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App Annie 收购  Distimo 并获得新一轮融资  
 

收购和融资进一步巩固了App Annie在移动应用分析和市场数据平台领域第一的地位 
 

旧金山和阿姆斯特丹  -- 2014 年  5 月  28 日 -- 全球领先的应用分析和市场数据提供商 
App Annie 今天宣布收购移动分析公司 Distimo，以及获得新一轮 1700 万美元的融资
。Distimo 融入 App Annie 团队使移动应用数据行业的顶尖人才得以携手合作，加速
推进 App Annie 产品路线图，持续开发最先进的移动应用生态分析平台。这是 App 

Annie 的首次收购，通过现金和股权组合完成，交易条款暂未披露。 
 

App Annie 的产品和服务对全球最大公司的业务运营至关重要，这些公司包括收入前 
100 位应用发行商中的 90%。过去一年里，App Annie 的员工数量增长了两倍，注册
商业用户增长至 25 万。目前共有 60 万个应用使用 App Annie 和 Distimo 的分析平台

，总注册商业用户数将达到27万个。 
 

“App Annie 成立于移动应用生态系统诞生之初。她的使命一直是为用户和客户提供
最好的数据指标和洞见，帮助他们更好地运营应用业务，”App Annie CEO Bertrand 
Schmitt 表示。“我们自移动应用生态系统全面启动之初便是行业的一部分，而这次
收购是 App Annie 成长的重要里程碑，让我们能够加速实现产品路线图。我们为能够
引进 Distimo 团队的人才感到兴奋，并期待他们未来能在 App Annie 旗下实现新的目

标。” 
 

Distimo CEO Vincent Hoogsteder 表示，“我们加入 App Annie 团队完全在情理之中
。我们有着共同的愿景，渴望为应用行业的每个人提供最优秀的数据和分析平台。我

们对前行的道路和将要成就的事业充满期待。” 
 

作为收购的一部分，Distimo创始人将在新团队中扮演关键角色。Distimo 的荷兰总部
将成为 App Annie 的欧洲研发中心。Distimo 团队将融入 App Annie 全球各办公室，
将整个团队规模扩大至 240 人，使其成为应用分析和市场数据行业当之无愧的引领者

和创新者。 
 

除此次收购外，App Annie 还宣布了新一轮 1700 万美元的融资。投资方包括现有的
投资者 IDG 资本、Greycroft Partners 和红杉资本。此轮融资使得 App Annie 总融资

金额达到 3900 万美元，资金用于加速投入新产品、新平台和新市场。 
 

了解 App Annie 产品的更多信息，请访问：www.appannie.com 
 

关于 App Annie 
App Annie 是移动应用和数字内容时代数据分析和市场数据的行业领导者。App 

Annie 的平台帮助企业主、市场人员和投资者了解其自身应用业务状况以及整个应
用市场的趋势，帮助他们更好地制定产品、国际化、营销和投资策略相关的市场决

策。排名前 100 的应用发行商中，超过 90% 选择使用 App Annie 的产品和服务，



共有超过 60 万应用使用 App Annie Analytics 工具追踪下载量、收入、排名和评
价。App Annie 追踪了超过 600 亿的下载量和 170 亿美元的应用商店收入。App 
Annie 是私有公司，总部位于旧金山，共有超过 240 名员工，在阿姆斯特丹、北
京、香港、伦敦、莫斯科、纽约、首尔、上海和东京设有办公室。更多信息请访问

：www.appannie.com 
 

关于 Distimo 
Distimo 成立于 2009 年，是一家私有公司。公司旨在为参与移动应用市场竞争的
企业和个人提供最好和最实用的应用情报。公司总部位于荷兰，在旧金山、纽约、

伦敦、首尔和东京设有办公室。公司的投资方包括 Wellington Partners，由 
Jordan, Edmiston Group, Inc 公司提供咨询。 

 
 

JAPANESE 
 

App Annieが Distimoを買収、新たな資金調達を実施  
 
 

今回の買収・資金調達により、アプリアナリティクスと市場データ 
プラットフォームとして、さらなる製品の進化を可能にします。 

 
 

サンフランシスコ・アムステルダム—2014年 5月 28日 
アプリアナリティクスと市場データのリーディングカンパニーである App Annie
（本社：サンフランシスコ、CEO：Bertrand Schmitt）は、モバイルアナリティ
クス会社の Distimoの買収と$1700万ドルの資金調達を実施致しましたので、お
知らせします。Distimoが App Annieのチームに加わる事で、モバイルアプリデ
ータに関する優秀な人材が加わり、モバイルアプリのエコシステムを分析するも

