
ギフティングサービス



会社概要
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社名 株式会社KAIKETSU

設⽴ 2009年7⽉14⽇

住所 東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ15階

https://kk2.co.jp/ホームページ

①SNSを中⼼としたデジタルマーケティング
②マーケティングコンサル

事業内容

グループ会社

役員 代表取締役CTO 蓮見 友信
取締役COO 平賀 大地



ギフティングサービスとは？
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Instagram（3,300万ユーザー）から
最大300~500名を募集、二次審査を通過した
インフルエンサー（50 or 100名）を起用し、

Instagram上に口コミを投稿するサービス



累計実績
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累計投稿数：約2,800件、累計応募人数：7,500件超え



Instagramの市場規模

4参照元：ガイアックスソーシャルメディアラボ

「国内3,300万アカウントにまで拡大」
「国民的メディアへ ⇒ 30代~50代で約1,500万人」



増え続けるSNSの可処分時間
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ホームページとしての存在が、SNSの公式アカウントに切り替わりつつあります

10代、20代、30代のネット利用の中で最も利用されているのはSNS
ブログ・ウェブサイトの利用を大きく上回る（可処分時間最大7倍以上）

※データ参照元：総務省平成30年度

派生系として新たなSNSメディアは誕生するが、
３大プラットフォーム基盤はまだまだ続く検索としてのプラットフォーム確立

テレビとしてのプラットフォーム確立情報発信としてのプラットフォーム確立

可処分時間を増やし続ける

３大プラットフォーム



「ググる」⇒「Instagramで検索する（タグる）」
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サーチの行動が変わった

ｊｊ
Instagram＝検索メディアと捉え、
ユーザーの口コミ / 商品情報など
有益な情報を発信することが重要

Etc,,,

Instagram内のクチコミの
量と質が購買に影響を与える。



Instagramにおける口コミの重要性
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ｊｊ

①
３ジャンル（食料品・化粧品・ファッション）

は

Instagram経由での購入・来店に至る確率が高い

ｊｊ

②
Instagram上の口コミは、影響力が高い
※平均値（グレーの円）よりも全体的に高水準

【調査概要】
調査期間：2019年1月18～21日
調査対象：SNS利用者1,112人のうち、

半年以内にSNSで口コミを見たことがある人



Instagramの懸賞利用に関する対応について
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弊社アカウントを使用して募集するため、クライアント様のアカウントがBANされる
リスクはありません。

弊社アカウントがBANされた場合は、案件を実施できない場合があります。

コミュニティガイドライン http://facebook.com/help/instagram/477434105621119
「いいね!」やフォロー、コメント、その他の関わりの見返りとして現金や現金に

相当する景品の提供を申し出ることは、禁じられています。

ｊｊ
従来は、フォロー＆いいね＆DM送信が参加条件でしたが、
現状は、DM送信のみを参加条件とさせて頂いております。

リスクヘッジについて

http://facebook.com/help/instagram/477434105621119


ギフティングーサービス（概要）
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⽬的 検索ユーザーに対して、商品に関するポジティブコメント（口コミ）を訴求すること

期待効果 Instagram検索時の商品発⾒、及び商品理解向上に伴うCVRの向上

STEP

1
投稿者を募集

KAIKETSUネットワークや公式アカウ
ントにて、投稿者の募集を実施。

https://www.instagram.com/kaiketsu.info/

STEP

2
投稿者を決定

応募があったユーザーの中から、熱量

高いユーザーを投稿者として決定。

STEP

3
商品体験&投稿

投稿者に商品を発送し、実際に体験し

てもらう。その上でクチコミを投稿。

https://www.instagram.com/kaiketsu.info/


サービスの強みまとめ
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応募条件によりセグメント

された参加者を募集できる

募集〜投稿（レポート提出）

まで貴社側の工数ゼロ

担当者による二次審査

（懸賞アカ排除＆スタッフによる選定)
質の高い口コミを生み出すだけでなく、

参加者の声をヒアリングできる



ギフティング施策の投稿事例
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満足度調査アンケートトピック
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性別 Q1 モニター企画に参加される以前から、新レインボー辞典を知っ
ていましたか？年代

Q2 モニター企画に参加されて、新レインボー辞典に対する印象が
変わりましたか？ Q3 今後も、新レインボー辞典を使い続けたいですか？ Q4 新レインボー辞典をご友人やご家族、知人にオススメしたいと

思いましたか？

Q5 実際に、新レインボー辞典を誰かにオススメしましたか？ Q6 今回のモニター企画に参加されて、新レインボー辞典に親近感
や愛着などはわきましたか？ Q7 今後も、新レインボー辞典のアンバサダーとして継続的にPR

活動に参加されたいですか？



具体的に商品の印象がどのように変わりましたか？
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子供が楽しく辞書引けるような工夫がたくさんあって、辞書=難
しいというイメージだったのですが、気軽に使えるなと思いました。

