
 Gram Games は、世界各国の Google Play と iOS のアプリ ランキングのトップに突如上り詰めたト
ルコ発のモバイルアプリ開発スタジオです。同社では、ハードコアからカジュアル、そしてその中間に
位置するミッドコアなど、幅広いユーザー層をターゲットにした独自のモバイルゲームを開発していま
す。Gram Games が開発した「1010」は、一度プレイするとハマって癖になるゲームとして世界中で人
気を呼んでおり、Google Play だけでも 500 万人以上がインストールしています。

トップ 10 に導いたゲームへの情熱

Gram Games の最高戦略責任者であり共同創設者でもある Kaan Karamanci 氏は、
トップ 10 にランキングされるゲームを作りたいという強い思いがありました。その思
いを叶えるには、ゲームへの情熱があり、豊富な経験と才能を兼ね備えたパートナーが
必要だと考えていました。そこで、幼少期は経済的に恵まれませんでしたが、素晴らし
い才能に恵まれた開発者 Mehmet Ecevit 氏をパートナーとして迎えました。同氏は、
トルコの小さな町で育ち、大学を中退して独学でコーディングを学んだ経験がありま
す。Karamanci 氏と Ecevit 氏は長年、別々の会社でキャリアを積み上げた後、ゲーム
への熱い思いが高じて、自分たちで開発スタジオを開設することにしました。2012 年
にはベンチャー キャピタルの投資を受け、共同で Gram Games を創設しました。今で
は、トルコで急成長を遂げているベンチャー企業になりました。

Gram Games では、楽しさと創造性を重んじる企業文化が根付いています。自由で独
創的な発想が浮かびやすい環境作りのため、かつて幼稚園の教室だった場所をオフィ
スに改装し、開発チームが明るい色や心地よい職場環境に囲まれて仕事に専念できる
ようにしました。新作ゲームの開発現場では、ワンマン方式であれこれ仕切るのではな
く、チーム全体でブレインストーミングを行い、新作ゲームのアイデアを出し合っていま
す。同社は世界のトップブランドの座を目指し、会社の設立当初より、Google Apps for 
Business から Google モバイル ソリューションに至るまで、収益最大化のノウハウにつ
いて Google に相談してきました。

ユーザー基盤を世界中で拡大

Gram Games のビジネスは軌道に乗り出し、同社は成長に向けて準備を整えました。
本拠地であるトルコ以外の国や地域にも幅広く、同社のゲームアプリを配信できるよう
に Google Play の利用を開始しました。これにより、ユーザーの定着を狙ったリーダー
ボードなどの機能も、Google Play API を使って手軽に導入できるようになりました。「
プラットフォームに対する拘りはありませんが、Android の方が随分楽にユーザーを取
り込むことができると感じました」と Karamanci 氏は語ります。

Google のソリューションを導入してモバイルゲーム業界で
成功を収めた Gram Games
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Gram Games について

• www.gram.gs

目標
•  世界中のアプリ利用者数を増やす
•  アプリ収益化で会社の収益拡大を図る
•  定着率を高めてリピーター層を確保する

手法
•  世界中で利用できる、魅力的な独自のコンテン

ツを作成する
•  AdWords を導入して集客アップを促す
•  Google Play にアプリを公開して世界中に配

信する
•  AdMob のバナー広告と全画面のインターステ

ィシャル広告で収益化を図る
•  Google Play の機能を活用してユーザー エンゲ

ージメントを高める
•  AdMob の広告メディエーションで最適化を行う

成果
•  AdWords の広範なリーチ力で世界中のユーザ

ーにアプリを宣伝することができ、利用者数は 
1,500 万人に増加

•  AdWords の効率的な予算設定により、アメリカ
での平均インストール単価は 1 ドルに

•  Google のソリューションにより 1 日で 5,000 ド
ルの収益を生み出し、今ではトルコで急成長を
遂げているベンチャー企業に

•  定着率がわずか 4 か月で 14% に上昇
•  Google サービスを活用してビジネスが約 7 倍

に拡大

「プラットフォームに対する拘りはありませんが、Android の方が
随分楽にユーザーを取り込むことができると感じました。」

Kaan Karamanci 氏
Gram Games 最高戦略責任者兼共同創設者

概要



同社では、プラットフォームをまたいだ「効率的で無駄のない」開発に重点を置いてい
ます。言語や翻訳を最小限に抑えることで、世界中のユーザーがもっと簡単にアプリを
楽しんでもらえるようにしました。

これまで数々のゲームを世に送り出し、成功の足掛かりを掴んだ Gram Games は、ビ
ジネスを次の次元に引き上げるチャンスを見出しました。ところが、ある課題が立ちは
だかります。同社のゲームアプリの存在を世界中のユーザーに気付いてもらう必要が
あったのです。

AdWords を活用して成果を積み重ねる

面白いゲームを作ることは Gram Games にとって難しいことではありませんでした。
高品質なゲーム、十分なリスティング対策、ゲームの予告動画といった好要素も揃って
います。問題は、世界中の人々に同社のゲームアプリを知ってもらうことでした。同社は
会社を一気に大きくする方法を模索していました。

同社はそれまで別の広告ネットワークを利用して宣伝を行っていましたが、目ぼしい効
果はありませんでした。そんな中 AdWords を試したところ、その効果とリーチ力に驚
きました。アプリの利用者数は 1,500 万人に増え、定着率もなんと 14% まで向上しま
した。

AdWords は、目標の達成だけでなく、費用の抑制にも効果を発揮しました。たとえば、
アメリカだけを見ると、AdWords のインストール単価は 1 ドル程度でしたが、業界の
一般的な単価に比べてはるかに安価です。

AdMob で収益を得る

Gram Games では、Google のソリューションで得
た成果を踏まえ、アプリを収益化し、アプリの人気を収
益に結び付けるために AdMob の導入に踏み切りま
した。

ユーザーの利便性を損ねたくなかったので、プレミア
ム モデルでアプリを公開しましたが、成果はそれほど
上がりませんでした。そこで、アプリ内広告を導入する
ことにしました。ゲームのプレイ中には AdMob のバ
ナー広告を表示し、プレイとプレイの合間には全画面
のインタースティシャル広告を挟んでみました。

これが功を奏し、1 日で 5,000 ドルもの収益を上
げ、同社のビジネスは 7 倍にまで拡大するという目覚
ましい実績を残しました。

単なる取引先ではなくパートナーとして頼れる Google

トルコで急成長を遂げているベンチャー企業として、Gram Games は同社の成功を
後押ししてくれる Google に感謝しています。「Google は大切なパートナーとして、これ
からも末永くお付き合いしていきたいと考えています。Google のチームの方には親身
になって相談に乗っていただいており、本当に頼れる存在です。手厚く丁寧な対応のお
かげで大変助かっています」と Karamanci 氏は満足している様子です。

Gram Games は、ゲームの未来はモバイルにあると考えています。そして、ウェアラブ
ルの開発や収益化をはじめ、これからのゲームのあり方や方向性を見つけていくうえ
で、今後も Google とともに成長に向け歩み続けていきます。
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Gram Games が開発した「1010
」は、一度プレイするとハマって
癖になるゲームとして世界中で
人気を呼んでおり、Google Play 
だけでも 500 万人以上がインス
トールしています。

 AdMob は第一線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。2006 年より、さま
ざまな広告フォーマット、広告メディエ
ーション、業界トップの広告掲載率を実
現し、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/ads/admob

AdMob について


