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課題のおさらい

クルマ購入を検討している

すべてのお客様
ターゲット

グーネットを使って

クルマを購入してほしい
目的

わくわく！

楽しい！
ぶっとび！
ムーブメントが起きる！
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求める企画について
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皆さんに質問です。

「クルマ購入しようかな」
と思ったとき、どうしますか？
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・近所の販売店に行ってみる？
・ディーラーに行く？
・A社？B社？どこに行けばいい？
・時代はシェアリング？
・とりあえずネットで検索かな？

車 購入 検索

車 買い替え 検索

どうしたらいいんだろう？
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結果、世の中こうなる
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グーネットで
クルマ

買うぞー！！
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WANTED

8

とにかく！
グーネットが

ムーブメントを起こしちゃうような
クルマが売れまくっちゃうような

そんな話題となる企画

￥1,000,000



ポイント

☑クルマの購入を検討しているお客様に刺さる企画
☑「購入」に結びつく企画
☑「グーネット」が第一想起ブランドとなる
きっかけになるような企画

☑固定概念、既存事実に捉われない企画

✖ CM等マスメディアを大々的に使用するもの
✖ 飲食とのコラボ
（特に飲酒運転を想起させるようなもの）

LIKES

WARNING
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弊社について
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社 名 株式会社プロトコーポレーション

資 本 金 18億2,462万円

本 社 愛知県名古屋市中区葵1-23-14

東京本社 東京都文京区本郷2-22-2

創 業 1977年10月

設 立 1979年6月

代 表 者 代表取締役社長 神谷健司

グループ 10社(タイヤ、輸出、介護、車両検査等)

▼会社概要

未来の夢を考えることは楽しい
感動することはもっと楽しい

それに挑戦する努力はもっともっと楽しい

情報を未来の知恵に変え
夢と感動 楽しい!で

社会に貢献することを経営理念とする
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グー事業沿革

1977年10月 「月刊中古車通信(現・グー)」を名古屋にて創刊

1992年10月 「月刊中古車通信」を「月刊Goo」に名称変更

1996年10月 インターネットによる中古車情報サービス
「Goo-net」開始

→情報誌がまだ普及していない時代に始めた、中古車情報誌の先駆け
当時は「名古屋」と「静岡」のみ

→ここから全国13エリアで展開

2017年 9月 「Goo」から「グー」へ表記変更



・「カーと言えばグー！」でお馴染み、全国エリアで展開するクルマ情報誌
・中古車物件ぺージ、最新のクルマ情報にスポットを当てた特集記事が満載
・エリア最大級の物件情報で「クルマ選び」をサポート

当社の一般消費者向けサービス
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・「輸入車のある楽しい生活の提案」をテーマに、輸入車の購入支援に
役立つサービスを多数提供

・情報誌「グーワールド」
エリア最大級の中古輸入車物件を紹介。各輸入車の特徴、
旬の買い時モデル、間違いのない購入方法などアドバイスページも充実。

・ webサイト
ブランド別の中古車検索、試乗記事の閲覧、新旧モデルのカタログチェック
等が可能。また新車見積り、ローン・保険探しも。

情報
誌

情報
誌

スマホ
モバ
イル

PC

全国13エリアのクルマ情報誌

輸入車の総合情報サイト＆雑誌



スクール情報の検索ができるレッスン
情報サイト。

講座検索ではジャンルからの検索が
可能で資料請求もカンタン。
スクール選びの参考になるお役立ち
情報も満載。

車買取・車査定・中古車査定。

クルマの買取相場がネットでわかる。
車種、地域、レビュー、お店の特徴な
どから中古車買取店が選べる。
豊富な情報でクルマの乗り換え時に便
利。

愛車のメンテナンスをトータルサポート
する自動車整備のポータルサイト。

車検・点検、オイル交換、修理・塗装・
板金、持込み取付のメニューから自宅近
くの認証工場、指定工場が検索可能。
各種パーツ取付け、オイル交換、キズ･
ヘコミ修理・タイヤの交換・取付けも。

・パーツ情報誌「グーパーツ」
・webサイト

約100万件のパーツ物件情報が検索可能。
デザイン、ジャンル、適合車種、フリーワ
ード、ショップ等様々な検索方法を用意。
パーツを探しや活用法も提案。

・バイク情報誌「グーバイク」
・webサイト

物件情報の検索はもちろん、保険の
見積もり、ローンの申込みも可能。
バイクを買いたい人、活用したい人
向け。

全国のクルマパーツ情報 自動車整備工場を検索

PC スマホ

買取相場検索

PC

新車・中古バイクの総合サイト

PC スマホ

趣味・資格のスクール情報
検索サイト

PC スマホ

【その他サービス】
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情報誌

モバ
イル

スマホ
アプリ

情報誌PC

スマホ アプリモバ
イル

アプリ



「グーネット」とは？
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車を売りたい
カーショップ

車を買いたい
ユーザーmatching

グー事業のビジネスモデル

広告掲載料等 車両情報等

来店・問い合わせ
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クルマ・ポータルサイト「グーネット」
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●全国約40万台以上の中古車からクルマ探しができる

●新車のカタログを見る、保険の見積りを取る、等
かゆいところに手が届くサービスが満載！

●クルマ情報誌グーに掲載されている中古車はもちろん、
新車、保険などクルマに関する総合情報を紹介



クルマ・ポータルサイト「グーネット」

18

掲載車両1台につき

MAX80枚
までカット写真の掲載可能

安心の車選び
を実現

複数カット写真

グーネットアプリ 販売店レビュー

累計31万件以上の販売店レビュー(クチコミ)を掲載‼
実際に販売店を利用したユーザーのリアルな声を閲覧
できます



一押しサービス

オンライン予約機能
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グー鑑定



グー事業実績

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

109％増

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

109％増

【グーネット掲載店舗数】 【グーネット掲載台数】【グーネット掲載店舗数】
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グーネット掲載店舗数、掲載台数共に昨年同月比109%の成長



競合比較
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グーネット
ブランド認知

・ブランド認知は全体値としては競合社に劣っている

・ブランド利用者の評価は競合社と概ね拮抗している

グー
CVユーザー

・約8割が男性ユーザーから
・CVへ向かう程、既婚者が増加

・CV到達層は競合サイト併用者が多い

来店予約使用
ユーザー

・女性ユーザーとのマッチングが良い

・納得性、確実性、効率性を求める

グーネットユーザー属性サマリー

サービス利用者の評価は高いが

競合に対して差別化が難しい



市場環境について
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薄れていくクルマ『所有』の魅力

若者のクルマ離れ消費増税
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29歳以下のクルマ保有率…56.6％
30～59歳＝78.6％、60歳以上＝65.3％

内閣府・消費動向調査（2018.3月）

5%

3%

8%

10%



時代は購入 シェアリングへ

カーシェアリング

レンタカー ライドシェア
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クルマは専有→共有の時代へ
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こんな時代だからこそ
今一度、クルマを所有する
喜びを感じてもらいたい‼
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