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2014年 4月 8日 

報道関係各位 

GMOペイメントゲートウェイ株式会社 

GMO-PG集客支援サービス 

日本初、海外で 8万社の導入実績を持つ「ウィッシュポンド」の取り扱いを開始 

～宣伝・プロモーション・集客のキャンペーンを低価格で実施できるWebサービス～ 

 

GMO インターネットグループで非対面クレジットカード等の決済事業を展開する GMO ペイメントゲートウェイ株式会

社（東証一部：証券コード 3769 本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：相浦 一成 以下、GMO-PG）は、ウィッシュ

ポンド株式会社（代表取締役社長：白木 裕士 以下、ウィッシュポンド社）と提携し、ソーシャルメディアを活用した宣

伝・プロモーション・集客のキャンペーンが低価格で実施できるWebサービス「ウィッシュポンド」を 2014年 4月 8日

（火）より日本で初めて取り扱い開始いたします。GMO-PGでは、この「ウィッシュポンド」を「GMO-PG 集客支援サー

ビス」のひとつとして、ECサイト向けに提供してまいります。 

また、ウィッシュポンド社との提携を記念して、2014 年 5 月 15 日（木）に「SNS キャンペーン×Facebook 広告活用

セミナー」の実施を予定しております。 

 

【「ウィッシュポンド」について】 

＜「ウィッシュポンド」の主な機能＞ 

① Facebook連動機能・・・管理画面上での Facebook広告出稿や Facebook ストアの作成 

② ランディングページ作成機能(*1)・・・懸賞やクーポン等を組み合わせたランディングページ作成アプリケーション 

③ 顧客データ分析機能・・・ランディングページの閲覧者、性別、年齢、連絡先などの分析・管理 

④ メルマガ配信機能・・・取得した連絡先リストに対しての一斉メール配信サービス 

(*1)インターネット広告のリンク先や、特定の検索ワードで上位表示される、インターネットユーザーが最初に開くページのこと 

「ウィッシュポンド」は、プログラミングの知識・経験を問わず誰でも簡単に Facebookや Pinterestなどのソーシャルメ

ディアを活用したマーケティングを実施できる Web サービスです。告知サイトの制作から応募者の管理まで、「宣伝・

プロモーション・集客」のキャンペーンに必要な機能を一括して提供しています。北米を中心に世界 44 カ国語でサー

ビスを展開し(*2)、海外では UNICEF、フォード、ウォルマート、ケンタッキーフライドチキンなど 8 万社を超える企業へ

の導入実績を持ちます。日本の既存企業と比べて、29 ドル/月（2,900 円/1 ドル=100 円換算）からと低価格で利用で

きるのが特徴です。 

GMO-PG の決済代行サービスを導入いただいている加盟店は、ネットショップの売上向上を支援する「GMO-PG 集

客支援サービス」を通じて「ウィッシュポンド」を利用することで、Facebook をはじめとするソーシャルメディアを利用し

たキャンペーンを低価格で簡単に実施することが可能になります。また、日本での「ウィッシュポンド」の取り扱いは

「GMO-PG 集客支援サービス」が初めてとなり、これまでドル建てでしか利用できなかった「ウィッシュポンド」を円建

てで利用することができます。 

さらに「GMO-PG 集客支援サービス」では、Facebook を活用したキャンペーンや Facebook 広告を GMO-PG が一

括してコンサルティングする「Facebook広告運用代行サービス」を提供しており、併せて利用することでFacebookに

関わる作業や支払いを一本化することが可能となります。 

(*2)ウィッシュポンド社調べ 
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【「ウィッシュポンド」取り扱い開始の背景】 

