
『Pet』アプリ紹介資料

調査方法：インターネット調査/調査概要：2022年2月期 アプリのイメージ調査/実施委託先：日本コンシューマーリサーチ

202207ver.

月間 
100万PV 

突破



2

1.『Pet』の概要 

2.『Pet』の機能 

3.『Pet』のコミュニティー 

4.『Pet』の実績 

5.『Pet』のメディア報道 

6.『Pet』のオフラインイベント 

7.『Pet』の産学連携 

8.『Pet』の運営会社

アジェンダー



3

１.『Pet』の概要
『Pet』とは：ペット好きの方に便利な機能を提供する総合アプリ

https://pet.nga-x.com
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ペットを飼っている方

ペットを飼いたいけど飼えない

ペット関連事業者（店舗・メーカーなど）

『Pet』のユーザー

１.『Pet』の概要

動物愛護団体・協会
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ペットとの楽しい日常を投稿できる！ 
みんなのペットを見て癒される！

好きな投稿に「いいね」やコメントを
残して、みんなと交流できる！

２.『Pet』の機能①SNS
ペット友とチャットで 
仲良くなる！

ペットポイントをゲットして 
ペット友にギフトをあげよう！
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店舗の写真・動画・営業時間・
メニューをチェック。 
チャットでオンライン予約OK、
クーポンもゲットできる。

ジャンル別に店舗一覧を表示。
キーワード検索はもちろん、 
こだわり条件で絞り込みもOK。

２.『Pet』の機能②施設情報検索
ペットサロン・病院・ホテル・ 
ペットOKのレストランやホテ
ル、遊びスポットなど、施設情
報が満載。

地図を見ながら 
店舗を探すことも可能。
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２.『Pet』の機能③ECモール
『Pet』厳選のペット関連商
品を販売。オフィシャル
ショップだから安くて安心。

住所と支払い方法と登録すれば、3クリックだけで簡単購入。 
商品購入にPetPonitを利用可能。

注文履歴、発送状況も 
アプリ内で確認できる。
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２.『Pet』の機能④鼻紋認証技術による個体識別

ペットの写真3枚をアップロードすること
で、簡単で鼻紋登録が完成。

迷子になったペットの鼻紋を撮って、データ
ベースと照合することでペットを特定。

※特許第6795243号

誰でも手持ちのスマホで迷子対策！迷子の早期発見につながる。入口から保護動物の流入を減らす。
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里親募集も、里親応募も完全無料！可愛いペットたちに温かい家を！出口で保護動物の数を減らす。

２.『Pet』の機能⑤里親
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３.『Pet』のコミュニティー
多彩なキャンペーン、活発なユーザー投稿
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「Pet」キーワード検索１位🏆、iOS& Android平均評価4.9⭐⭐⭐⭐⭐

４.『Pet』の実績
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NO.1 三冠獲得 👑 
・便利だと思うアプリNO.1  
・おすすめしたいアプリNO.1  
・癒されると思うアプリNO.1 

４.『Pet』の実績

調査方法：インターネット調査 / 調査概要：2022年2月期 アプリのイメージ調査 / 実施委託先：日本コンシューマーリサーチ



13

国内外の多くのメディアに報道された

5.『Pet』のメディア報道
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2021.10.13【日本経済新聞】 
NGA、ペット愛好家向けアプリ　スマホ関連先行 米国に続き関心

５.『Pet』のメディア情報
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2022.06.10【TBS】 
朝の情報番組「THE TIME」での報道

５.『Pet』のメディア情報
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2022.06.29【TV TOKYO】 
WBS（ワールドビジネスサテライト）での報道

5.『Pet』のメディア情報
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『Pet』ブース風景 
＠「九十九里ビーチドッグフェスティバル2021」

223人分  
/ 1日 

アンケート回収

多くの方がアンケートに参加。 
期待の声がたくさん！

「九十九里ビーチドッグフェスティバル2021」に出展。 
1日で500人が来場、223人がアンケートに参加。

６.『Pet』のオフラインイベント
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６.『Pet』のオフラインイベント
日本最大Pet展示会「Interpet 2022」に出展。

データ 

▽時　間 
2022年3月31日(木) 
　　   ~4月3日(日)  
▽場　所 
東京ビッグサイト 
東8ホール D005  
▽来場者数 
全体：48,000人+ 
ブース：4,000人+ 
ペット：1,000+ 
行列継続率：90%+



19

７.『Pet』の産学連携
『Pet』は一橋大学ビジネススクール研究ケースとして採用。

⼀橋⼤学ビジネススクール国際企業戦略研究科 
『デジタルイノベーションとトランスフォーメーション』
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８.『Pet』の運営会社

社会課題をアプリで解決するビジョンを持って、 
ユーザーに微笑み溢れる未来を届けるグローバルチーム

     会社：株式会社NGA 

     住所：東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階 

　   HP：https://nga-x.com 

Pet HP：https://pet.nga-x.com 

  Email：pet@nga-x.com 

        Tel：03-6807-5944

http://nga-x.com
http://pet.nga-x.com
mailto:pet@nga-x.com


Petとの楽しい毎日を
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INTRODUCTION 

The information provided by NGA for general informational purposes only. All information  is provided in good faith, however we make no representation or 
warranty of any kind, express or implied, regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability or completeness of any information on the document. 

Under no circumstance shall we have any liability to you for any loss or damage of any kind incurred as a result of the use of the document or reliance on any 
information provided on the document. Your use of the document and your reliance on any information on the document. 

The document  cannot and does not contain legal advice. The legal information is provided for general informational and educational purposes only, and is not a 
substitute for legal advice. 

Accordingly, before taking any actions based upon such information, we encourage you to consult with the appropriate legal professionals or licensed attorneys. 
We do not provide any kind of legal advice. The use or reliance of any information contained on this document is solely at your own risk. 

LEGAL DISCLAIMER from NGA  
Last updated [2022/01/01]


