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株式会社KAIKETSU
概要資料

ソーシャルメディアマーケティング資料
〜 S N S　M A R K E T I N G 〜



＃Background

ソーシャル人口 8,000万人超の時代を消費者を考える

時代は空気を読んで行動する「共感消費行動」
SNSの「共感」によるリーチが消費者の行動に影響を与えます。

これまでの消費行動では、「マス発信」「読者モデルのブログによる発信」「レビュー点数」などの
「点」による影響力が大きかったですが、

近年では上記に加えて、「空気を読んで行動する＝共感消費行動」へシフトしています。

よって、消費者に寄り添い近しい存在である「インフルエンサー」の情報発信が重要になってきます。

「みんなが使ってるから私も買う」「みんなが買っているから私も買う」

インフルエンサーを活用することで、興味関心が無かった情報を自分ゴト化させ、
シェアさせることで仲間ゴト化され、圧倒的なスピードで世の中ゴト化されていきます。

KAIKETSUではソーシャルメディアマーケティングを通じて、
包括的にご支援しています。 2



まず　「バズには特有の情報階層があります」

自分ごと化 仲間ごと化 世の中ごと化

SNSでは好きな人（フォローしている人）の言葉を信じる
→そして良いと思えば、自分で投稿したりリツイートしたりする 仲間ごと化し、バズのタネに

バズ　とは？

仲間ごと化が様々なコミュニティで同時多発的に発生すること
そしてその積み重ねが世の中ごと化につながる

でも　一概にSNSで拡散されれば良いというわけではない

本質的なバズは一過性ではなく、自然なユーザー投稿（UGC）が増え続けていく流れができること
なにかやっているな〜→私もやってみよう！→自然な投稿
　

バズってもコンテンツだけ先行し、ユーザーの行動に結びつかない場合がある

KAIKETSU　では「UGCが拡散するしくみ」作りをお手伝いしています。

バズのネタとなるコンテンツの企画をし、それをターゲットコミュニティへそっと投下していきます。

＃Background

KAIKETSUの考えるバズマーケティング



follower数別にinfluencerを選定。
インフルエンサーから一般SNSユーザーを
掛け合わせたご提案が可能。

＃The strength

KAIKETSUのネットワーク

SNS国内最大級の250,000人超の独自ネットワーク
SNSインフルエンサー、学生、タレントなど多数をネットワーク

SNS
インフルエンサー

タレント
ブロガー

学生
ネットワーク

美容、グルメ、ファッション、料理、
アニメ、音楽、旅行、TECH、インテリア、動物、

書籍、スポーツなど（一部参考）

大学生、高校生、中学生、
学生団体、サークル、部活

（その他コミュニティ）

avex様、サンミュージック様
オスカー様、スターダスト様

スポーツ選手事務所
など（一部参考）

10,000〜
follower

1,000〜10,000
follower

500〜1,000
follower

インフルエンサー

マイクロ
インフルエンサー

SNSユーザー

Twitter
Instagramコスプレイヤー、大学生、

20代女性〜30代女性、モデル
アスリート、原宿系、腐女子、

アーティスト、タレント、
アイドル

グルメ、子供、ママ、
ファッション、美容、
モデル、インテリア

動物、料理、学生

4



マイクロインフルエンサー

ナノインフルエンサー

メガインフルエンサー

・100万人以上のフォロワーを持つソーシャル
　業界におけるスター。ネットだけにととまらず
　現実の世界で得た名声があるためタレントなどの場合が多い。

マクロインフルエンサー

・10万～100万人のフォロワーを持つインフルエンサー

知名度 専門性 購買への
影響

◎ △ △
知名度 専門性 購買への

影響

〇 〇 △
知名度 専門性 購買への

影響

△ ◎ ◎
知名度 専門性 購買への

影響

× 〇 ◎

・1,000～10万人のフォロワーを持つインフルエンサー
・専門的知識を持っているため信頼性が高い

・～1,000のフォロワーを持つインフルエンサー
・継続的に特定のジャンルを投稿しているため信頼性が高い
・身近な存在であることも加えて、購買に影響を与えやすい

ライフスタイルの身
近さ

×
ライフスタイルの身

近さ

△
ライフスタイルの身

近さ

〇
ライフスタイルの身

近さ

◎

＃Background

各レイヤーごとの強み



マイクロインフルエンサー

ナノインフルエンサー

メガインフルエンサー

・100万人以上のフォロワーを持つソーシャル
　業界におけるスター。ネットだけにととまらず
　現実の世界で得た名声があるためタレントなどの場合が多い。

マクロインフルエンサー

・10万～100万人のフォロワーを持つインフルエンサー

・1,000～10万人のフォロワーを持つインフルエンサー
・専門的知識を持っているため信頼性が高い

こんなヘアブラシを発見したよ～！
使ってみたらよかったからみんなも使ってみてね

〇〇ちゃんがおすすめしていたヘアブラシ使って
みたらすごい良かったよ～！

頭のてっぺんから流すようにしてブラッシングすると
静電気が発生しないから、より髪の毛がきれいに
まとまるよ～

私は主婦だから、おでかけする前に、ささっと
使いたいのだけど、これは時短になるから便利♪

・～1,000のフォロワーを持つインフルエンサー
・継続的に特定のジャンルを投稿しているため信頼性が高い
・身近な存在であることも加えて、購買に影響を与えやすい

＃Background

各レイヤーごとの強み



想定
リーチ数 LIKE数 エバンジェリス

ト人数
＃ハッシュタグ

投稿数
サイトインデッ

クス数

全体のリーチ数を
測定可能

全体のLIKE数を
測定可能

自発的に宣伝して
くれる人数

対象ワードの
投稿数を測定可能

ソーシャル施策による
サイトインデックス数増加

PR戦略設計 効果検証分析

〇インフルエンサーのフォロワー分析
リーチしたいユーザーに確実に届けるために、フォロワー分析をし、
効率的なPRが可能です。
また、エンゲージメント率の確認が可能なため、PR効果の高い
インフルエンサーのみをキャスティングすることもできます。

〇ターゲットインサイト分析
独自AIを活用した育成型自動抽出機能により
企業様毎の「ターゲット層」のインサイトを調査し
興味関心関連ハッシュタグを抽出することが可能です。

〇トレンドハッシュタグ分析
「summerbabe2017」「公開ダイエット」等
急激に投稿数が増加しているハッシュタグをAIが感知します。

またシーズンによって投稿数が増えるハッシュタグを事前に
予測することにより、効果的なハッシュタグの使い方が可能になります。

KAIKETSU独自開発のAIを活用して、施策の効果を詳細に
数値化することができ、PDCAを促進します。

Instagramにおける分析
〇ハッシュタグ分析によるリーチ数の数値化
ハッシュタグを効果的に活用することで、フォロワー以上のリーチを実現
できます。
こちらはみなしリーチとすることができます。

〇エバンジェリスト投稿によるリーチ数
「指定ハッシュタグ」を付けている人のフォロワー数も
リーチ数に加えることで該当プロモーションの全体リーチ数を把握する
ことが可能です。