っとも進んだプラットフォームを作るためのロードマップを加速させてまいりま

す。これは App Annie にとって最初の買収で、現金と株式によって行われます。
なお、買収額については公表していません。 

 
App Annieの製品・サービスは アプリ売上トップ 100の会社の 90％以上を含む
世界中の大手企業にとって必要不可欠なものとなっています。App Annieは昨年
従業員数を 3倍に増やしました。また、Distimoと合わせ、600,000のアプリ、

270,000のビジネスユーザーに利用されています。 
 

App Annie CEO, Bertrand Schmittのコメント 
「私達はアプリのエコシステム初期に会社をスタートし、データや分析を提供す

る事でユーザーやお客様のアプリビジネスをサポートする事をミッションにして

きました。その中で、今回の買収は App Annieの成長にとって大きなマイルス
トーンであり、App Annieのこれからの製品ロードマップを加速させるものです。



優秀な Distimoのメンバーが App Annieに入り活躍してくれる事を楽しみにして
います。」 

 
Distimo CEO, Vincent Hoogstederのコメント 

「私達はアプリ業界の人にデータとアナリティクスを提供するというビジョンを

共有していて、App Annieの一員となる事はとても理にかなったものです。これ
からの展開をとても楽しみにしています」 

 
今回の買収において、Distimo創業者は今後、App Annieで重要な役割を担いま
す。オランダの Distimo本社は App Annieのヨーロッパにおける R&Dセンター
となります。Distimoの従業員は App Annieの各地のオフィスで働く事となりま
す。合計の従業員はグローバルで 240名となり、アプリアナリティクスと市場

データをより革新的なものにしてまいります。 
 

買収に加え、App Annieは既存の投資家である IDG Capital Partners, Greycroft 
Partners, Sequoia Capitalから$1700万ドルの資金調達を行いました。これによ
り、これまでの資金調達の額が$3900万ドルとなり、今回の買収の一部や製品

開発、マーケティングや市場開発にあてられます。 
 

App Annieの製品詳細については、www.appannie.comをご覧ください。 
 
 

App Annieについて  
 

App Annieはアプリアナリティクスと市場データは、アプリ・デジタルコンテン
ツ業界のスタンダードとして利用されています。App Annieのプラットフォーム
は、アプリビジネス経営者やマーケッター、投資家などから、自社のアプリ・競

合他社のアプリの状況を理解する事で、製品開発やマーケティング、投資戦略な

どの意思決定に活用されています。App Annieは現在、アプリ売上トップ１００
企業の９０％以上で利用されており、６００，０００以上のアプリにおいてダウ

ンロードや売上、ランキング、レビューのトラッキングに利用されています。こ

れまでに累計、６００億ダウンロード、１７０億ドルをトラッキングしています。

App Annieは非公開のグローバル企業で、２４０名の従業員がいます。サンフラ
ンシスコが本社でアムステルダム、北京、香港、ロンドン、モスクワ、ニューヨ

ーク、ソウル、上海、東京にオフィスがあります。 
詳細については、www.appannie.comをご覧ください。 

 
Distimoについて  

２００９年創業の非公開企業で、アプリ業界関係者向けに最も優れたアプリイン

テリジェンスを提供する事を目的として設立されました。オランダを拠点として、

サンフランシスコ、ニューヨーク、ロンドン、ソウル、東京にオフィスがありま

す。Jordan Edmiston Group, Inc. のアドバイスにより、Wellington Partnersの出
資を受けております。 



 
RUSSIAN 

 
App Annie поглощает Distimo и привлекает новый раунд инвестиций 

 
 

Данное приобретение и инвестиции помогут App Annie развивать 
платформу номер один для аналитики и маркетинга. 

 
 

Сан-Франциско, Амстердам — Май 28, 2014 — App Annie, лидер рынка в 
сфере аналитики и информации по рынку мобильных приложений сегодня 

анонсирует покупку Distimo, компании, занимающейся аналитикой 
мобильных приложений, и кроме того сообщает о привлечении 

дополнительных US$17 миллионов в виде  нового раунда инвестиций. 
Присоединение команды Distimo к App Annie позволяет собрать воедино 
лучшие умы в сфере информации о рынке мобильных приложений, 

помогает App Annie ускорить разработку новых продуктов и продолжить 
работу над развитием лидирующей платформы для аналитики экосистемы 
мобильных приложений. Это первое приобретение App Annie, оно основано 
на комбинации капитального вложения и перераспределения долей в 

компании на нераскрытых условиях. 
 

Продукты и сервисы App Annie являются важнейшим инструментом для 
крупнейших компаний в мире, включая 90 процентов ТОП 100 издателей по 
прибыли. За предыдущий год компания App Annie выросла в три раза по 
количеству сотрудников. Совместно на аналитику App Annie и Distimo 
полагаются разработчики более чем 600 000 мобильных приложений, с 
общим числом более 270 000 зарегистрированных бизнес-пользователей. 

