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各位

エメットクリエーション 株式会社

2015 年、スマホアプリでもっとも視聴された動画
〜発表！2015 年間 BEST 動画 トップ20！〜
エメットクリエーション 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 柳本創、以下EMET社）
は、同社が開発・運営する動画アプリViMET（ビメット：http://appstore.com/vimet）にお
ける、動画視聴回数や視聴秒数を基に独自に集計した「2015 年間 BEST 動画 トップ20」を、
本日発表いたしました。
EMET社は、話題の動画が直感的にサクサク観れるアプリとして「ViMET」を今春に公開し、
β版だけで累計30万人がダウンロードしており、月間平均動画視聴回数は500万回となってい
ます。
本ランキングは、「ViMET」内で今年視聴された約8万タイトルの動画のうち、日本全国のユー
ザーの皆様に視聴された回数(※1)等を基にポイント集計されております。
2015 年、スマートフォン上で、今年 1 年皆様から愛され視聴されたムービーのランキング上
位20動画の発表となりますので、ぜひご注目ください。

＜発表ランキング＞
・2015 年間 動画視聴回数(※1)ランキング（TOP20）
・2015 年間 ViMET内 like率(※2) ランキング (TOP10)
・2015 年間 面白系動画ランキング (TOP10)
・2015 年間 感動系動画ランキング(TOP10)
・2015 年間 国内企業CM動画ランキング(TOP10)
※1

動画視聴回数・・・アプリ内で５秒以上視聴された動画の再生回数。

※2

like率・・・アプリ内でlikeボタンを押された回数/再生回数。アプリ内で5千再生以上された動画のみ集計。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
エメットクリエーション株式会社 代表取締役 柳本 創
E-mailアドレス: so@emet.jp
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2015 年間 動画視聴回数 ランキング（TOP20）
順位