KAIKETSUの分析体制
IT×インフルエンサーを軸として、社内にデジタルチームを設置し自社独自プロダクトを開発しています。
これによりPR効果の数値化はもちろん、企画段階でのインフルエンサー分析、ユーザーインサイト分析をしております。

＃The analytics
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AIによる自動インフルエンサー分析

インフルエンサーデータベース 1年分の投稿を属性毎にDBへストックすることにより、
各ジャンルの傾向が蓄積。

独自のAIシステムに傾向を読み込ませることによって、
投稿毎にジャンル分けをすることが可能になり、

アカウント分析をすることができます。

独自AIシステム投稿DB

上記を元に属性の細分化を実施することで
クライアント様のブランド、商材に合ったインフルエンサーのキャスティングが可能となり

施策の最適化が可能となります

・弊社インフルエンサーをシステム的にストック
・ファッショニスタ*については約1,000名程度ストック
＊ツイッター、インスタグラムでフォロワー5,000以上
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弊社ファッショニスタご紹介資料

幅広く細分化されたファッションニーズに対応可能な分類を実施

小川ももえ
@momoe_0406
Follower：30,505

モデル
フェミニン系

池田美優
@michopa1030
Follower：475,561

モデル・タレント
ギャル系

ひかぷぅ
@hikapudayo
Follower：51,448

ショップ店員
原宿系

鈴木詩織
@shiorinsuzuki
Follower：17,870

モデル・OL
カジュアル系

らて
@patu_rate

Follower：14,194
ファッショニスタ

モード系

junchi 
@j__camera
Follower：7,092

トラベラー

サーフ系

mim 
@mim_11_11
Follower：150,314

モデル

ガーリー系

福山唯
@yuifukuyama
Follower：15,354

モデル

コンサバ系

（ご参考）
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プロモーションメニュー
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＃Solution

1.インスタグラマーPR
グルメ、スポーツ、アニメ、ファッション、コスプレイヤーなど

１５以上のカテゴライズにて、インフルエンサーをジャンル分け
インスタグラムマーによる最大1000万リーチ以上の設計がご提案可能です。

and more

既存のプラットフォームにおけるインフルエンサー施策例 KAIKETSU Instagrammerユニットならではの仕組み

＜依頼主企業様からのオファー＞

インフルエンサーに情報を
リリースしてオファー

希望するオファー内容に、
インフルエンサーが個別に手を挙げ交渉。

企業様とインフルエンサーの事前の取引において
効率化されるものの、組み合わせの最適化が難しい

各カテゴリに応じて、最適な
インフルエンサーを集団でオファー

SNS時代は、「集団ゴト」「仲間ゴト」による
「面」により、好意的共感の空気を作る

「誰が」ではなく「ユニット集団」として　投稿発信を実施することで
仲間ゴト化多発　→　日本全体の世の中ゴト化されやすくなる

＜依頼主企業様からのオファー＞

各ジャンルのスペシャリスト

11



＃Solution

2.イベント連動プラン

イベントゴトと合わせて、「イベント前の事前拡散」、「イベント中の拡散」、
「イベント事後の拡散」の3軸での連動プランでございます。

ユーザーの関心ゴトと合わせてリアル以外のSNSでのアプローチを図ります。

第1弾 第2弾
第3弾

イベント開催 当日イベント開催前の
事前の盛り上がり、空気作り

イベント開催後の
話題化の継続・最大化

イベント当日に向けた空気作りを
事前に実施。

・ニュースによる情報の記事化

・記事化したニュースを
   インフルエンサーがtwitter拡散
（twitterリーチ保証
　→50万リーチ〜）

イベント当日にインフルエンサーの
SNSプロモーション。

・ブースやフォトパネルでの
　タッチ&トライ

・ 体験後にtwitter拡散
（twitterリーチ保証
　→100万リーチ〜）

お土産・サンプリング
商品をイベント後に拡散！！

・イベント後、関連商品を
インフルエンサーで拡散!!

・ 体験後にtwitter拡散
（twitterリーチ保証
　→50万リーチ〜）

第3弾
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（手順１）ターゲットとなる属性コミュニティの選定

　インフルエンサーはファン（コミュニティ）を保有、下記
属性からターゲットに合うインフルエンサー（コミュニティ）を抽出

（手順２）投稿クリエイティブの開発

投稿ネタの
投下

※ツイート

インフルエンサー
（フォロワー）

ツイート

ツイッターでシェア、拡散されるためのネタ・理由を作成
インフルエンサーが商品をサンプリング体験し、

その体験内容をツイッターなどで投稿拡散

インフルエンサーが持つコミュニティー 拡散拡大
美容、読者モデルなどを中心に

約３０名をインフルエンサーとして抽出

原宿系モデル 学生団体 ２ちゃんねる

ゲーマー ツイキャス系 ギャンブル好き
コミック

アニメ好き

サロンモデル 読者モデル 美容家 大学生

コスプレイヤー 音楽好き スポーツ系 ファッショニスタ

ＲＴ ＲＴ ＲＴ ＲＴ
ＲＴ ＲＴ

３０名の各コミュニティ毎に拡散が発生！（全て計測可能）

複数コミュニティがシェアにより、垣根を越えて拡がり、
さらなるバズを起こしリーチが拡がる

（結果）

サンプリング投稿例

全てのリーチ数
計測可能

＃Solution

3-1.【twitterリーチ保証サービス】バズMAX
１５以上の属性インフルエンサーを中心に、１００万リーチを保証
「商品を体験　→　感想を投稿」などの配信が可能！
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インフルエンサー,マイクロインフルエンサー,一般大学生を軸に商品・サービスの流行を作る施策。
影響力の強い順に投稿のタイミングをずらすことでより自然な流行の流れを実現。

憧れの存在であるインフルエンサー、もっと身近な存在のマイクロインフルエンサー、同じ立場である一般大学生
上記の存在から発信することによりサービスの信頼性、興味関心が格段にUP

時間軸

イノベーター

マイクロインフルエンサー

一般大学生

アーリー
アダプター

アーリー
マジョリティー

レイト
マジョリティー ラガード

普
及
軸

インフルエンサー

インフルエンサーの
フォロワー

マイクロインフルエンサーの
フォロワー

一般大学生の
フォロワー

SNS施策でキャズムを超え、
アーリーマジョリティ層まで

自然な流行の流れを設計!!