見た目は可愛らしく子供が好きそうだなぁと思っていましたが、子供が使
いやすい仕様になっていました。ちょうど娘が小学三年生で国語辞典の使い方を学

ぶ時期だったので、自宅での導入として使うのにとても使いやすかったです。

どの辞典も同じだと思っていましたが、実際にモニターをしてみて、

カラーの見やすさやフリガナ付きの良さを実感しました。

子供と一緒に使ってみて、ふりがなが書かれていたり細かい点で、
とても使いやすく感じました。本屋さんなどで軽く手に取ってみるのとは、

全然違って、使いやすさを実感出来ました。

カラー&イラスト入りで本当に見やすいし分かりやすかったです。
自分が使っていた、文字だけがずらずらならんで探しにくかった辞典とは大
違いでびっくりしました。

今までは辞典と言ったらどれも同じようなものだと思っていましたが、ほん

とに素敵な辞典に出会わせていただきました！革命的でした！

モニターをするにあたって、私自身も辞典を読んでみたり、子どもに感想を聞いたりして良い所を
沢山発見出来、思っていた以上に素晴らしいと思えました。今まではオススメを聞かれても、うちは
これを使っているよ〜とURLを送る程度でしたが、具体的な話が出来る様になりました。これから下
の子のお友達に聞かれる事が増えると思いますのでどんどん勧めていきたいと思います！

カラーでとにかく見やすく、昔のような難しそうなイメージがなくなった。ファンシ

ーな要素も強いので、子供がより辞書を身近に感じられるような内容になっていた。
おまけもたくさんついていて、心強い。学研という安心感がある。

オールカラーの辞典ははじめて見ました。シールなどで使い

やすくオリジナルのものができるのもいいと思いました。
辞書って難しく見にくいイメージでしたが、カラフルでこんなにも
見やすく子供が興味をわくものもあるんだと思いました！



長期的に実施することの重要性
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ギフティング施策は、長期的且つ継続的に実施することが重要

結論 ギフティング施策は、⻑期的且つ継続的に実施して、
⼝コミを発⽣し続けることが重要だと考えます。

広告費がムダに

口コミが不足していると８割のユーザーが離脱

口コミ施策という処置を施すことで、

離脱を減らすことができる

一度限りの口コミ施策だと

時間の経過と共に効果が薄れる



ケーススタディ ここでは、当社のインフルエンサーマーケティングを

実際にご利用いただいたケースの一部をご紹介します。

クライアント様 案件商材

課題 施策

SNS上に購買時の比較検討となるような
クチコミ（レビュー）数を増やしたかった。

ギフティングサービス：100名投稿×2回

株式会社学研ホールディングス様 新レインボー辞典



ケーススタディ
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施策内容

1回目
100名の一般小学生を集めて辞典を配布
その後、インスタグラムにて100名投稿を実施
また、投稿完了後にアンケート調査も実施

2回目

1回目で数値が良かった人20名＋新規ユーザー80名で実施
申込時に案件への意気込みを提出＆投稿前の下書きチェックを実施

投稿完了後に通常アンケート調査＆満足度調査アンケートを実施

結果

参加者のセグメントや下書きチェックを強化したことで、

投稿全体のクリエイティブが良くなり、アンケートを実施

することで、投稿コメントの質を高めることに成功

→1回目と比べて、クチコミの質が向上した

ここでは、当社のインフルエンサーマーケティングを実際にご利用いただいたケースの一部をご紹介します。



ケーススタディ ここでは、当社のインフルエンサーマーケティングを実際にご利用

いただいたケースの一部をご紹介します。

マーケティング効果その①

質の高いクチコミの増加

消費者が商品を検索した際に、投稿された口コミがタ

ーゲットにしっかりリーチされた。

マーケティング効果その②

ネット書店経由の売上が2倍

コロナ渦ということもあり、ネット書店の売上が伸びた

背景もありますが、SNS上で口コミをみた比較検討ユー
ザーの購買決定に大きな影響を与えた。



実施までのフロー
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STEP
2

詳細ヒアリング

STEP
1

ご発注

STEP
3

募集素材制作

Instagram広告

STEP
4

申込情報を元に、
実施者の選定
（二次審査）

7営業日 7営業日
（投稿準備期間含む）

STEP
6

商品配送

STEP
5

実施者の住所回収

STEP
7

順次投稿

（＋α下書きチェッ
ク）

STEP
8

レポート提出

5営業日 5-15営業日 5-7営業日

実施期間 約30日間



分析レポート
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強み PDCAを回しながら最適化を図る

・施策全体の数値分析レポート（インサイト情報含む）

・投稿分析（弊社独自の指標を元に上位２０％を抽出）

・コメント分析（ユーザーの態度変容）

・外部データー連携（ Amazonランキング / Googleアナリティクス）



Insights Report について
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インサイト情報を自動収集してレポート化するツールになります。
✔登録済の方はツールが自動収集します。
✔システム未登録の方は手作業でインサイト情報を収集しています。



