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⽐較検討層を引き上げるために、
良質な⼝コミを増やし、商品の信頼度を⾼める

企業の課題
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SNSを通じて商品認知を広め、
ブランドイメージを向上させる

商品・サービスの
イメージ・売上を向上させるためには



施策の⽬的
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商品・サービスのイメージ・売上の向上

⼝コミで購⼊率を上げる
ギフティング施策

認知拡⼤に伴う
インフルエンサーPR



KAIKETSUの⽬指すSNSマーケティング
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①ギフティング施策

優良な⼝コミを増やす

②インフルエンサーPR投稿

!!!!

!!

!!

興味関⼼を持ったユーザーがSNS検索
(指定ハッシュタグへの誘導を促す)

認知拡⼤・興味喚起を図る

様々な企画を実施

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

商品に対する安⼼感・信頼感を⽣み出し、
⽐較検討層の購⼊率を上げる

優良な⼝コミが⽐較検討層の
購⼊決定に⼤きな影響を与える

プレゼントCPなどで
⾃発的投稿を促す企画を実施

!!

!!!!

各販売チャネルで⼝コミを
有効活⽤し、購買率を引き上げる
※詳しくは次のページ



消費⾏動に関する主婦・ママアンケート調査結果
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物やサービスを購⼊する際の情報ツール



各チャネルでの⼝コミの活⽤について
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⾃社ECAmazon店頭
商品棚にPOPを設置し、
SNS上の⼝コミへ誘導する

各販売チャネルでギフティング施策の⼝コミに誘導することが
その後の購買率UPに繋がると考えます。

Instagramでみんなの⼝コミが⾒れるよ︕
詳しくは・・・

Instagram「#〇〇〇〇」で検索︕

※イメージ

販売ページからInstagramに
誘導する為の導線を作る

販売ページ(画像内)に
⼝コミへ誘導する為の
画像も追加する

Q&Aにも事前に
⼝コミに誘導する為の
⽂⾔を記載しておく

その他、商品説明⽂の中にも
⼝コミへ誘導する導線を作ることで
その後の購買率に影響を与えます。

ECサイト内で、投稿(⼝コミ)が
ランダムに表⽰される状況を作る

SNS上にストックされた⼝コミを
⾃社ECに連動させることで

SNS上での盛り上がりを演出でき、
その後の購買率に影響を与えます。

SNSにストックされた優良な⼝コミ



具体的な施策メニューについて

インフルエンサーPR×ギフティング試作



KAIKETSUがご提案する施策
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SNS上に⼝コミをストックし、
⻑期的且つ継続的な売り上げに繋げる視点が重要

¥0

¥450,000

¥900,000

¥1,350,000

¥1,800,000

¥2,250,000

1M 6M 12M 18M 24M 30M 36M

❌

⭕
SNSマーケティングの売上予測 (例)

単発の売上(PR施策)
⭕⻑期的な売上

KAIKETSUがご提案する
SNSマーケティング施策 →

※施策開始当初から1:1のリターン⽐になることはない



インフルエンサーPR施策
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インフルエンサーPR施策 ~カイケツの強み~
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follower エンゲージメント 男⼥⽐
投稿の傾向 カテゴライズ

フォロワーの
投稿傾向 コメント分析

投稿⽐率 投稿傾向ごとの
エンゲージメント 属性 属性の中での

エンゲージ率

35,000 5.5% 男性25%
⼥性75%

コスメ︓80%
アパレル︓10%
カフェ︓10%

コスメ︓8%
コスメ動画︓12%
カフェ︓5%

美容 8%
コスメ︓87%
動画︓5%
スポーツ:7%

①購買に関するコメント割合
②好意的なコメント割合
③質問コメント割合
④ライトなコメント割合

他社ツール
KAIKETSU社のツール

KAIKETSUは他社と⽐較しても圧倒的な情報量を保有。
起⽤する起⽤しないの判断がし易くなります。



ギフティング施策 ~KAIKETSUの強み~
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KAIKETSUの強み
ハッシュタグ選定を

弊社独⾃ツールで最適化
キャスティングシステムによる
ギフティング対象者の選定➕

※上記の投稿は、弊社のギフティング施策から⽣まれた投稿事例になります。



ギフティング施策の実施内容
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弊社が⾏うこと

商品提供のみ

御社にしていただくこと

ハッシュタグ選定

アカウント検索システム運⽤

アカウントディレクション

ユーザーサポート(やり取り、質問回答など)