ブースト施策によってフォロワーの
自発的投稿の流れができます。

ex)インフルエンサーのフォロワーである
マイクロインフルエンサーが投稿する

＃Solution

3-2.インフルエンサーブースト施策　キャズム攻略
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２０名のインフルエンサーを活用して
　「アンバサダーユニット」　を結成

興味関心層に対して繰り返しリーチが可能！さらに見込み顧客まで形成可能

公式
アンバサダー

潜在顧客〜見込み顧客 ・インフルエンサー２０名が
アンバサダーユニットとなる（企業宣伝大使）

・インフルエンサーはファン（興味関心層）
を既に持っているため、情報発信すると、ファンは
情報が自分ゴト化され易い（効率的リーチ）

・そのインフルエンサーが２０名同時に
多発的に活動することで、バズが発生！

・企業公認の宣伝大使のため、繰り返し情報発信が
可能。商品の使用感を訴求出来る！

興味関心層以外の、潜在顧客にもリーチされ
世の中ゴト化へ伝播する。

そして見込み顧客を形成していきます

興味関心層
（ファン）

潜在顧客〜見込み顧客

■アンバサダー活性化２つのポイント

①メディア露出
（サイト出演、バナー出演等）

②お得な特典
（商品3ヶ月分プレゼント等）×

→インフルエンサーとしては、ファンに
対して「○○企業のサイトに出演している」と発信したい

→アンバサダーならではの特典としてプレゼント。
日常で頻繁に使ってもらうことで、SNS発信を増やす

右記２つにより
SNS発信回数が増加！！

＃Solution

4.アンバサダー施策
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告知する、認知向上、効率的な態度変容を起こさせる
ために一定数のフォロワー数（述べリーチ数）が確保できる

＃〇〇の件数が「信頼される口コミの数」に値するため
＃〇〇の件数を増加させることが売上増加につながる

商品をプレゼントして、本人が商品を使用した
オーガニックな感想を投稿（それがクリエイティブ）

KAIKETSU
DB

企業様のターゲットユーザーを
＃を活用して抽出可能

＃妊娠5ヶ月　等

＃公開ダイエット　等

＃美容好きと繋がりたい　等

妊婦さん向け・・・・・・・

ダイエット希望者向け・・・

美容好き向け・・・・・・・

▲5年以上続くギフティングを行う

Daniel Wellington（ダニエルウェリントン）

業績は順調に超拡大中
現在のイメージモデルは中田英寿氏

▲freioil（フレイオイル）

ベビーオイルは生後1ヶ月〜2歳未満を
ターゲットとしているため広告でも

ターゲティングがむずかしい

インスタグラムでは「＃生後3ヶ月」などのハッシュタグから
ターゲットのインサイトを把握し的確なギフティングが可能

5.ギフティングパッケージ
＃Solution

商材に関心のあるユーザーをハッシュタグ分析により抽出し、
５０名以上にギフティング＆投稿をしてもらいます。

オーガニックな投稿が毎日増えていくことで信頼度が上がり
（皆が話題にしている雰囲気）、効果的に購買へつなげます。

例) ボディクリームの購入を考えている際、
2つのメーカーで悩んだ上で

　 Instagram内の投稿件数の多い方が購入の決め手に！

信頼度
安心感

Instagramは・・・

検索型口コミ情報メディア

ハッシュタグ検索で口コミ情報や公式情報の入手が可能

投稿件数が多い

事例 ３つのメリット

ターゲットユーザーの抽出
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■学生団体によるツイッター１００人投稿パッケージプラン　投稿人数保証

主な使い方① 主な使い方②

ニュース記事について、コメント投稿

ニュース化された記事の
URLを１００名に確認して
頂きます。

その後、１００名による
ツイートを実施！

商品サンプリング後に、ツイート投稿

その後、１００名による
ツイートを実施！

商品を１００名に使用
して頂きます。
（商品は弊社経由で渡します）

出来ること
・指定のキーワードや、URLを必須で掲載することが可能
・日時を指定してツイート投稿が可能
・１００名に集中的に短時間で投稿させることが可能
・毎週２５名ずつに分けて、４週間で実施することも可能
・ご発注後、３営業日後に開始可能です。（最短スケジュールも相談可能）

注意事項
・ツイート内容は、事前に確認することは出来ません。
・ツイート後、２週間はツイートを削除しませんが、その後は本人の任意になります。
・本件はあくまでも本人が賛同していることが条件となります。そのため、本人の言葉で
　ツイートするためステマとはなり得ません。

リアルイベント稼働後に
ツイート投稿

その後、１００名による
ツイートを実施！

１００名に
イベント参加
して頂きます。

主な使い方③

＃Solution

6.大学生100人投稿パッケージ
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公式アカウントの運用代行
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新規アカウント 運用フロー