 
«Мы основали компанию в период зарождения экосистемы мобильных 
приложений и наша миссия всегда концентрировалась на необходимости 

предоставления лучших метрик и улучшения понимания бизнеса 
мобильных приложений для клиентов и пользователей наших продуктов», 
— говорит Бертран Шмитт, CEO App Annie. «Для нас, как части экосистемы 
мобильных приложений с момента ее становления, это приобретение 

является существенным шагом в процессе развития App Annie и позволяет 
ускорить разработку новых сервисов и продуктов. Мы рассчитываем на 

самую скорейшую интеграцию команды Distimo в App Annie и 
воодушевлены тем вкладом и проектами, которые можно будет 

реализовать совместно.» 
 

Винсент Ходстедер, CEO Distimo, сказал: «Присоединение к команде App 
Annie для нас является очень важным шагом. Мы разделяем взгляды App 
Annie на то, что необходимо давать самую качественную информацию на 
рынке мобильных приложений и предоставлять лучшую аналитическую 
платформу. Мы возлагаем большие надежды на наши совместные 



результаты и на тот путь, что нас ждет.» 
 

Частью сделки по поглощению является совместное участие основателей 
компаний в работе команды на ведущих ролях. Головной офис Distimo в 
Голландии станет центром R&D (НИОКР) в Европе, сотрудники Distimo 
будут полностью интегрированы в команду App Annie по всему миру, 

увеличив численность персонала до 240 человек, которые будут создавать 
самую инновационную аналитическую платформу. 

 
В дополнение к данному поглощению, компания App Annie привлекла 

дополнительные 17 миллионов долларов от существующих на сегодняшний 
день инвесторов: IDG Capital Partners, Greycroft Partners и Sequoia Capital. С 

этой сделкой общая сумма привлеченных инвестиций в компанию 
составила 39 миллионов долларов. Часть данных средств использовалась 

для осуществления данной сделки, другая для развития продуктов, 
платформ и рынков. 

 

Узнать больше о продуктах App Annie можно по ссылке: 
www.appannie.com/ru 

 
О компании App Annie 

App Annie является мировым лидером и стандартом для аналитики и 
исследования рынка в сфере мобильных приложений и цифрового 

контента. Инструменты App Annie помогают владельцам бизнеса в сфере 
мобильных приложений и инвесторам понять как пути развития 

собственных продуктов, так и глобальные тенденции. С использованием 
этих инструментов они могут принимать более эффективные решения по 
развитию продуктов, маркетингу и инвестиционной стратегии. App Annie 
используют более 90 процентов ТОП 100 издателей с более чем 600 000 
приложениями, подключенных к App Annie Analytics для отслеживания 

собственных данных, количества загрузок, прибыли, рейтингов и отзывов. 
App Annie мониторит преимущественное количество загрузок и прибыли по 
всему рынку мобильных приложений, а это на сегодняшний день более 60 
миллиардов загрузок и 17 миллиардов долларов прибыли. App Annie 

является частной международной компанией с более чем 240 сотрудниками 
по всему миру и офисами в Амстердаме, Пекине, Гонконге, Лондоне, 
Москве, Нью Йорке, Сеуле, Шанхае, Токио, а также головным офисом в 

Сан-Франциско. Детальная информация доступна по ссылке 
www.appannie.com/ru 

 
О компании Distimo 

Основанная в 2009 году, компания Distimo является частной компанией, 
созданной для предоставления лучших исследований рынка для всех, кто 
хочет успешно конкурировать на рынке мобильных приложений. Головной 
офис Distimo находится в Голландии, региональные офисы есть в Сан-



Франциско, Нью Йорке, Лондоне, Сеуле и Токио. В компанию 
инвестировали Wellington Partners при участии консалтинговой компании 

Jordan, Edmiston Group, Inc. 
 
 

KOREAN 
 

App Annie의 Distimo인수와 신규 투자 관련 보도자료 

‘이번 인수와 투자로 인해 App Annie는 모바일 앱 분석 툴 및 

마켓 데이터 플랫폼 1위 업체로, 보다 전진해나갈 것’ 

샌프란시스코  & 암스테르담  – 2014년  5월  28일자  – App Annie는 앱 분석 및 마켓 데이터를 

제공하는 업체로, 금일 또 다른 모바일 분석 업체 인 Distimo 인수와 $1,700만 달러의 신규 투자

도 함께 유치했다고 밝혔다. Distimo와 App Annie가 함께함으로써, 앞으로 모바일 앱 데이터 영

역은 한층 넓어질 것이며, App Annie의 상품 로드맵은 보다 강화될 것이고 동시에 가장 뛰어난 

분석 툴과 모바일 앱들과의 상생을 위한 플랫폼이 만들어지는 것이다. 금번 인수는 App Annie의 

첫 인수 건이자, 비밀리에 현금흐름 및 주식자본을 모두 통합한 건이다. 