伝票作成・荷造り

配送作業・配送完了連絡

投稿確認

投稿促進

レポーティング

抽出ハッシュタグ調査



ギフティング施策の実施内容
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施策の⽬的

⼀般⼈のリアルな⼝コミで
商品に対する安⼼感・信頼感を⽣み出し、

⽐較検討層の購⼊率を上げる

対象者(※要ヒアリング)

ハッシュタグ(※ヒアリング結果を元に選定)

年齢層 興味関心 ターゲット



ギフティング施策 ~良質な⼝コミの重要性~
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価格/内容が同じ2つの商品を⽐較検討中

商品A
良質な⼝コミ 0件

商品B
良質な⼝コミ 100件

商品が⼿元にない以上、第三者の優良な⼝コミが
購⼊決定する上での、重要な⽐較検討材料になります

(例 SNS投稿数、Amazon、＠コスメのレビューなど)

SNSマーケティングに置き換えると・・・

⾼確率で購⼊に繋がる



SNSマーケティング ~施策の組み合わせ~
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⑥ 優良な口コミが購入決定の後押しになる

⑤ 商品へのニーズが生まれると、
比較検討層へと引き上がる

④ ①～③を繰り返し、興味関心層を増やす

③ 様々な企画を実施し、
興味関心層へ引き上げる

② インフルエンサーPRで認知拡大を図る

①ギフティング施策で優良な口コミを増やす
(信頼度/安心感がUP) ①ギフティング施策 2.5万リーチ

②インフルエンサーPR 15万リーチ

⑤

⑥

④

③興味関⼼層
3~4% (5,000~7,000⼈)

※投稿エンゲージメント率を元に計算

⽐較検討層
25%(1,300~1,750⼈)

購⼊者
10％(約130~170⼈)
※⽐較検討10商品で計算

CPA 7,000~9,000円/個
化粧品(リピート商品)を例に計算

例 : ⽉間120万円(ギフティング50名＋15万リーチ保証)
※施策実施 2年⽬以降を想定



SNS施策の事例
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「ハッシュタグ投稿推移」
〜#◯◯がある⽣活〜

「Amazonランキング推移」
〜売れ筋ランキング(美容オイル)〜×

⼝コミ件数
(オイルA,B,C)

ランキング
オイルA(引き締め)

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

1

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

キズ消し美容セミナー
⻑⾕川ミラ

27,056フォロワー
美容属性

オフィシャル編集member
MAAMI(まあみ)
49,194フォロワー
ママ、美容属性

公開ダイエットアンバサダー
吉川ちえ

100,496フォロワー
ギャル雑誌専属モデル

2019年8⽉
■Amazon︓200万円/⽉間
■#◯◯がある⽣活︓2,500
件

2017年8⽉
■発売開始
■#◯◯がある⽣活︓0
件

公開ダイエットインフルエンサー
ちぃ

360,072フォロワー
ダイエッター

2018年8⽉
■Amazon︓100万円/⽉間
■#◯◯がある⽣活︓1,000
件

~実施内容~
①ギフティング施策 : 100投稿/⽉
②インフルエンサーPR : 30万リーチ
③ ①~②を継続的に実施
⽉間予算 : 200万円

※ギフティング施策・インフルエンサーPRを継続的に実施することで、売上も増加する
※認知拡⼤と興味関⼼層を増やし、⽐較検討層の購⼊率の上げるためには、⻑期的な視点が必要
※SNS施策(⼝コミ件数)は⻑期的な資産になる(優良な⼝コミはInstagram上に残り続ける)



Amazonランキングと売上の相関関係
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Amazonランキング
(ビューティーカテゴリ)

300位

500位

1,000位

3,000位

Amazon売上
(⽬安)