アカウント開設

アカウント運用

KPI達成管理

公式アカウント又は第三者メディアとして
アカウントを開設いたします。
※アカウント開設は弊社が代行いたします。

１

投稿スキーム、投稿パターン、KPIを設計し、
基本フォーマットに従って投稿をおこないます。
（「基本ファーマットについて」ページ参照）

設計したKPIを弊社の解析ツールを活用して
レポートとして納品いたします。

２

３

公式アカウントについて

第三者メディアについて

企業の公式アカウントとして運用代行いたします。

①開設時から信頼性を確保できる。
②ユーザーの投稿に対して
　コミュニケーションが取りやすい。
③新商品の告知などを
　自然におこなうことができる。

①PR感が少ないため
　自然にユーザーに認知される。
②企業側のリスクが少ない。
③多角的な運用が可能。

第三者のメディアとしてアカウントとして運用いたします。

＃Solution

1.公式アカウント運用
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既存アカウント 運用フロー

課題例

アカウント分析

運用方針の決定

貴社のアカウントの投稿数や投稿内容などの
インサイトを分析し、課題を抽出いたします
※アカウントのID・パスワードをいただく想定です。

抽出した課題をもとに、
投稿パターンやキャンペーンコンテンツなど
運用形態をご提案いたします。 ・フォロワーが少ない、伸びない

・クリック率が低い
・コンバージョンが出ない
・コンテンツの不足
・キャンペーン企画不足
・ユーザーの投稿数が少ない

アカウント運用

KPI達成管理

投稿スキーム、投稿パターン、KPIを設計し、
基本フォーマットに従って投稿をおこないます。
（次ページ参照）

設計したKPIを弊社の解析ツールを活用して
レポートとして納品いたします。

１

２

３

４

貴社のアカウントこのままで
大丈夫ですか？

20



基本フォーマットについて

通常投稿(引用RTを含む)
情報を精査して、月に30〜40投稿を実施いたします。

ユーザーがストレスなく情報を受け入れられる適正な数値です。
※アカウントのジャンルによって変動あり

キャンペーン企画
月に１〜４回キャンペーンを実施いたします。

フォロワー増加に効果があり、フォロワーの多さにより信頼性を確保いたします。
特に、アカウント開設時には必須のブースト施策となります。

※キャンペーンの最低期間が１週間なので最大４回実施可能です。

ユーザーコミュニケーション
ユーザーの投稿に合わせて適宜リプライをおこいます。

商品やサービスのリピートを促進し、
アカウントに対する興味・関心を高めます。

１

２

３

21



プレゼントキャンペーン例

ユーザー投稿数増加型キャンペーン

フォロワー増加型キャンペーン
�Amazonギフト3000円が
抽選で3名に当たります� 

㊗アカウント開設記念㊗

これからアカウントを
盛り上げていくので宜しくお願いします。

▼応募方法 
1@○○をフォロー 

2この投稿をRT 

▼〆切
 ○○

#Amazonギフト

公式アカウント@koushiki
公式

※投稿イメージ

フォロー＆RTをおこなうことで
抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを仕掛けます。

公式アカウントからハッシュタグを発行して、
そのハッシュタグをつけて
投稿をおこなったユーザーに対して
抽選でプレゼントが当たるキャンペーンを仕掛けます。

・ターゲット層が幅広いプレゼントを設定
・フォロー＆RTのため参加への敷居が低い
・Instagramのフォロワー増加も合わせてご提案可能

ハッシュタグを収集したLPを作成することも可能です！
（別途ご相談）

Instagramのキャンペーンと併用可能

22



ツイッター施策における主なKPI設計

公式アカウントのフォロワー数
アカウント開設からのフォロワー数の増加を

月間〜半年など実施期間に合わせて設計いたします。

公式アカウントのハッシュタグ数
運用後からのツイッター上におけるハッシュタグ数を計測。

ユーザーのログをストックし、数値化いたします。

１

２

エンゲージメント率３

投稿に対するユーザーのエンゲージメント率を数値化し、
アカウントのフォロワーのアクティブ数を分析いたします。

エバンジェリスト人数４

企業様の商品、サービスについて発信・投稿をおこなっているユーザーを毎月調査。
目標人数を設計し、達成に向けてのSNS戦略をご提案。

①KPIの分析レポート　②ユーザーの属性分析　③リーチ数
実施後、下記を納品させていただきます。

23



Webプロモーションツール
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＃Solution

1.SNSキャンペーン促進プラン〜ハッシュタグ収集ツール〜

【SNSキャンペーンプラットホーム】
Twitter・Instagramで行う＃タグキャンペーンを　“見える化”することができるツールです。
キャンペーンをご実施する際にご活用頂くことが多くございます
（写真とハッシュタグを投稿することで、プレゼントが抽選で当たる　など）

＃○○を付けて投稿するだけで、参加者は抽選で賞品が
当たるキャンペーンを簡単に実現！
ハッシュタグをつけて投稿してもらうことにより、
集約されて顧客の顔も見えやすくなります。
Ｔｗｉｔｔｅｒのオフィシャルアカウントからフォローをするなどして
顧客とのコミュニケーションが図ることが可能です。

※オプション
キャンペーンの初動の加速を上げるために100人投稿パッケージやバズマックス
などと掛け合わせが可能でございます。

指定のハッシュタグをつけて投稿 指定のハッシュタグ投稿を全て、LPに収集!!
ファンコミュニケーションを取るコミュニティになります。

25



＃Solution

2-1.SNS広告〜twitter〜

　ユーザーの検索結果の上部に表示されます。

プロモツイートの表示

　ターゲティング概要

細かなターゲティング
■特定アカウントのフォロワー
■類似ユーザー
■興味関心
■キーワード　　　　　
　などにターゲティング可能

　発注から掲載までの流れ

　タイムライン上に新しいツイートが追加されれば
プロモツイートも通常のツイートと同様にスクロールダウンされます。　

　課金体系

目的別課金モデル

　　目的 　　課金ポイント
　ウェブサイトクリック 　クリック数
　ツイートエンゲージメント 　エンゲージメント数
　アプリクリック 　アプリクリック数
　動画再生 　動画再生数

■広告の目的
　フォロワー数の増加、エンゲージメント
■ターゲティング
　地域、年齢、性別、特定アカウントのフォロワー
■ご予算
上記などからシミュレーションを作成し、
広告を出稿した際の効果を事前に
知ることができます。

ご発注後、3営業日後に開始可能です。
（最短スケジュールはご相談可能）

　ユーザーがTwitterへログインした時やページ更新時に、
タイムライン上部にツイートが表示されます。 

表示欄

　シミュレーション内容

26



＃Solution

2-2.SNS広告〜Instagram〜

ホームフィード上に表示

■年齢
　全配信、18歳以上、21歳以上
■性別
　男女
■Facebook連携済みアカウントの
　アカウント情報からターゲティング可

目的別課金モデル

　　目的 　　課金ポイント
　ウェブサイトクリック 　クリック数
　ツイートエンゲージメント 　エンゲージメント数
　アプリクリック 　アプリクリック数
　動画再生 　動画再生数

　発注から掲載までの流れ

※インスタグラム広告はモバイル端末のみ
※ホームフィード上に表示

■イメージ広告
　　画像イメージの利用
■リンク広告
（カルーセル形式）　　
　　1カルーセルに2〜4枚の
　　画像イメージの利用
■ビデオ広告
　　貴社CMなど動画

■イメージリンク広告
　　画像イメージの利用＋リンク
■ビデオリンク広告
　　貴社CMなどの動画＋リンク
■アプリ広告
　　画像・カルーセル・動画いずれか
　　リンクから
　　・Apple Store
　　・Google Play Store

目的に沿った広告枠の利用

　シミュレーション内容

■広告の目的
　フォロワー数の増加、エンゲージメント
■ターゲティング
　年齢、性別
■ご予算
上記などからシミュレーションを作成し、
広告を出稿した際の効果を事前に
知ることができます。

ご発注後、3営業日後に開始可能です。
（最短スケジュールはご相談可能）

　ターゲティング概要 　課金体系広告タイプ

表示欄
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分析による仮設設計と効果検証
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デジタルチームの分析で、主に下記KPIを元として、仮説数値を立てます。

想定
リーチ数 LIKE数 エバンジェリス

ト人数
＃ハッシュタグ

投稿数
サイトインデッ

クス数

全体のリーチ数を
測定可能

全体のLIKE数を
測定可能

自発的に宣伝して
くれる人数

対象ワードの
投稿数を測定可能

ソーシャル施策による
サイトインデックス数増加

想定
リーチ数 LIKE数 エバンジェリス

ト人数
＃ハッシュタグ

投稿数
サイトインデッ

クス数

全体のリーチ数を
測定可能

全体のLIKE数を
測定可能

自発的に宣伝して
くれる人数

対象ワードの
投稿数を測定可能

ソーシャル施策による
サイトインデックス数増加

→ → → →

実施前の仮説数字と
実施後の実証数字で比較

＋530,000 ＋2,700 ＋157 ＋187 ＋1280

※上記数字はイメージ資料となります

→

＃Report

分析レポート〜効果検証可能なKPIと仮説・検証〜
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＃写真
＃スイーツ

＃プチプラ
＃ネイル

①グローバルハッシュタグ

②インサイトリーチハッシュタグ

③トレンドタッシュタグ

インスタグラムは「ハッシュタグ」から流入があり、いいねが増えたりフォロワーが増えます。
世界的に使われているハッシュタグは「億単位」での投稿数があり、世界中のユーザーにリーチ出来るチャンスです。

（グローバルハッシュタグ例）
＃follow （フォローしてね）
#like4like （いいねしてくれたらいいねするよ）
#tbt （Throwback Thursday。木曜日に昔の写真をアップして思い出をシェアする文化）

