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WeMade Online×dropout 共同企画スマートフォンゲームマーケティングセミナー 

「Twitter 最新活用術 ～SNS を利用したマーケティング戦略～」開催決定 

 

株式会社WeMade Online（本社：大阪府大阪市、代表取締役：崔 鍾玖、以下WeMade Online）は、株式会社dropout（代

表取締役：壱岐信人）と共同企画し、2016 年 7 月 28 日（木）に、スマートフォンゲーム業界向けセミナーを開催すること

をお知らせします。 

 

 
 

■セミナー概要 

今回のセミナーでは、Twitter を活用した、スマートフォンゲームのマーケティング戦略のノウハウの共有と参加者の

交流を深めることを目的として、Twitter Japan の現役担当者をゲストに迎え、最新活用術の講演を行います。 

ゲームタイトルのプロデューサー様や企画担当者、広告運用担当者など、現在アプリ運営・マーケティングに携わる

方であればどなたでも参加申込みが可能です。 

また、セミナーの後には、参加者間の情報交換、交流の場として交流会を用意しています。 

 

【テーマ】 

「Twitter 最新活用術 ～SNS を利用したマーケティング戦略～」 

株式会社Twitter Japan 山本 貴義様 

 

【定員】 

先着50 名 

※1 社につき 2 名様まで参加可能です。 

 

※本セミナーはゲーム会社の方を対象としておりますので、広告代理店、媒体社、人材紹介会社、個人でのお申込み、

その他、営業を目的としたお申込みはお断りいたします。 
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▽セミナーへの参加申込みはこちら 

https://goo.gl/vlPRt7 

 

【開催日時・場所】 

2016 年7 月28 日（木）19 時45 分～（受付：19 時15 分） 

 

会場： グローススペース 

〒150-0044  東京都渋谷区円山町 15-3 グランエストビル 3F 

 

▽会場の地図はこちらよりご確認ください。 

https://goo.gl/U2VA3E 

 

【申込み締め切り日時】 

2016 年7 月22 日（金）20 時00 分 

※締め切り前に予定数に達した場合は、期日前に申し込みを締め切る可能性があります。 

 

【本セミナーへの入場について】 

・本セミナーの参加は無料です。 

・お名刺2 枚と引き換えの入場となります。 

・1 社につき 2 名様まで参加可能です。 

 

【主催】 

株式会社WeMade Online / 株式会社 dropout  

 

 

■プログラム詳細 

 

【受付開始】 

19 時15 分～ 

 

 【講演】 

講演時間：19 時45 分～20 時20 分（予定） 

 

【講演詳細内容】 

テーマ：「Twitter 最新活用術 ～SNS を利用したマーケティング戦略～」（仮） 

株式会社Twitter Japan：山本 貴義様 

 

【交流会】 

・20 時20 分～21 時45 分（予定） 

※セミナー終了後、会場にて交流会を行います。立食形式で、軽食とドリンクを用意していますので、他社担当の方と

https://goo.gl/vlPRt7
https://goo.gl/U2VA3E
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の交流の場として是非ご活用ください。 

 

▽セミナーへの参加申込みはこちら 

https://goo.gl/vlPRt7 

 

■注意事項 

※本セミナー開催施設では無料Wi-Fi が使用できます。 

※本セミナーはゲーム会社の方を対象としておりますので、広告代理店、媒体社、人材紹介会社、個人でのお申込み、

その他、営業を目的としたお申込みはお断りいたします。 

※その他、本セミナーの運営に支障をきたすと判断した場合は主催者判断にて参加をお断りする場合があります。 

 

※本セミナーについてのお問い合わせは、以下のメールアドレスにご連絡ください。 

info@dropout.bz 

 

 

■株式会社WeMade Online http://www.wemadeonline.co.jp/ 

 WeMade Online は、2004 年3 月に設立され、PC オンラインゲーム及びスマートフォンゲームのパブリッシング事業を

主業務としております。2010年4月に、韓国のオンラインゲーム開発及びパブリッシングを行う『WeMade Entertainment 

Co.,Ltd.』グループの一員となり、更なる成長を目指し日本国内オンラインゲームサービス、パブリッシング運営及び現

地開発事業を展開しております。 

 PC オンラインゲームでは、GAMEcom ブランドとして「R.O.H.A.N」「SiLKROAD Revolution」「ICARUS ONLINE」の 3 タイ

トルを、スマートフォンゲームでは weme ブランドとして「レジェンドオブアトラン」「エラキス ～永遠の塔と騎士の物語

～」をサービスしております。 

 

・会 社 名 : 株式会社WeMade Online 

・設 立 : 2004 年3 月31 日 

・資 本 金 : 4.8 億円（2016 年5 月現在） 

・代 表 者 : 代表取締役社長 崔 鍾玖 

・事業内容 : 日本国内オンラインゲームサービス、パブリッシング運営及び現地開発事業展開 

         日本国内スマートフォン向けモバイルゲームサービス、パプリッシング 

 

■ 株式会社dropout (http://dropout.bz/) 

スマートフォンゲームのメディア運営や、他業種とのメディアミックス展開を得意とした企画を軸に、様々なコンテンツを

プロデュースしております。 

 

・会 社 名   : 株式会社dropout 

・設 立      : 2015 年7 月 21 日 

・代 表 者   : 代表取締役CEO 壱岐 信人  

・事業内容 : ゲームメディア運営、イベント企画/制作、広告代理販売、メディアコンサルティング 
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