール素材が
取り放題です♪主に女子高生対象。
2007年3月スタート。

■取り放題★モバアレ
http://mbare.jp/

ケータイアレンジ（きせかえアレンジ）素材サイト。月額525円で取り放題なので、毎日取り替え
ることが出来ます♪
2008年4月EZweb公式サイトとしてスタート。
2008年8月からは、ソフトバンクモバイル Yahoo!ケータイ公式サイトとしてもスタート。

■取り放題★超デコ
http://cdeco.jp/

EZweb公式、デコレーションメール素材サイト。月額315円。かわいいモノや面白いモノなど、様々
なデコレーションメール素材が取り放題です♪
2006年10月スタート。

■取り放題★J-POP
http://jpopjpop.com/

EZweb公式、J-POP着メロサイト。最新流行の楽曲から、懐メロまで、月額315円で取り放題で
す♪
2008年7月スタート。
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健康・生活便利系
健康・生活便利系

■聞きたい★産婦人科
http://fujin-ka.com/
　　（EZweb、SBモバイル公式）
http://w.fujin-ka.com/
　　（ウィルコム公式）

女性のための産婦人科サイト。月額315円。日々の基礎体温から生理日／排卵日、ダイエット
に効果的な日、お肌の手入れに効果的な日の予測などが出来ます♪
2005年11月EZweb公式サイトとしてスタート。
2009年1月より、ソフトバンクモバイル Yahoo!ケータイ公式サイトとしてもスタート。

■TOEIC★まなぶくん
http://toeic.manabu.ac/

EZweb公式、TOEIC学習サイト。月額210円。毎日ちょっとした時間でTOEIC試験勉強が出来ま
す♪
2005年12月スタート。

■頑張る★ダイエット
http://diet-lab.net/
　　（EZweb公式）
http://w.diet-lab.net/
　　（ウィルコム公式）

痩せたい方向けの、ダイエット目標管理サイト。日々の体重、体脂肪率を入力していくと、あら
かじめ設定した目標値への達成率、ダイエット偏差値などを算出することができ、目標を達成し
やすくなります♪
2006年1月スタート。

■お金は大事だ★こづか
い帳
http://okane.ne.jp/

EZweb公式、お金の使い方をしっかり管理したい方向けの、おこづかい（家計）管理サイト月額
315円。日々の入出金を記録していくと、あらかじめ設定した目標値への達成率分析、他の人と
の比較分析などが出来ます♪
2006年4月スタート。

■運転免許★まなぶくん
http://driving.manabu.ac/

EZweb公式、自動車運転免許試験対策の学習サイト。月額210円。毎日ちょっとした時間で運
転免許試験勉強が出来ます♪
2006年4月スタート。

■待ち★面白ボイス
http://machi-voice.com/

ソフトバンクモバイル公式待ちボイスサイト。月額72～315円。人気のギャグ漫画家さんたちの
面白いボイスを待ちうた(ボイス)設定出来ます♪
2010年3月スタート。
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■自宅★ヨガ
http://yoga-lab.net/

■ゴルフでＧＯ
http://golfdego.jp/

■あそぼうよ★おかあさん
http://asbyo.net/

■恋愛【SOS】相談室
http://lovesos.jp/

EZweb公式、ヨガサイト。月額210円。ヨガのポーズの画像と説明文が見られ、自宅でお手軽に
ヨガが出来ます♪
2006年5月スタート。

EZweb公式、ゴルフサイト。月額347円。ゴルフIQクイズ、ゴルフ占いなどが楽しめるほか、実際
のコンペにおけるスコア管理などが出来ます♪
2006年6月スタート。

EZweb公式、月額315円。おかあさんがお子さんを寝かしつける時に、携帯電話の画面を見せ
ながら読み聞かせができる、昔話の絵本のようなサイトです♪
2006年7月スタート。

EZweb公式、月額315円。恋愛コラムニストの にらさわあきこ氏が、恋愛や結婚に悩む女性に
アドバイスを送ります。数百人にインタビューした恋愛ノウハウを手に入れることが出来ます♪
2006年8月スタート。

■サブアドGet★emcm
http://emcm.jp/

会社や自宅のパソコンメールを、携帯電話でチェック出来る、携帯電話向けwebメーラーです。
パソコンメールが新着すると、携帯電話メールへとお知らせします。3キャリア対応。
2006年7月、3キャリア対応の勝手サイトとしてスタート。
2007年2月より、EZweb公式サイト（無料）
2008年12月より、ソフトバンクモバイル Yahoo!ケータイ公式サイト（無料）

■コスミン式★便秘・下痢改善
http://otsuji.cosmin.jp/

EZweb公式、便秘・下痢の方のための、体質改善を指南するサイト。月額315円。健康アドバイ
ザーのコスミン（小角昌弘）からのアドバイスを受けられます♪
2006年9月スタート。

■いつでも安心★ペット相談
http://petpetpet.jp/

EZweb公式、ペット健康情報・相談サイト。ペットの健康・病気について調べたり、専門家に相談
したり出来ます。月額315円で愛犬、愛猫と健やかな生活を♪
2008年9月スタート。

■超★ダイエット★ラボ
http://diet.diet-lab.net/

EZweb、ソフトバンクモバイルYahoo!ケータイ公式、男性のためのダイエット管理サイト。月額
315円でメタボを退け、成人病を予防し、楽しく健康的な生活を送りましょう♪
2008年12月スタート。
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iPhoneアプリによる漫画配信サービス「 manga App 」

■ iPhoneのインターフェースに最適化した、読みやすいリーダーアプリ。

■ ギャグ ～ 時代劇 ～ 萌え ～ ミリタリーと多様なジャンルの作品を提供。

■ あらゆる形式の漫画作品に対応。
– 左めくり／右めくりの両方に対応。

– 四コマ漫画にも対応。

■ お試し無料版から有料版への誘導。
– 第一話から数話分をお試し用無料アプリとして提供する。

– 続きは有料版アプリとして、購入を促す。

■ 日本国内のみならず、海外向けにも配信。
– 既存全作品に英語字幕がついておりますが、今後は英語字幕なしのものもリリースしていきます。

■ ウタゴエ（株）と共同運営。

実録！レーシック手術で視
力回復！他２本
ピョコタン

爆裂メイド喫茶
なかやすまさゆき

エッコロくん
むっく

お化けの通る家
徒然まさむ

F104をつくる話
千洋少佐