「写真」「スイーツ」「ネイル」等、
興味関心ゴトがハッシュタグでつながるインスタグラム

AIを活用した育成型自動抽出機能により
企業様毎の「ターゲット層」のインサイトを調査し
興味関心関連ハッシュタグを抽出することが可能

「summerbabe2017」「公開ダイエット」等
急激に投稿数が増加しているハッシュタグをAIが感知

またシーズンによって投稿数が増えるハッシュタグを事前に
予測することにより、効果的なハッシュタグの使い方が可能

インスタグラムはハッシュタグの活用方法により、大幅なリーチを取ることが可能
さらに下記３つのハッシュタグをAIを活用して使いこなすことで、狙いのあるリーチを実現

＃Report

分析レポート〜【Instagram】AIを活用したコメントクオリティの算出〜
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＃Report

分析レポート〜態度変容分析〜
＃○○を元に、下記分析が可能です。
「1,000フォロワー以上、1,000フォロワー以下の投稿者が一目で識別」
「＃○○というワードを入れて、何件投稿されているか」
「＃○○というワードと、買った、良かったなどが入った投稿が何件投稿されているか」などが数字で把握可能です。

※ハッシュタグ以外のワードでも測定可能です

施策前と施策後において
「○○商品買ったよ」という

ワードが何件増えたかなどの
分析が可能！
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弊社独自AI開発技術により、インスタグラム投稿におけるコメントの質を分析調査可能
弊社統計データにより、下記7種の投稿モチベーション分類にセグメント

（KPI指標、態度変容分析ポイントとして活用）

※下記アパレル会社における事例※　

１）ファンが付けるコメント　
　→ どれを取っても凄〜く綺麗です　私的には1枚目のスカートの写真が一番好みですが2枚目の黒のパンツの写真も本当に
　　タイプで迷いますので両方買います！笑　　

２）フォローさせていただきます、フォローありがとうございます
　→ 足ながーー��� ってかほそーーい‼仲良くしてね〜�フォローさせて下さい� 
　→ こんにちは�フォローありがとうございます�よろしくお願いします♬ 

３）質問系
　→ 細いかわいいきれいです〜��� 　○○ブランドののデニムのサイズ感はどんな感じですか？�♀️
　　まだ挑戦したことなくて��  

４）ライトなコメント
　→ お写真良いのばっかりですね�　

５）海外のコメント
　→ good!、beautiful!等　

６）スパムコメント　

７）その他

＃Report

分析レポート〜【Instagram】AIを活用したコメントクオリティの算出〜
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①【ハッシュ流入数からみるリーチ数の算出】

ハッシュタグを効果的に活用することで、フォロワー以上のリーチを実現
結果、リーチが拡がり「動画再生回数」「LIKE数」「コメント数」が大幅に増加。

Ex)１万フォロワーの場合：動画再生回数が50,000回以上　

ハッシュタグからの流入により、動画が大幅に再生。
1万フォロワーの平均動画再生回数を500とすると、50,000回再生されるには、
100万リーチ以上の流入が必要となる想定のため、

みなしリーチ数として想定することが可能です。

②【エバンジェリスト投稿者のリーチ数】

起用インフルエンサーのリーチ数に加えて、
「指定ハッシュタグ」を付けて投稿しているエバンジェリストもリーチ数に加える。

具体的には「指定ハッシュタグ」を付けている人のフォロワー数もリーチ数に加えることで
該当プロモーションの全体リーチ数を把握することが可能。

※インフルエンサーを起用して施策することで、
指定ハッシュタグを付けて投稿する「エバンジェリスト」が発生するため。

＃Report

分析レポート〜【Instagram】リーチの指標〜
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2位

3位

4位

5位

ウェットブラシ「Amazonランキング」についての　
「ヘアブラシ」ジャンルのランキング推移

元々20位〜30位のAmazonランキングから
インスタグラマーの投稿開始後、ランキング上昇！

キッズ2回目の投稿推移については
2月4日から投稿開始し、

2月7日：7位　
2月8日：5位　
2月10日：4位
2月13日：3位　移行、　3位〜5位の推移で上昇　

2月7日
2月8日

2月13日

2月10日

2月11日投稿
ファンシーキョン　
155,000F

2月4日投稿
YUKI　
190,000F

2月10日投稿
Riemirink
54,000F

2月10日投稿
Hikari
42,000F

2月12日投稿
wakabayashi　
16,000F

2月8日投稿
RINA
16,000F

2月13日投稿
AKI
13,500F

2月19日投稿
KJ
11,000F

＃Report

分析レポート〜Amazonランキング推移〜



実施事例
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253cbd7628817056f5bcbb80779ea48o

ベルーガ施策　ボリュームアップスプレー

梅雨に向けたシーズン企画、アウトバス“ボリュームアップ” プロモーション
インスタグラマーとツイッターインフルエンサーを起用し動画と画像でHowToを投稿。100万リーチ保証で実施。

案件概要

同じ悩みを持つ女性への訴求により
共感コメントが多数寄せられた。

案件の目的・目標（KPI） 高エンゲージメント投稿

レビュー

商品性を踏まえた最適なハッシュタグを使うことによって、
平均3%以上のエンゲージメント率をマーク。

ツイッターインフルエンサーの拡散により100万リーチ保証に対して約125万リーチを達成！

ツイッターインフルエンサーの大拡散により認知の拡大、
サロンモデルや美容インスタグラマーのHowTo投稿によって、
商品の使い方を分かり易く説明し、一般ユーザーの興味を惹きつけ、
購買意欲につなげる。

インスタグラム

・合計リーチ数：約73万リーチ
・合計いいね数：約2.3万件
・合計コメント数：約300件
・平均エンゲージメント率：3.4％

ツイッター

・合計リーチ数：約52万リーチ
・合計RT数：約150件
・合計いいね数：約1600件

合計約125万リーチ達成！
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投稿とは違った角度にてイベントの雰囲気や臨場感をユーザーに
訴求することが可能。

商品性から、サロンモデルを起用し、How-to動画を投稿することによって、
同様の悩みを持つ女性から多くの好意的なコメントを獲得した。

更にHow-to動画の投稿によって、
効果を実際に一般ユーザーに伝えることができ、購買意欲を高めることができた。

ストーリー投稿 態度変容

サロンモデルによる訴求効果

ヘアボリュームアップについての
効果の訴求だけではなく
ヘアアレンジまで投稿することで、
一般ユーザーの興味を惹きつけ多くのいいね
数や、共感コメントを獲得した。

髪の毛を商品とするサロンモデルを起用することによって、商品に対する信
頼、信憑性が高まった。

一般ユーザーの購買意欲を高め、「使って見たい！」や
「商品をもっと知りたい」など好意的なコメントが

多数寄せられた。
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253cbd7628817056f5bcbb80779ea48o

高校野球100周年記念　SNSプロモーション

・第100回全国高校野球選手権記念大会「#汗と涙のエピソードキャンペーン」を実施。
・一般ユーザーから募集したエピソードを選定し、ホームラン賞とベストナイン賞に選ばれたものを「動画化」！
・その動画を野球と親和性の高い「ツイッターインフルエンサー8名」「インスタグラマー5名」が投稿拡散

