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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
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ご提供サービス

インフルエンサー施策各種 アカウント運用SNS広告

定性・定量的に施策の効果を可視化

SNSの数値だけではなく、外部メディア
（Amazon / 楽天 / 自社EC / 検索ボリューム
etc. ）への影響を数値と照らし合わせなが
ら、PDCAのサイクルを高速で回し、最適な
インフルエンサーをキャスティングします。

広告運用の”正解 “を何度でも

広告のキャプションやクリエイティブは鮮

度が命。刻一刻と目まぐるしく変化する広

告の “正解 “はすぐに “不正解 “になりま
す。高速PDCAサイクルで何度でも正解を
導き出します。

数値分析から投稿の最適解を導き出す

アカウント運用は “誰でも “出来ますが、
成果を出すのは “誰でも ”出来るわけではありま
せん。世界観を構築し、読者にメリットを提供

し続けて、初めて「ファン」を作ることが出来

ます。



お取引先一覧（一部）

国内有数の企業様と、長期に渡りお取引をさせていただいております。



当社がワンストップで解決 当社は業界初の、Instagramに関わる全てのソリューションをワンストップ
でご提供しております。

多ジャンル

専門的

メガインフルエンサー ナノインフルエンサー
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PDCA運用で成果にコミット 単発で終わりがちなSNSマーケティングを、当社だけが企画から
改善までPDCAで継続的に運用することができます。

01

企画

インフルエンサーの発見やフ

ォロワー分析・投稿分析・画

像分析・競合分析等を行いま

す

03

検証

04

改善

02

実施

施策を実施し、ハッシュタグ最適化や

エ ン ゲ ー ジ メ ン ト 最 適 化 、

キャスティングの最適化を実施します

検証結果から仮説を導きだし、

レポーティングによる考察を

元に次月以降のプランニング

を策定します

企画内容の検証や態度変容分

析・外部データ紐付検証やタ

ーゲット属性検証をして、

定性定量の両面で検証します

当社
のみ

当社
のみ

継続的に運用可能

P D

CA
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インフルエンサーの概要 インフルエンサー（世間に与える影響が大きい人物）はフォロワー

数に応じて階級があり、与える効果も変わってきます。

Business Partnership
フォロワー数：100万人〜
メガインフルエンサー

インフルエンサー階級

業界におけるスターで、タレント

などの場合が多く発信力が高い

知名度 専門性 身近さ 購買影響

500 People
フォロワー数：30~100万人
マクロインフルエンサー モデル・タレント・専門分野で有

名な方でエンゲージメントが高い

5,000 People
フォロワー数：1,000〜30万人
マイクロインフルエンサー 専門的知識を持っているため信頼

性が高い

10,000 People
フォロワー数：〜1,000人
ナノインフルエンサー 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
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当社のインフルエンサー 当社では認知から購買へのアクションが繋がりやすい「マイクロ」

や、口コミ信頼度の高い「ナノ」をコア層として抱えています。

Business Partnership
フォロワー数：100万人〜
メガインフルエンサー

インフルエンサー階級

業界におけるスターで、タレント

などの場合が多く発信力が高い

知名度 専門性 身近さ 購買影響

500 People
フォロワー数：30~100万人
マクロインフルエンサー モデル・タレント・専門分野で有

名な方でエンゲージメントが高い

5,000 People
フォロワー数：1,000〜30万人
マイクロインフルエンサー 専門的知識を持っているため信頼

性が高い

10,000 People
フォロワー数：〜1,000人
ナノインフルエンサー 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
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幅広いカテゴリーに対応 インフルエンサーを活用したマーケティングでは、幅広いカテゴリーの

情報発信に対応しています。
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SONAR（ソナー）とは？ 自社に最適なインフルエンサーは誰か、国内最大級5万人×国内No.1
の深いデータから検索し、繋がることができるシステムです。

SONAR
国内最多

5 万人
インフルエンサー

御社

フォロワー数合計

フォロワー男女比

フォロワーの年代

エンゲージメント

投稿傾向

頻出ハッシュタグ

コメントデータ

etc…

国内No.1

データの

深さ

企業とインフルエンサーを繋げるだけでな

く「効果が見えない」「数値化できない」

といった課題を解決することもできます。
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SONAR画面紹介その① ここでは、SONARの実際の画面をもとに、どのような機能があるのか
をご紹介します。

1 2 3 5

1 ユーザー情報

2 フォロワー数

3 エンゲージメント

4 女性比率

業界スタンダードな情報はもちろん網羅

インスタグラム上で得られるインフルエンサーに関する情報は

フォロワー数のみですが、

この画面ではエンゲージメント数値や

男女比率・最新投稿を含めて一覧で表示することができます。

※男女比率情報はツールを保有している会社でないと取得不可

5 最新の投稿

4
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SONAR画面紹介その② ここでは、SONARの実際の画面をもとに、どのような機能があるの
かをご紹介します。