施策全体の数値分析レポート
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投稿画像

モニター募集
投稿画像

投稿画像

投稿画像

投稿画像

投稿画像

投稿画像

投稿画像

投稿画像

株式会社〇〇

～〇〇商品～

募集トピック

リーチ数 ：

応募人数 ：

投稿トピック

投稿者数 ：

フォロワーリーチ数 ：

いいね数 ：

コメント数 ：

平均フォロワー数 ：

平均エンゲージメント率 ：

リーチ数（参考地） ：

インプレッション数（参考値） ：

保存数（参考値） ：

平均トピック（TOP20）
平均フォロワー数 ：

平均エンゲージメント率 ：

平均リーチ数（参考地） ：

平均インプレッション数（参考地） ：

平均保存数（参考地） ：



投稿分析（弊社独自の指標を元に上位２０％を抽出）
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アカウント名 ：
投稿日 ：
フォロワー数 ：
いいね数 ：
コメント数 ：
好意的なコメント数：
エンゲージメント率：
リーチ数 ：
インプレッション数：
保存数 ：

投稿（上位２０％） アンケート回答

投稿画像
投稿文



コメント分析（ユーザーの態度変容）
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気になる、買いたい、どこで売っている、同じの使っているなど

投稿についている好意的なコメントを抽出



外部データー連携（ Amazonランキング）
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マーケティング効果

目標となる数値はAmazonストアに出店していたというのもあり、Amazon
ストアのランキング推移をKPIとすることに。結果、TVCM放送期間中は平均
順位が5,017位だったが、インスタグラマー施策期間は3,276位と大幅に向上。
さらに店頭POSデータによって売上が向上していることも確認できた。

TVCM含むプロモーション期間 弊社によるSNSマーケティング期間

タレント
4/29

タレント
6/12

タレント
5/15

タレント
6/19

タレント
5/30

タレント
6/28

IF
5/10

IF
5/21

IF
5/18

IF
5/26

IF
5/14

IF
6/4

IF
6/17

IF
6/27

IF
6/21

IF
6/25

IF
6/3

IF
6/18

ランキング
順位高い

ランキング
順位低い

インフルエンサー広告の投稿とAmazonランキングの推移②インフルエンサー広告の投稿とAmazonランキングの推移①



外部データー連携（ Googleアナリティクス）
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青色部分の数値を上げていくことはもちろんのこと

赤色部分（直帰率 / サイト滞在時間 / コンバージョン率）の数値改善を行います



施策事例
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株式会社グレイトフル

～WATTLE クッションファンデーション～

募集トピック

募集人数 107名

投稿トピック

投稿者数 65

リーチ数 421,832

いいね数 11,140

コメント数 536

平均エンゲージメント率 2.77%

平均フォロワー数 6,490

平均トピック（TOP20）

平均フォロワー数 12,989

平均エンゲージメント率 2.78%



施策事例
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ディーエーピーネットワーク株式会社

～neneごちそうバーム第１弾～

募集トピック

募集人数 200名

投稿トピック

投稿者数 48

リーチ数 79,309

いいね数 3,495

コメント数 68

平均エンゲージメント率 4.49%

平均フォロワー数 1,652

平均トピック（TOP20）

平均フォロワー数 2,790

平均エンゲージメント率 4.38%



施策事例

28

株式会社ジャプロ株式会社

～AINOKI～

募集トピック

募集人数 300名

投稿トピック

投稿者数 150

リーチ数 436,115

いいね数 19,052

コメント数 822

平均エンゲージメント率 4.56%

平均フォロワー数 3,207

平均トピック（TOP20）

平均フォロワー数 9,238

平均エンゲージメント率 4.46%



施策事例
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株式会社学研プラス

～図鑑LIVE～

募集トピック

募集人数 300名

投稿トピック

投稿者数 100

リーチ数 183,116

いいね数 14,674

コメント数 370

平均エンゲージメント率 5.35%

平均フォロワー数 1,869

平均トピック（TOP20）

平均フォロワー数 4,102

平均エンゲージメント率 6.52%



施策事例

30

粧美堂株式会社

～PienAge mimigemme～

募集トピック

募集人数 23名

投稿トピック

投稿者数 7

リーチ数 67,796

いいね数 2,344

コメント数 74

平均エンゲージメント率 3.57%

平均フォロワー数 9,685



施策事例
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株式会社日本自然発酵

～おいしい酢～

募集トピック

募集人数 106名

投稿トピック

投稿者数 38

リーチ数 234,764

いいね数 7,631

コメント数 232

平均エンゲージメント率 3.35%

平均フォロワー数 6,345

平均トピック（TOP20）

平均フォロワー数 8,595

平均エンゲージメント率 3.85%