案件概要

・ツイッターインフルエンサー8名の合計リーチ数：394,755
　※RTによるリーチ数含む

・インスタグラマー5名の合計リーチ数：125,170
　※インスタグラムにはRT機能が無いため、フォロワー数がリーチ数となります。

・合計再生回数12,000回以上！
　※ツイッター、インスタの合計数値となります。

案件の目的・目標（KPI） ツイッター投稿

レビュー

合計リーチ数50万以上

ツイッターインフルエンサー8名の投稿で20万リーチ
インスタグラマー5名の投稿で10万リーチ
計30万リーチの達成

一般ユーザーからエピソードを募集することでより
共感できる動画内容となった。

一般ユーザーからエピソードを募集し、それを動画化することにより、
多くの共感を得ることが出来た。

それが拡散につながり目標の30万リーチを大幅に上回る約50万リーチを達成！
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投稿とは違った角度にてイベントの雰囲気や臨場感をユーザーに訴
求することが可能。

野球と親和性の高いインフルエンサーを起用することにより、
インフルエンサー自身が#汗と涙のエピソードの内容を

自分ゴト化出来ており、より共感の得られるものとなった。

インスタ投稿 企画意図

野球と親和性の高い
インフルエンサーを

起用することにより、より多く
のいいねや

コメントが寄せられ、ユーザー
の態度変容が見られた。

甲子園が始まる直前に
投稿することにより、SNS
方面からも大いに大会を
盛り上げることができた。

【通常の施策】
例「高校野球面白いからみんなも見てね」

浸透しづらい
拡散につながりにくい

【今回の施策】

エピソードを募集

動画化

拡散につながりやすい

この工程を導入する
ことにより、体験共有が可
能になり、拡散に
つながりやすくなる。
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ミライズ様　アンバサダー施策事例（お水）

・居酒屋えぐざいるにてミライズ様ブースを出展
・インフルエンサーが実際にブースに立ち、アンバサダー活動
・アンバサダーによる定期投稿

案件概要

案件の目的・目標（KPI） 投稿トピック

レビュー

アンバサダーによるInstagramでの定期的投稿や、ミライズ様の
ブースでの稼働、実際に本商品を提供し、試飲体験していただくことにより、アンバ
サダーのファンや来場客に対する認知拡大を図る。

・合計リーチ数：100万リーチ以上！
※インフルエンサーの合計フォロワー数×投稿回数

・合計LIKE数：4万件以上
・指定ハッシュタグ合計LIKE数：6万件以上
【＃ミライズ】

最大エンゲージメント率
6.40％

インフルエンサーの普段投稿に世界観を合わせ
違和感なく商品を載せることで共感を得ることができた。

その結果、最大エンゲージメント率6.40％を出すことが出来た。
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投稿とは違った角度にてイベントの雰囲気や臨場感をユーザーに訴求すること
が可能。

指定投稿以外の投稿トピック 態度変容

Instagramのストーリーズでインフルエンサーの自発的な投稿が見られた。

ストーリーズではイベントの雰囲気や臨場感を訴求することが可能
→ユーザーへ発信することでイベントの認知、認識変化を伝えることが可能

ユーザーの態度変容（本商品・イベントを知らなかった状態から
本商品の認知・イベント認知及び興味関心に繋がった）が見られた。

インフルエンサーには普段、「素敵」「かわいい」等のコメントが多い中、
投稿には「行ってみたい」等の本イベントに対する好意的なコメントが集まった。

インフルエンサーによる自発的なストーリーズ投稿により、
ユーザーへ本イベントの雰囲気や臨場感がより伝わり、態度変容が見られた。

また施策開始から1ヵ月で144件もの自発的投稿があり、認知拡大へとつながった考えられる。
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 案件概要

 案件の目的・目標（KPI）

 レビュー 

 高エンゲージメント 

12名のインフルエンサーをアンバサダーに任命し、9月7日公開の映画『累‐かさね‐』のPR投稿を計3回実施。投稿内容を、完成披露
試写会の参加・累マスク・snowで撮影した写真投稿に分け写真や文章にばらつきをもたせた。

美容系・トラベラ―・主婦と多様なインフルエンサーを
起用し度々投稿することで幅広い層へ認知拡大・話題性を生み、
動員者数増加へ繋げる

トータルリーチ数：53万リーチ

総いいね数：41,954
エンゲージメント率：2.78％

単発投稿ではなくアンバサダーとしてインフルエンサーに活動してもらうことで
リアルな口コミと共に効果を発揮し50万リーチを超える結果となった

美容系やファッショニスタなど普段投稿と変化があった
インフルエンサーほどリアクションを獲得
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 投稿ピックアップ 

■人気投稿者

 態度変容  

■MAAMI
ジャンル：ママモデル
フォロワー：46,273

いいね数：933
コメント数：12

映画の内容に絡めアンバサダー同士
で顔交換写真を投稿。フォロワーの

興味をそそりつつ高いエンゲージメント
を獲得

■sayu
ジャンル：ママモデル
フォロワー：20,179

いいね数：654
コメント数：29

こちらも映画の内容と絡めたアイテ
ムである赤リップを使用したクリエイ
ティブで本施策で最も高いエンゲー

ジメントを獲得

・映画公開と共に自発的
　投稿の急激な増加が

　目立った

投稿件数：1049件
総いいね数：66,000件

映画自体の話題性もあることから興味関心に繋がった好意的
なコメントを多数獲得！！

 自発的投稿 
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【史上初！インスタグラムLIVE動画一斉配信企画】ダイアンボタニカル施策

対象商品がシアバター入りのシャンプーのため、シアバターについて訴求するため、イベントゴト化。手作りホイップシアバターを作るという
イベント化でワークショップを開催。その様子を70名以上のママを集めてインスタLIVEにて一斉配信するという史上初の取り組み。

案件概要

配信者はレポーターという役割で動画配信するため、
商品や効能について訴求することが可能

案件の目的・目標（KPI） インスタライブ動画

レビュー

総勢70名以上のママインフルエンサーによるライブ配信という前例のない
イベントを開催したことで、インフルエンサーの積極的な参加を促進した。

その結果、参加者がイベントを楽しみ、自発的投稿によって200万リーチ予定に対し約260万リーチを達成！

総勢70名のママが一斉にリアルタイム配信することによって、話題性を持たせる。
また、そのライブ動画とイベント風景をストーリーズ投稿することで、

リアルタイムでイベントの様子を見ることができなかった人へのリーチ獲得も図る。

イベント来場

1部：43名=73万リーチ
2部：28名＝103万リーチ

合計：71名来場／176万リーチ

自発的投稿

1部：15名＝23万リーチ
2部：14名＝60万リーチ

合計：29名投稿／83万リーチ

合計約260万リーチ

一斉に、自身のインスタグラム上でライブ
配信の告知がされることで話題化！
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投稿とは違った角度にてイベントの雰囲気や臨場感をユーザーに訴
求することが可能。

