
2 組の幼なじみの兄弟 4 人が、学習とゲームの融合を目指して FEO Media を立ち上げま
した。しかし、世界規模で利益を上げ成功するまでの道のりは険しく、創業当時から苦難の
連続でした。キャッシュ フローの限られていた FEO Media は、大きなことを成し遂げたい
という一心でモバイルアプリの世界に挑戦し、目的達成に向けて粘り強く取り組みました。
その結果、モバイルアプリ「QuizClash」という大ヒット作を生み出し、4 人で始めた会社が
わずか 3 年で従業員数 40 人の規模になるまで成長しました。

4 人で協力して夢を形に

幼なじみである Willstedt 家の兄弟 Henrik と Robert、Landin 家の兄弟 Kalle と Olle の 
4 人は、スウェーデンのヨーテボリ郊外の小さな町で 2010 年に FEO Media を創業しまし
た。その時点での 4 人の経歴は、1 人が教師、1 人がテレビ プロデューサー、2 人がプログ
ラマーとさまざまでしたが、何か大きなことを成し遂げたいという思いは共通していまし
た。

4 人は教育ゲームアプリの開発に的を絞り、ソーシャル ゲームアプリ「QuizClash」を生み
出しました。歴史、グルメ、スポーツ、音楽といったさまざまなジャンルの雑学クイズについ
て、1 ラウンド 3 問、計 6 ラウンド制で友だちや他のユーザーと対戦する QuizClash ゲー
ムは、Android 端末で 1 日 40 万回ものダウンロードを達成する大ヒットゲームとなりまし
た。

世界中で各国の特色を活かしたローカライズを実現

QuizClash を開発した 4 人はゲームを製品化する最善策を見極め、2012 年 8 月にソーシ
ャル メディアの共有機能とクチコミの力を活用し、母国スウェーデンでゲームをリリースし
ました。すると、わずか 4 日でスウェーデン国内の iOS アプリチャートでトップ 5 にランクイ
ンし、今では 21 か国でローカライズされ、世界中で 5,500 万人ものユーザーに利用され
るゲームになりました。

これほど多くの国で大成功を収めた要因は何だったのでしょうか。それは国ごとの文化と
特色を生かしたローカリゼーションだ、と語るのは FEO Media で CMO を務める Henrik 
Willstedt 氏です。「ローカリゼーションで重要なことの 1 つは、簡単に済ませようとしない
ことです。新しい国に進出する場合は、その国のユーザーにスウェーデンのユーザーと同じ
楽しさを味わってもらうだけでなく、その国独自の特色も反映させることが重要です。」

FEO Media: QuizClash で AdMob を活用して世界各国で
快進撃
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FEO Media について

• http://www.feomedia.com

2 組の兄弟が 2010 年に設立した FEO Media 
は、ソーシャル ゲームを通じて楽しみながら知識
を習得してもらうことを目的とした会社。

ゴール

• 各国のユーザーがそれぞれの文化に合った独
自のコンテンツでアプリを楽しめるようにする

• 収益を拡大し、継続利用してくれるロイヤル ユ
ーザーを増やす

手法

• 各国ごとにカスタマイズされた質の高い広告を
配信し、喜ばれる広告で収益を獲得

• フリーミアム モデルを使ってアプリを収益化し、
広告掲載率の向上、トラフィックの増加、CPM の
上昇を図る

• 関連商品の販売やソーシャル共有機能によって
認知度を高めてユーザーベースを拡大

結果

• 従業員数 4 人から 40 人以上の企業に成長

• ドイツのアプリチャートで 1 位を獲得

• テレビ番組化やボードゲームと書籍の販売を通
じて業績が飛躍的に拡大

• Android での 1 日の広告リクエスト数 3 億回、
アプリ ダウンロード 40 万回を達成

• AdMob での広告掲載率 100% の威力で広告
表示回数 1 億回を達成

• ユニーク ユーザーベースが世界規模で 5,500 
万人に拡大

「広告配信を収益の柱とする当社では、AdMob のインプレッショ
ン単価の上昇に伴う増収によって、規模拡大と新市場への事業展
開が可能になりました。」

Henrik Willstedt 氏
創業者兼 CMO

概要
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AdMob を使って人気を収益に

ゲームのヒットに伴って拡大するユーザーベースを収益化するため、FEO Media はす
ぐに AdMob の利用を決めました。そして現在に至るまで 3 年以上にわたって AdMob 
を活用し、フリーミアム モデルを使って世界中で収益を上げ、驚異的な成功を収めてい
ます。「AdMob の大きなメリットの 1 つは広告の質が高いことです。広告の数が膨大で
ありながら、どの広告も高い品質を維持しています。これは特筆すべきメリットです。ま
た、AdMob を使えば遠く離れた異国のユーザーにも確実に安心して広告を配信できま
す」と Willstedt 氏は語っています。

モバイル端末の普及に伴い、AdMob のインプレッション単価は着実に上昇しています。
「広告配信を収益の柱とする当社では、AdMob のインプレッション単価の上昇に伴う

増収によって、規模拡大と新市場への事業展開が可能になりました」と Willstedt 氏。FEO 
Media では AdMob の eCPM Floor 機能を使ったことで AdMob での収益が 50% 増加
し、市場での存在感が高まったほか、広告掲載率 100% の威力によって表示回数 1 億回超
えも達成しました。

成功を糧に未来を開拓

今や QuizClash は人気テレビ番組となり、視聴者はこのゲームを使って家にいながら番組
に参加できるようになっています。さらに本とボードゲームも発売した FEO Media は、今
後も事業拡大に向けて AdMob での広告配信の最適化とイノベーションを継続していく予
定です。「AdMob が特に優れているのは、それぞれの市場ごとに最適な広告を配信できる
点です。AdMob では配信先の国に合わせて的確に絞り込まれた広告が表示されますが、
他の広告ネットワークではなかなかそうはいきません。世界各国で適切な広告を配信でき
る AdMob は驚異的なサービスです」と Willstedt 氏は語っています。

AdMob は業界有数のモバイル広告プラッ
トフォームで、世界中で 65 万個を超えるア
プリが導入。さまざまな広告フォーマット、
広告メディエーションを用いて業界トップ
の広告掲載率を実現し、2006 年よりアプリ
開発ビジネスの成功を支援。AdMob に組
み込まれた Google アナリティクスでアプリ
のパフォーマンス測定とユーザーの分類を
行うことで、データに基づく効果的な収益
化が可能。

詳細: 
http://www.google.co.jp/admob

AdMob について

「AdMob の大きなメリットの 1 
つは広告の質が高いことです。広
告の数が膨大でありながら、どの
広告も高い品質を維持していま
す。これは特筆すべきメリットで
す。また、AdMob を使えば遠く離
れた異国のユーザーにも確実に
安心して広告を配信できます。」 
 
– Henrik Willstedt 氏、 
FEO Media 創業者兼 CMO