300万円

200万円

100万円

50万円

※某⼝臭ケア商品の事例を参考



SNSプロモーションのスケジュール

18

SNSプロモーションについては、下記スケジュールに基づいて進めます。

※ギフティング施策完了のタイミングでインフルエンサーPR投稿を実施することでより効果的な訴求が可能です。

実施開始 1ヶ⽉後 2ヶ⽉後 3ヶ⽉後
＋α インフルエンサーPR

⽉間 7~30万リーチ投稿

⽉間 20~100名発送

⽉間 18~80件投稿保証

※ギフティング施策の⽉間MAX投稿件数は実施時期や商品(送付対象者)によって異なります。

⽉間 20~100名発送

⽉間 18~80件投稿保証

⽉間 20~100名発送

⽉間 18~80件投稿保証

＋α インフルエンサーPR
⽉間 7~30万リーチ投稿

＋α インフルエンサーPR
⽉間 7~30万リーチ投稿



サービスプラン
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①ギフティング施策/月間 サービス費用

ギフティング20名 ¥300,000

ギフティング50名 ¥600,000

ギフティング100名 ¥1,000,000

②PR施策/月間 サービス費用

7万リーチ保証 ¥300,000

15万リーチ保証 ¥600,000

30万リーチ保証 ¥1,000,000

※実施内容は （①＋②）×③（実施期間） となります。
※実施期間は最低1年間を推奨させて頂いております。
※単体施策での実施も可能です。

③実施プラン 実施期間

短期間プラン 3ヶ月

中期間プラン(5%OFF) 6ヶ月

長期間プラン(10%OFF) 12ヶ月



Amazonでの売上予測シミュレーション
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¥0

¥2,000,000

¥4,000,000

¥6,000,000

¥8,000,000

1M 6M 12M 18M 24M 30M 36M

ギフティング施策
⽉間100名プラン

ギフティング施策
⽉間50名プラン

ギフティング施策
⽉間20名プラン

Amazonでの売上予測(例) ⽉間20名・7万プラン ⽉間50名・15万プラン ⽉間100名・30万プラン ⽉間200名・60万プラン

⽉間費⽤ ¥600,000 ¥1,200,000 ¥2,000,000 ¥3,600,000

年間費⽤ ¥7,200,000 ¥14,400,000 ¥24,000,000 ¥43,200,000

売上 1年⽬ ¥2,640,000 ¥4,950,000 ¥7,920,000 ¥14,256,000

売上 2年⽬ ¥8,400,000 ¥15,750,000 ¥26,200,000 ¥45,360,000

売上 3年⽬ ¥14,160,000 ¥26,550,000 ¥43,480,000 ¥76,464,000

利益 1年⽬ -¥4,560,000 -¥9,450,000 -¥16,080,000 -¥28,944,000

利益 2年⽬ ¥1,200,000 ¥1,350,000 ¥2,200,000 ¥2,160,000

利益 3年⽬ ¥6,960,000 ¥12,150,000 ¥19,480,000 ¥33,264,000

※弊社の過去施策の結果に基づいて算出

ギフティング施策
⽉間200名プラン



SNS施策のKPI
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例 : ⽉間120万円(ギフティング50名＋15万リーチ保証)

施策名 インフルエンサーPR ギフティング

エンゲージメント率 2.0%以上
3,000いいね

10.0%以上
(500フォロワー(仮)×50名)
2,500いいね

コメント数/対いいね数 2.0%以上
コメント : 60件

2.0%以上
コメント : 50件

※KAIKETSUがご提案する施策は、⻑期的且つ継続的な安定売上を⽬指したご提案になります。
※KAIKETSUがご提案する施策は、⻑期的なスケジュールでのご提案をさせて頂いております。



SNS施策のご提案スケジュール(例)
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実施内容(例) 2019/11 2019/12 2020/01 2020/02 2020/03 2020/04 2020/05 2020/06 2020/07 2020/08 2020/09 2020/10 合計

ギフティング施策 50名
60万円

50名
60万円

50名
60万円

50名
60万円

50名
60万円

50名
60万円

50名
60万円

50名
60万円

50名
60万円

50名
60万円

50名
60万円

50名
60万円

600名
720万円
648万円

インフルエンサー
PR施策

(3~5名起⽤/⽉)
15万リーチ

60万円
15万リーチ

60万円
15万リーチ

60万円
15万リーチ

60万円
15万リーチ

60万円
15万リーチ

60万円
15万リーチ

60万円
15万リーチ

60万円
15万リーチ

60万円
15万リーチ

60万円
15万リーチ

60万円
15万リーチ

60万円

180万
リーチ

720万円
648万円

合計 120万円 120万円 120万円 120万円 120万円 120万円 120万円 120万円 120万円 120万円 120万円 120万円 1,440万円
1,296万円