ワークショップとして実際に体験してもらい、インフルエンサーの積極的な参加を促したことで、
自発的投稿を生むことができた。

さらに、イベント風景をストーリー投稿するだけでなく、
公式アカウントやテーマハッシュタグをタグ付けすることによって、ダイアンボタニカルの認知拡大につながった。

ストーリー投稿 態度変容

ママインフルエンサーによる訴求効果

イベントの風景を載せるだけでなく、 「＠dianebotanical」 
「＃ホイップシアバター」などをタグ付けして投稿したことで、

公式アカウントおよびハッシュタグへの誘導を促進することができた。

従来のインフルエンサー投稿は、商品やイベント風景を
ただ投稿するだけの受け身型であるケースが多い

ワークショップとして実際にホイップシアバターづくりを体験し、その様子をインス
タライブ配信することで、インフルエンサー

自身が楽しみながらイベントに参加してもらうことができた。

その結果、約30名80万リーチの自発的投稿が生まれた！
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インフルエンサーの普段の投稿との親和性を合わせることにより、
違和感なく商品を載せることができ、共感につながった。

その結果、最大エンゲージメント率4.10％を出すことが出来た。

253cbd7628817056f5bcbb80779ea48o

案件概要

案件の目的・目標（KPI） 投稿トピック

レビュー

・9月28日靴屋の日に合わせてキャンペーンを実施
・アンバサダーによる商品の使用感訴求・キャンペーンの訴求（月4回に渡り投稿）

・インスタグラマー5名の投稿で11万リーチ
　月4回投稿の計：44万リーチの達成
・POOLSIDEの認知拡大
・POOLSIDEオフィシャルアカウントのフォロワーの増加

・合計リーチ数：460,048リーチ
※インフルエンサーの合計フォロワー数×投稿回数
・合計LIKE数：12,011
・指定ハッシュタグ【#psshoes】の合計LIKE数：21,456
※プールサイド様投稿も含まれる
・POOLSIDEオフィシャルアカウントフォロワー推移
施策前：9,300フォロワー→9,950フォロワー
約650フォロワー増加

最大エンゲージメント数

4.10%

POOLSIDE様　アンバサダー施策（レディースシューズ）
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投稿とは違った角度にてイベントの雰囲気や臨場感をユーザーに訴求すること
が可能。

指定投稿以外の投稿トピック 態度変容

本施策を行ったことによる態度変容をInstagram上から調査

「靴可愛い」や「POOLSIDE好きです」等のブランドや
商品に対する好意的なコメントが集まっており、

ユーザーの態度変容（本商品・ブランドを知らなかった状態から本商
品の認知・ブランド認知及び興味関心に繋がった）が見られた。

Instagramのストーリーズや通常投稿でインフルエンサーの自
発的な投稿が見られた。

インフルエンサー自身が普段着でも着回すようなり自然と
#psshoesの投稿が好意的口コミとしてたまり、

SNS内のSEO対策になった。

繰り返し情報を発信することでより詳しい商品の使用感を訴求することが可能になり、
また自発投稿的投稿により、さらに口コミとして広まった。

その結果、ブランドの認知拡大・オフィシャルアカウントの
フォロワー増加につながったと言える。
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＃Performance

〜飲料系の過去事例〜

大手シャンパン会社様である「シャンドン様」が、‟日常からのエスケープ“や‟リゾート”をテーマとしたパーティを開催！

大手シャンパン会社　シャンドン様　案件

“ＳＵＭＭＥＲ”を感じる写真を投稿してエスケープ体験を感じてもらうキャンペーンを実施！ インフルエン
サーの他にタレント、モデルなども来場し豪華パーティに!!

【ディレクション】 
ブランドイメージに合うインフルエンサー男女を６名起用！ (セレブ、お酒好き、モデルなど)

【空気づくり】
 白を取り入れたリゾート的なドレスコードでパーティに参加して頂き、SNS栄えするようなフォトッジェニック要素を会場内に設置 する事でイン

フルエンサーの投稿クリエイティブの向上に繋がった。 Facebook中心にSNSに投稿。

【イベント後の施策】
 パーティ以降はホームブランドへ行って頂いたり、お土産を用意し自宅で飲んでシェアするなどイベント後も投稿する
事で中期的に プロモーションを実施。

ブランドコンセプトに合うインフルエンサーを起用したことで
高いエンゲージメント率を獲得しました！

Ex）高橋はるか：189人のいいね数を獲得!!（通常の約2倍）
       MAAMI：273人のいいね数を獲得!!（通常の約2倍）

自宅でカクテルをつくり、飲んだり
サイトをシェアしたりなどして
イベント後も継続的にプロモーションを実施致しました!!
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＃Performance

〜イベントと連動した過去事例〜
TGC様とのSNS PRのお取り組み

東京ガールズコレクションとは2012年から
ＳＮＳのＰＲ部分でお取り組み実施。
東京ガールズコレクションに協賛頂くブース様に対して
弊社のインフルエンサーをブースに来場体験させ、ＳＮＳ投稿するという取り組みです。
また、さらにモデルプレス等のニュースメディアに取材に入ってもらいまして
後日さらにそのニュース記事を拡散する等の取り組みも行っております。

イオンクレジット様（東京ガールズコレクション2017ＡＷ）

①TGCイベントにイオンクレジット様がブース設置致しまして「可愛いフォトパネル」を用意。
②インフルエンサー6名が実際にそのカワイイフォトパネルで写真撮影を行いインスタグラムにて投稿。
③モデルプレスニュースがそのインフルエンサーに対して取材が入り、ニュース記事化&SNS拡散!!

平均フォロワー数：34,647
いいね総数：7,345
コメント総数：64
平均エンゲージメント率：3.5%
※平均エンゲージメント率：3%

Review

弊社システムによる選定ハッシュタグで、

インフルエンサーのファッションに対する
好意的なコメントが多数発生。
（洋服もカワイイね！というファンの対応が多数）

ハッシュタグによるファンとのコミュニケーション
を起こし、質の高いリーチを獲得!!

49



ラフォーレ様のグランドバザールで、ラフォーレ様史上初のSNS企画をご実施！
１２名のインフエンサーが、10,000円ででショッピングし、購入した洋服でコーデ対決を実施！！

（10代〜20代に影響力のあるインフエンサー12名が参加）

目標数値：Twitterリーチ数　450,000リーチ

①【コミュティのディレクション】10代に人気のある楠ろあ、maho、ゆにめろでぃーなど12名実施。

②【事前準備・空気作り】企画に参加していることをツイート、お買い物中、コーデ掲載と３回以上のツイートを実施。

④【垣根を超えたシェア】１名のインフルエンサーにつき、最高 １,７００ＲＴ以上の拡散を起こし、
　　　　　　　　　　　　１２名のインフルエンサーの垣根を超えて、大拡散となりました！

Twitterリーチ数227万リーチ以上達成！！目標リーチ数の5倍以上となりました

③【ツイートする理由作り】RTの集計結果発表までツイートを実施。「みんなRTしてね〜！」　など

REVIEW

＃Performance

〜ラフォーレ様で、SNSファッションコーディネイト案件〜
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スクウェアエニクス様のゲームアプリのプロモーションとして３名の有名コスプレイヤーを起用！
アプリゲームのアンバサダーに就任させ、３名のなかで１番投票を獲得したコスプレイヤーに特典（ゲーム内カード化）を付けることで、ツイートを大々的に実施！
さらに、コスプレコスチュームも作成し、ファンのためのアフターイベントとして、撮影会イベントまで運営致しました。