GMO-PG は、ネットショップを中心とする 4 万 6,000 店を超える加盟店に、クレジットカードをはじめとする各種決済

手段を提供する一方、加盟店のネットショップの売上向上を支援するべく「GMO-PG 集客支援サービス」

（  http://www.gmo-pg.com/ad ）を展開し、現在 100 社を超える加盟店にご利用いただいております。特に

Facebook 広告の取扱いについては加盟店の皆様から大変ご好評をいただいており、Facebook 社主催の広告コン

テストで優秀賞を受賞いたしました(*3)。 

近年、Facebook をはじめとするソーシャルメディアを使用したマーケティング支援の市場は、ソーシャルメディアの利

用者増加を背景に、2012年度には 69億 2,000万円（対前年比 17.5％増）となり、さらに 2015年度は 86億 6,000

万円に達すると予想(*4)され、市場は拡大を続けております。 

しかしながら、企業がソーシャルメディア上でキャンペーンを実施する場合、告知サイトの制作、キャンペーンフォーム

やアンケート表の作成、応募者のメールアドレス等の管理、当選者への通知といった様々な作業が発生し、これまで

日本では、こうした作業を一括提供するキャンペーンツールの利用料金は安くても月額 5 万円以上と高額で、手軽に

キャンペーンを行うことは容易ではありませんでした。 

こうした背景から、このたび GMO-PG は決済サービスをご利用いただいている加盟店のお客様へ、ウィッシュポンド

社の「ウィッシュポンド」をご提供するべく、「GMO-PG 集客支援サービス」において、日本で初めて取り扱いを開始い

たしました。 

(*3) Facebook 社が 2014 年 1 月日本で初めて実施した、Facebook 広告の活用・運用実績の優れた代理店を表彰する「アカウントサポートキャ
ンペーン」 

(*4) 出典：株式会社矢野経済研究所「ソーシャルメディアマーケティング支援市場に関する調査結果 2012」 

 

<キャンペーンサイトイメージ画像>
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【提携記念セミナーについて】 

GMO-PGでは、このたびのウィッシュポンド社との提携を記念して、2014年 5月 15日（木）に「SNSキャンペーン×

Facebook 広告活用セミナー」を実施します。 

 

【GMOペイメントゲートウェイ株式会社について】 

GMOペイメントゲートウェイは、ネットショップや SNS・スマートフォン上で展開するコンテンツなどの非対面販売型の事業

者、NHK など月額料金課金型の事業者、並びに日本年金機構や東京都等の公的機関など 4 万 6,000 店舗以上（GMO

ペイメントゲートウェイグループ 2013年 12月現在）の加盟店に、クレジットカードをはじめとする決済処理サービスを提供

しております。消費者と事業者にとって安全性が高く便利な決済を実現し、日本の決済プロセスのインフラになることを目

指しております。決済業界のリーディングカンパニーとしてイノベーションを牽引し、日本の EC化率の向上に貢献いたしま

す。 

 

【関連 URL】 

・ウィッシュポンド社サイト URL ： http://www.wishpond.jp/home/  

・GMO-PG集客支援サービスページ URL ： http://www.gmo-pg.com/ad 

・GMO-PG コーポレートサイト URL ： http://corp.gmo-pg.com/ 

・GMO-PG サービスサイト URL ： http://www.gmo-pg.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【GMOペイメントゲートウェイ株式会社】 （URL：http://corp.gmo-pg.com/） 

会 社 名 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 （東証第一部 証券コード：3769） 

所 在 地 東京都渋谷区道玄坂１丁目 14番 6号 ヒューマックス渋谷ビル 

代 表 者 代表取締役社長 相浦 一成 

事 業 内 容 ■クレジットカード等の決済処理サービス及び付帯するサービス 

 

【GMO インターネット株式会社】 （URL：http://www.gmo.jp/） 

会 社 名 GMO インターネット株式会社 （東証第一部 証券コード：9449） 

所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26番 1号 セルリアンタワー 

代 表 者 代表取締役会長兼社長・グループ代表 熊谷 正寿 

事 業 内 容 ■WEB インフラ・EC事業 ■インターネットメディア事業 

■インターネット証券事業 ■ソーシャル・スマートフォン関連事業 

 

日 時 2014年 5月 15日（木）13：30～15：30（13：00開場） 

場 所 GMOペイメントゲートウェイ大会議室（東京都渋谷区道玄坂 1-14-6 ヒューマックス渋谷ビル B1F） 

対 象 GMOペイメントゲートウェイの決済代行サービスをご利用中の加盟店 

参 加 費 無料 

募集人数 20名 ※ご応募多数の場合は抽選となりますので予めご了承ください。 

申込方法 下記 URLのフォームよりお申込ください。 

問合せ先 
GMOペイメントゲートウェイ 企業価値創造企画室 集客支援グループ TEL：03-3464-1215 

URL： https://www.gmo-pg.com/pg_advertising/ad-seminar13 

Copyright (C) 2014 GMO Payment Gateway, Inc. All Rights Reserved. 

【報道関係お問い合わせ先】 

●GMOペイメントゲートウェイ株式会社 

 企業価値創造戦略 統括本部 IR・広報グループ 

TEL：03-3464-0182 FAX：03-3464-2387 

E-mail：ir@gmo-pg.com 

●GMOインターネット株式会社 グループ広報・IR部 細田・石井・島田 

TEL：03-5456-2695 FAX：03-3780-2611 

E-mail：pr@gmo.jp 

 

【サービスに関するお問い合わせ先】 

●GMOペイメントゲートウェイ株式会社 

 企業価値創造戦略 統括本部  集客支援グループ 

TEL：03-3464-1215 FAX：03-3464-2387 

E-mail：info-ad@gmo-pg.com 

 