pt

タイトル

配信元

1

350014 pt

完コピ！オリラジが「ラッスンゴレライ」をやってみた ！
8.6秒バズーカーも驚愕！

MAiDiGiTV さん

2

239617 pt

家族の夢〜ストラーダ「美優Navi」スペシャルWEBムービー

Channel Panasonic Oﬃcial さん

3

208853 pt

もし美男美女カップルが、スマホ操作で振動する
「セクシー下着」を身につけたら・・・

TABI LABOさん

4

191444 pt

町中の電線に “大人のおもちゃ” がぶら下がりまくり！
米ポートランドで流行中か

ロケットニュース24 さん

5

183091 pt

石原さとみの ぷにぷにダンス〜がんばるわたしのためのワルツ〜
果汁グミ

meiji さん

6

176905 pt

橋本環奈、CMで“バカッコイイ”技に挑戦
CM「バカッコイイ」篇

oriconoﬃcial さん

7

158154 pt 【ラグビーワールドカップ】南アフリカ vs 日本 ハイライト

8

157699 pt

彼も立派な日本代表！？オーディション番組に
タンバリン片手に登場した日本人

Spotlight さん

9

154631 pt

例え裏切られても。堀江貴文さんが卒業生に伝える
彼らしいメッセージが話題

grape さん

日清食品カップヌードル

J SPORTS さん

エグスプロージョン
チャンネル さん

10

152088 pt 「本能寺の変」 踊る授業シリーズ 【踊ってみたんすけれども】

11

151978 pt

『これは萌える』犬に触りたい赤ちゃんが逆に・・・
可愛すぎ！！

vimet.tv

12

147661 pt

人気モデル・マギーがセクシーすぎる下着姿を披露
一番お気に入り下着は？

AOL News さん

13

146439 pt

橋本環奈のリアル素顔♡ これが、1000年に一人の
美少女のオフショット動画だ！

ヤンマガch 講談社 さん

14

142826 pt

最強の絶叫マシン！ まるで宇宙飛行士の訓練のような
新型アトラクション！

9post さん

15

141049 pt

16

138880 pt

紙飛行機をスマホで操作可能にするラジコンキットが凄い！！

9post さん

17

135650 pt

浜田ばみゅばみゅ『なんでやねんねん』MV公開！
「可愛すぎる」と話題に

AOL News さん

18

135372 pt

ライトセーバー剣道ヤバイ！

KANDA NEWS NETWORK さん

19

134707 pt

［神業］ドッジボールの試合で飛び出したスーパープレイ！！

神動画チャンネル さん

20

132625 pt

イチローに打てないものは世界に無いことMLBで証明。
ナインも呆然ｗｗ

ICHIRO 51 TV さん

Gカップアイドル、4DXで揺れまくり!濡れまくり!
『アップルシード アルファ』４DX体感試写会

シネマトゥデイ さん

2015年の動画視聴回数ランキングでは、プロの芸能人・有名人が出演する動画が上位にランクインし
ました。なかでも石原さとみ、橋本環奈、マギーなど、2015年を代表する女性芸能人が出演する動画は、
5秒以内に飛ばされることなく多くの人に視聴されていました。 また、ノンプロの動画についても、海外
TVの翻訳やスポーツ関連動画等を中心にTOP20にランクインしました。 一方で、YouTuber関連や政
治・時事関連の動画は上位にはランクインせず、ソーシャルメディア内でのバズの印象とは必ずしも相関
しないランキング結果となりました。

エメットクリエーション 株式会社

2

NEWS RELEASE

2015/12/27

2015 年間 ViMET内 like率 ランキング (TOP10)
like率
（%）

順位

タイトル

配信元

1

12.05 「猫キタァァ！」猫が大好きな赤ちゃんの喜びっぷりが可愛すぎる！

Spotlight さん

2

11.28 着たまま、パンティとブラジャーはずしてみました♪

芳沢ローラ チャンネルさん

3

10.40 甘えん坊の白い犬、サモエドがもふもふで可愛い

FEELY さん

4

10.15

1日だけで200万回再生！ママの歌声に、感動して泣き
出す赤ちゃんが可愛すぎる

FEELY さん

5

9.54 『三つ子の赤ちゃんが可愛すぎて笑える癒し動画集』

wakuwaku TVさん

6

9.19 可愛すぎ！遠吠えの練習をするハスキー犬の赤ちゃん

クレイジー さん

7

9.16 【Vine】Twitterで話題！おもしろい高校生の6秒動画

おもしろ動画チャンネル さん

8

9.14 MIMIMIダンス♡元祖MIMIMIダンス・めっちゃ可愛い水着の３人組！ Twitter

9

8.84 【日本語字幕】世界中が涙したタイの感動CM

Prajak Arunthongチャンネル さん

8.37 お尻ばかりに目がいってしまうフラフープ動画がエロい！

ViRATES さん

10

2015 年間 面白系動画ランキング (TOP10)
順位

pt
1 208853 pt

2 191444 pt

タイトル

配信元

もし美男美女カップルが、スマホ操作で振動する
「セクシー下着」を身につけたら・・・

TABI LABOさん

町中の電線に “大人のおもちゃ” がぶら下がりまくり！
米ポートランドで流行中か

ロケットニュース24 さん

3 157699 pt

彼も立派な日本代表！？オーディション番組に
タンバリン片手に登場した日本人

Spotlight さん

4 138880 pt

紙飛行機をスマホで操作可能にするラジコンキットが凄い！！

9post さん

5 135372 pt

ライトセーバー剣道ヤバイ！

KANDA NEWS NETWORK さん

6 113443 pt

【歴史を学ぼう】 ムキムキ兄貴のナマ着替え風「男性水着100年
の歴史動画」が再生回数200万回超の大ヒットに

ロケットニュース24 さん

7 104602 pt

フランスで行われたフラッシュモブ「All You Need Is Love」の
雰囲気が、うらやましすぎる

TABI LABOさん

8

95427 pt

9

91854 pt 「女の子だから車の運転ニガテなの…。なーんちゃって」

10

86269 pt

Twitterで話題となったおもしろ6秒動画まとめ

【耳から離れない】湘南乃風「純恋歌」のアカペラ『パスタ作っ
たお前』の中毒性がヤバい

エメットクリエーション 株式会社

一瞬で笑える動画まとめch さん
izumi yusu2チャンネル さん
ロケットニュース24 さん
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2015 年間 感動系動画ランキング (TOP10)