例 : ⽉間120万円(ギフティング50名＋15万リーチ保証)



施策レポート分析について
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施策のレポート

24

属性 ファッション ゴルフ ママ

名前 Aさん Bさん Cさん Dさん Eさん Fさん

フォロワー数 150,000 100,000 120,000 60,000 50,000 100,000

いいね数 3,600 8,000 2,640 1,620 1,200 1,900

直近12投稿平均
エンゲージメント率 2.4% 8.0% 2.2% 2.7% 2.4% 1.9%

投稿画像

エンゲージメント率 2.44%（↑0.02％） 9.65%（↑1.12％） 2.96%（↑0.72％） 2.86%（↑0.14％） 2.40%（↓0.02％） 2.20%（↑0.27％）

好意的なコメント数 4件 4件 2件 0件 0件 2件

考察

普段の投稿がお洒落で、
特にスタイルやクリエイ
ティブをアピールする投
稿が⼈気。今回もクリエ
イティブを活かして⾞の
カッコ良さが伝わったこ
とがコメントで反映され
ている。

ゴルファーにとっての⾞
の収納⼒についてのコメ
ントが⾒受けられた。ゴ
ルフ好き同⼠の共感がで
きたとも⾔える。そもそ
もエンゲージメントが⾼
いので、コアファンをた
くさん獲得しているでし
ょう。

同じゴルフ⼥⼦で、同じく収納をアピールしたが、
反応が薄かった。違いを⾔えば、⼆⼈は個⼈アピー
ルが多く、派⼿な投稿をしている⼀⽅、杉⼭さんは
ライフスタイルやプライベートを特化し爽やかなイ
メージである。⼆⼈のフォロワーの中で⾞に興味関
⼼を持った⼈数が⽐較的に少ないと考えられる。

平均より⼤きく変わらな
いがフォロワーが⼦ども
を中⼼とした投稿に興味
関⼼を持ちそうなので、
今後⼦供や家族要素を⾞
の性能に紐づけてアピー
ルしてみる価値があると
思われる。

同じママだが、セレブ感
のあるライフスタイルで
、フォロワーの男性⽐率
と年齢層が⾼い。なので
⾞に興味関⼼を持ってい
る⺟数が⽐較的に多いと
考えられる。

各ジャンルを分析した考察レポートなど



次回に繋がるレポート
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名前 Aさん Bさん Cさん Dさん Eさん Fさん

投稿写真

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

属性
ファッション
クリエイティブ系

〇

ゴルフ
⾃然体
◎

ゴルフ
派⼿系
△

ゴルフ
派⼿系
△

ママ
⼦供中⼼
△

ママ
ライフスタイル中⼼

〇

エンゲージメント 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇

好意的なコメント
デザイン

印象良くなった
〇

収納⼒
買った
◎

デザイン

△
×

デザイン

△

デザイン

〇

総合 〇 ◎ △ △ △ 〇

施策の結果から以下の3ジャンルとの親和性が⾼いことがわかった
クリエイティブ系・ゴルフ系(⾃然体)・ママ系(ライフスタイル系)

次回以降、上記の3ジャンルを中⼼に、
ギフティング施策、インフルエンサーPRのキャスティングを⾏うことで、

親和性の⾼いプロモーションが可能になります。



某⼝臭ケア⽤品のAmazonランキング推移
（2018年6⽉〜2019年5⽉）
（Amazonビューティカテゴリ全体ランキング順位調査︓オラクル調べ）

・インフルエンサー投稿企画プロモーション中、最⼤1,574位まで上昇
・インフルエンサー投稿を⾏うと、平均順位1,741位上昇
・全51名のインフルエンサーを起⽤し、合計270万リーチ(約6ヶ⽉間)

2018年 2019年

インフルエンサー投稿企画プロモーション期間

インフルエンサー投稿無し

平均順位3,276位平均順位5,017位

1,574位
まで上昇

レポーティング(Amazonランキング)
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レポーティング(投稿推移・LIKE推移)
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⾃発的投稿者の推移・LIKE数の推移を視覚的に把握することで、
施策の盛り上がりや認知レベルを可視化できます。