App Annie의 상품과 서비스는 매출기준 상위 100개 퍼블리셔 업체 중 90개사를 포함, 세계 여러 

규모 있는 업체들에겐 없어서는 안될 툴이다. 지난해 동안 App Annie는 인력을 약 3배 이상 충원

하였으며, 금번 Distimo와의 인수로 약 270,000개의 비즈니스 사용 유저와 현재 분석 플랫폼을 

사용중인 앱이 600,000개로 확대되었다. 

App Annie의 CEO인 Bertrand Schmitt는, “우리 App Annie의 목표는 현재 분석 툴을 사용중인 

유저들과 서비스를 이용중인 고객들이 자신들의 앱 비즈니스를 운영하는데 가장 정확한 수치와 

최고의 인사이트를 갖도록 해주는 것”이며, “모바일 앱 상생을 기반으로, 금번 인수를 통해 App 

Annie는 지속적으로 성장할 것이고 상품 로드맵을 확장하는데 큰 도움이 될 것.” 이라고 말했다. 

또한, “훌륭한 Distimo팀을 영입하는데 많은 기대를 갖고 있으며, 앞으로 그들이 App Annie에서 

이루어낼 성과에 대해 흥분을 감추지 못한다”고도 덧붙였다. 

Distimo의 CEO인 Vincent Hoogsteder는, “이번에 App Annie 팀에 영입하게 된 것은 우리에게 

있어 탁월한 선택이었으며, 앞으로 최고의 데이터와 플랫폼을 기반으로 모바일 산업에 종사하는 

모든 이들에게 App Annie와 동일한 비전을 함께 제시해 나갈 것”이라고 밝혔다. 또한, “앞으로 

App Annie와 함께 많은 것들을 이루어낼 수 있다는 점에 많은 기대를 갖고 있다.”고도 말했다. 

금번 인수와 맞물려 App Annie 경영진들은 각 팀 내에서 주요 역할을 맞게 됐으며, 차후 Distimo

의 네덜란드 본사는 App Annie의 유럽 R&D센터로 구축될 예정이다. 또한, Distimo직원들은 

App Annie의 세계 각 지사에 배치될 것인데 이로 인해 전체 임직원은 약 240명이 될 것으로 보인

다. 이로써 App Annie는 앱 분석 및 마켓 데이터를 리드하는 업체가 된 것이다. 

그 외에 App Annie는 IDG Capital Partners와 Greycroft Partners, 그리고 Sequoia Capital로부

터 약 $1,700만 달러의 추가 투자를 받았다. 이번 투자로 인해 App Annie는 $3,900만 달러의 자

본을 쥐게 되었으며 해당 자본으로 금번 인수와 제품 개발 및 마케팅, 시장 영역을 확장하는데 사



용 중이다. 

보다 자세한 정보는 www.appannie.com에서 확인할 수 있다. 

App Annie에  대하여 

App Annie는 모바일 앱과 디지털 컨텐츠에 관한 분석 및 마켓 데이터를 제공한다. 이러한 App 

Annie 플랫폼은 앱 비즈니스 사업가들 및 마케터, 투자자들이 자신들이 보유한 앱 뿐만 아니라, 

앱 마켓 트렌드를 읽는데 많은 도움이 되고 있으며 이러한 정보를 통해 제품개발 및 해외진출, 마

케팅과 투자 전략을 수립하는데 더 나은 비즈니스 결정을 할 수 있도록 돕고 있다. 현재 App 

Annie 서비스는 상위 100개 퍼블리셔 업체 중 약 90%가 사용 중이며, 해당 서비스는 약 60만개 

앱에 대해 다운로드 건수 및 매출, 랭킹 및 평점에 대한 정보를 제공하고 있다. 또한, App Annie

는 600억 건의 다운로드 건수와 $170억 달러 수준의 매출 정보를 트래킹하고 있으며 샌프란시스

코를 기반으로 암스테르담, 베이징, 홍콩, 런던, 모스코, 뉴욕, 서울, 상하이와 도쿄 지사를 설립

해 전체 240명 이상의 직원이 있다. 

Distimo에  대하여 

Distimo는 2009년에 설립된 회사로, 앱 마켓에 진출하고 싶은 모든 이들에게 최고의 앱 인텔리전

스 상품을 제공하겠다는 취지로 설립된 회사다. 네덜란드를 기반으로 샌프란시스코, 뉴욕, 런던, 

서울 및 도쿄 지사를 보유하고 있으며, Wellington Partners로부터 투자를 유치하였고 거래 및 매

매에 관해 Jordan, Edmiston Group으로부터 조언을 받았다. 