1 32

4

1 プロフィール

2 頻出ハッシュタグ

3 性別内訳

4 投稿比率

「より深いデータがKAIKETSUに」

この画面では、インフルエンサーが何のジャンルの投稿比率が高いのか

についての「投稿傾向データ」、フォロワーがどういうジャンルに興味

を 持 っ て い る の か に つ い て の 「 フ ォ ロ ワ ー 属 性 」 な ど 、

他社が持ち得ていない当社ならではの情報が閲覧できます。

インフルエンサーをキャスティングする際は通常、フォロワー数やエン

ゲージメント・性別だけで選定されることが多いですが、これらのデー

タによって、当社ではターゲットにより適切なリーチが実現可能です。

5 投稿比率ENG

6 フォロワー属性

7 フォロワー地域

8 フォロワー年代

５ ６

７ ８
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SONAR画面紹介その③

「コメントスコアリング」が可能。
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「コメントスコアリング」により、
PRにおけるユーザーの態度変容調査が可能に。
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SONAR デモ画面



サービスの強みまとめ ここまでサービス・インフルエンサー・SONARのご紹介をしてきまし
たので、サービス全体に関するポイントをまとめました。

企画から改善まで、
PDCAで成果にコミット

業界の課題であった効果検証の課題解決

に成功し継続的な運用可能

業界最大級
5万人のインフルエンサー

業界最大級のネットワークで、自社

に最適なインフルエンサーを

SONARで
日本一深いデータ検索

あらゆる視点から自社に最適な

インフルエンサーを見つけられる

SONARで
直接キャスティング

企業がインフルエンサーと直接繋

がることができます

業界最大手との
取引実績

創業10年以上で、業界大手企業と
多数取引

年間契約モデルで
しっかりサポート

単発契約が多いなかで、年間契約

でしっかり成果にコミット
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安心・安全面に対する配慮 安心してインフルエンサーマーケティングを行えるよう、当社では以下

の3つのポイントがあります。

POINT

1
炎上案件ゼロ

サービスを開始した2009年から
現在に至るまで、炎上した案件

はゼロです

仕事放棄・投稿遅延・現場遅刻

などビジネス上不利益を被るイ

ンフルエンサーは排除してます

ステルスマーケティングになら

ないよう、投稿にはPR表記など
関係性の明示を徹底しています

POINT

2
安定した秩序

POINT

3
ステマ対策の徹底
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・商材 ︓ブレスケア商品

・企画背景︓「視覚的に伝えづらい商品をどうクチコミで伝えていくか︖どう消費者に⾃分ゴト化させていくのが良いか︖」

・企画内容︓「⼝臭のニオイが消える商品のため、美味しくてニオイが付いてしまう⾷べ物と対決させてみよう」

＜TOPICS①＞

絶対にニオイを消す商品 VS 絶対にニオイが取れない⾷べ物

インスタグラマーが「ニオイ」が強いメニューの
ある飲⾷店を訪ねて、実⾷︕

＜TOPICS②＞
実⾷後にブレスケアチェッカーを活⽤し、
Before / Afterを測定してインスタグラムで報告︕

＜数字概要＞

商品売上急伸
Amazonランキング10,000位→1,574位まで上昇

【リーチプラン】企画立案型インフルエンサー施策
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・飲⾷店 ︓（⽴ち⾷い天ぷら業態）のプロモーション

・企画背景︓「SNSでのクチコミを通じて情報発信、同時にインフルエンサーのUGCをコンテンツ化して拡散したい」

・企画内容︓「インフルエンサーに商品体験させ、投稿させる。さらにその場にメディアを
招待し、インフルエンサーへインタビューを⾏い、ウェブニュース記事化」

＜TOPICS①＞

Yahoo!ニュース掲載 ⇒ ⽉商1,000万円のお店へ

飲⾷店レセプション時に、インフルエンサー30名を
招待し、試⾷した内容を続々とSNSで投稿

＜TOPICS②＞
メディアがインフルエンサーに取材︕
ニュース記事化しウェブニュースにて展開︕

Yahoo!
ニュース掲載

月商1,000万円
のお店へ！

【リーチプラン】ウェブPRと連動したインフルエンサー施策：レセプション事例
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【ギフティングプラン】長期的に実施することの重要性

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



インフルエンサー施策分析イメージ
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インフルエンサー施策分析＜Amazonランキング推移＞

投稿ごとにランキング推移の変動をウォッチし、どのインフルエンサーがランキングに影響を与えたかを測定。



26※オプション

インフルエンサー施策分析＜検索サーチリフト＞
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インフルエンサー施策分析＜コメント分析＞
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インフルエンサー施策分析＜属性分析＞
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インフルエンサー施策分析＜GA測定＞ ※連携をご相談出来ますと幸いです。