順位

pt

タイトル

配信元

1 239617 pt

家族の夢〜ストラーダ「美優Navi」スペシャルWEBムービー

Channel Panasonic Oﬃcial さん

2

93425 pt

【世界が泣いた！】幼少時に救ったライオンとの再会！ライオン
の反応に涙が止まらない！！

いいねニュース さん

3

74352 pt

MOM'S 1ST BIRTHDAY ママも１歳、おめでとう。

パンパース公式 さん

4

65345 pt ヤフーニュースで話題となった泣けるCM 盛岡の音楽教室 東山堂

5

59935 pt

二年ぶり、感動の再会に喜びが大爆発！ワンちゃんの甘えぶりが
熱烈すぎる

grape さん

6

46209 pt

プレゼントのクマのぬいぐるみが可愛そうな事に…トラックのな
い世界が悲しい

Buzzall さん

7

32701 pt

片腕の無い15歳の少女。会場を熱狂させる迫力のダンスに感動

ワッツ さん

8

26325 pt

『母の日』に娘から父へのプレゼント。３つめの贈り物に気づい
た時、涙が…

grape さん

9

22906 pt

これは泣ける… 結婚式に突然現れたのは、少年時代の息子だった

ワッツ さん

10

21269 pt

被爆の３日後に走り始めた、広島の路面電車。人々に勇気を与える
姿に感動…

grape さん

感動の動画集チャンネル さん

2015 年間 国内企業CM動画ランキング (TOP10)

順位

pt

タイトル

企業名

1 239617 pt

家族の夢〜ストラーダ「美優Navi」スペシャルWEBムービー

Panasonic

2 183091 pt

石原さとみの ぷにぷにダンス〜がんばるわたしのためのワルツ〜
果汁グミCM

明治

3 176905 pt

橋本環奈、CMで“バカッコイイ”技に挑戦
ルCM「バカッコイイ」篇

日清食品

4 147661 pt

人気モデル・マギーがセクシーすぎる下着姿を披露
一番お気に入り下着は？ （PEACH JOHN春の新作MOVIE）

日清食品カップヌード

PEACH JOHN

5 121974 pt ふんわり鏡月CM『すっごく』篇

サントリー

6

93888 pt

映画『テッド2』TVスポット「サンダー・バディ編」

ユニバーサル・ピクチャーズ

7

93690 pt

武井咲の可愛すぎる本気のキス顔がネット上で話題
シチュエーションは？ 氷結CM

8

91448 pt

【土屋太鳳・松井愛莉・広瀬すず出演】ロッテガーナCM チョコ
びらき篇

9

81676 pt 映画「ビリギャル」プロモーション映像

東宝

71625 pt テラスハウス ボーイズ＆ガールズ イン・ザ・シティ 特別映像

Netﬂix Japan

10

理想のキス

キリンビール

ロッテ

2015年の国内企業CM動画ランキングでは、企業の広告でありながらも１つのコンテンツとして完結し
ている動画が飛ばされず、視聴回数が伸びる傾向が色濃く出ました。また、”可愛い””セクシー”といった内
容を連想させるワードがタイトルに含まれている動画の視聴回数が伸びている傾向がありました。感動系
の動画についてはユーザーの視聴環境が限定されるため、１位のPanasonicは例外として視聴回数が全体
的に伸び悩む中で、動画のクオリティーに関わらずユーザーの視聴状況を要因に飛ばされてしまう傾向が
強かったと考えられます。
エメットクリエーション 株式会社

4