目標数値：Twitterリーチ数　100万リーチ

①【コミュティのディレクション】有名コスプレイヤーのえなこ、火将ロシエル、神坂琉菜の３名で実施

②【事前準備・空気作り】アンバサダーとして、ティザーの時期からツイートを実施（打ち合わせしてきたよ〜今度発表するね〜など）

③【ツイートする理由作り】投票数の獲得のために、大々的にツイートを実施！（みんな応援してね〜　など）

④【アフターイベント】投票を多く入れた上位５０名のファンのために特別撮影会を実施。クローズドイベントのためファンによるさらなる拡散を確保

Review

Twitterリーチ数３００万リーチ以上達成！！

アプリダウンロード数は５０００以上を突破！

＃Performance

〜大手ゲーム会社様案件〜
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①【コミュティのディレクション】美容、アパレル、大学生、コスプレイヤーなど多ジャンルのインフルエンサーに声がけ
　　　　　　　　　　　　　　　　
②【説明会の実施】参加インフルエンサーに本プロジェクト理解の促進とモチベーション増加を図るために、
　　　　　　　　　セブン＆アイ本社にて説明会を実施。
　　　　　　　　　

④【実績例】ハロウィン企画では、ハロウィン衣装を各アンバサダーに提供することにより、複数回以上の発信につながる
　　　　　
爆発的なリーチ数を獲得！　月間想定数値：１２０万リーチ　→　結果：６００万リーチ以上

Review

売上は前月比で２６６％増加！　投稿回数が増える企画を設計することでリーチも売上も増加可能！

③【アンバサダーならではの特典】ロフト先行展示会への参加、CM撮影現場への同行、新商品の試食会への参加など
　　　　　　　　　　　　　　　　アンバサダーが情報発信したくなる企画を準備し、実行！

セブン＆アイホールディングスが展開する巨大ECサイト「オムニ７」のアンバサダープロジェクトを実施中！
美容、アパレル、大学生、コスプレイヤー、人気メンズなど様々なジャンルのインフルエンサーで結成！

２０名超のユニット（オムニ７公式サポーター）として、商品の告知、イベント参加による情報発信を実施中！
目標：ツイッター上でのソーシャルリーチ数を第一に、売上につなげるミッション
（ツイッター上で好意的なリーチを作ることで、通販サイトの売上につなげる）

＃Performance

〜セブン＆アイ（オムニ７通販サイト）様とのお取組み〜

52



「ULTRA　JAPAN」でサムスンの最新携帯のプロモーションを実施！！
Galaxyの機能に1眼レフと並ぶほどの高画質カメラ機能がついて
おりまして、カメラ好きインフルエンサーを起用し、画質やカメラのプロモーションを行いました。

①【ディレクション】カメラ好きインフルエンサーを２２名を3日間に分けしキャスティング

②【実施内容】Galaxyを1台ずつ持って一般客として来場し、たくさん写真を撮って頂き、
　　ハッシュタグをつけて投稿。
③【特設ステージ】ステージ前のお立ち台に上り、客席の上から撮影を実施。　　　　　　　　

Review

目標リーチ数が100万リーチに対して、　合計リーチ数400万リーチ以上到達致しました。
また、＃ULTRAGalaxy がツイッタートレンドに掲載されました。　

＃収集サイトも
ございます。

http://ultrajapan.jp/galax
y/#/boards/ultragalaxy

＃Performance

〜ウルトラジャパン2016ギャラクシー様案件〜
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映画『ミス・ペレグリンと奇妙な子供達』の公開前プロモーションとしてSNS上でのキャンページから
キャンペーン自体の促進・話題化を弊社パッケージとして行いました!!

キャンペーン内容は映画のキーになる「キミョかわいい」と思う自分の癖・特徴・写真をあげ、抽選で賞品特典が当たるコンテンツ。
奇抜なセンスを持つインフルエンサー軸、学生軸の2軸で上映前に幅広いリーチを獲得することで一般層の巻き込みも狙いました!!

インフルエンサー施策

200人投稿施策

キャンペーンページ

PHASE1

PHASE2

PHASE3

ひかぷう（109カリスマショップ店員）
フォロワー：48,385人
エンゲージメント率：4.7%

相羽瑠奈（デザイナー）
フォロワー：89,414人
エンゲージメント率：4.0%

しばちゃん（モデル）
フォロワー：75,055人
エンゲージメント率：6.3%

総計リーチ21万以上!!
（平均エンゲージメント率1%〜3%）

総計リーチ100万超え!!

twitter100名 Instagram100名

インスタ映えする＃キミョかわいいRTに拡散・シェア!!

奇抜なセンスや独特の感性のある3名が
本件は親和性が高くエンゲージメントが高い!!

＃キミョかわいい がついた投稿を全て
キャンペーンページに収集!!

インフルエンサー施策→作品と親和性のあるキャスティングでブランディング効果!!

200人投稿→キャンペーンの話題化と映画の期待値を上げることに成功!!

総投稿数:2,000件以上!! 世の中ゴト化し、
一般ユーザーも投稿!!

＃Performance

 〜 FOX様 映画『ミス・ペレグリンと奇妙な子供達』 〜
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ECサイトの売上を増加を目標として本施策を行った事例

20代後半～30代女性に大人気
全ブランドの中でNo1の売上！

昨年比のECサイト売上より2倍以上の売上を達成！

①ファッショニスタによるコーデ投稿 ②Instagram広告

　 Samantha Thavasaブランドグループ　And Couture 様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
インフルエンサー投稿×Instagram広告　事例

・ファッションインスタグラマー10名によるコーデ投稿

・ECサイトへの流入数を計測するためプロフィール欄へのURL記載

・文言中にもECサイトへの流入を促すような内容に！

・インスタグラマーの投稿素材をInstagram広告へ2次利用

・ターゲットを選定し、2回に渡って広告を配信

・リンク先をECサイトにし、広告からの流入も設計

・商品に対する好意的なコメント多数！！
・普段の投稿より施策後の商品購入者に

　よる自発的な投稿増加トピック
広告配信の際2回にわたってキャンペーンの企画を組み合わせ（広告配信の際文言において訴

求）
第1弾：春夏の新作アイテムが全て10％OFF！！

第2弾：\25,000以上のご購入で“メタリックかごバッグ”をプレゼント！トリプルポイントFAIRも同時開催中！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　























社名 株式会社KAIKETSU

設立 2009年7月14日

所在地 東京都渋谷区東1-26-30　宝ビル3F

http://kk2.co.jp/index.htmlＨＰ

・ソーシャルメディアマーケティング
・ライブコマース事業
・リアルアフィリエイト事業
・デザイン制作事業
・キャスティング事業
・ECサイト事業
・メディア事業

事業内容

資本金 3,500,000円

会社概要



案件のご相談などお気軽にご連絡ください

株式会社KAIKETSU

高橋 昂太郎（Kotaro Takahashi)

〒150-0011
東京都渋谷区東1-26-30 宝ビル3F

https://kk2.co.jp/

Mail：takahashi@kk2.co.jp

Tell：080-6638-4166


