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グループディスカッションってなにさ︖

基本的な姿勢 ( マナー )

空気の見極め

主張力

役割の認識

チームでの振る舞いを知れる



チームみんなで合格しようぜ︕を意識

自分が得意な役割を選べ

課題の結論を細かく定義する

全体に目を配る

他のメンバーの意見を引用する

最悪なパターンは時間切れで結論なし



ブランド主語から消費者主語へ
これまで これから必要

モノのスペック
ベネフィット

ブランド主語の自分語り

願望の実現
課題の解決

消費者主語の協調的支援

最新の技術提供してくれる
安心のブランド

困りごとに情報を提供してくれる
主婦の味方のブランド

消費者に製品の素晴らしさを伝えたい 消費者の役に立ちたい



YouTube
Instagram

国内で影響力が高いソーシャルメディア

twitter



【料理・レシピサービス】
1 位　Tasty Japan （フォロワー数︓647 万人）
2 位　kurashiru [ クラシル ]（フォロワー数︓257 万人）
3 位　DELISH KITCHEN - デリッシュキッチン （フォロワー数︓241 万人）

【飲食店】
1 位　スターバックス公式 （フォロワー数︓253 万人）

【衣類】
1 位　UNIQLO ユニクロ （フォロワー数︓231 万人）
2 位　A BATHING APE@ OFFICIAL （フォロワー数︓219 万人）
3 位　GU（ジーユー） （フォロワー数︓103 万人）



【衣類（通販）】
1 位　fifth/ フィフス　Online Store （フォロワー数︓80.6 万人）
2 位　DHOLIC/ でぃーホリック （フォロワー数︓54.2 万人）
3 位　titivate/ ティティベイト （フォロワー数︓53.1 万人）

【生活雑貨】
1 位　MUJI 無印良品 （フォロワー数︓206 万人）
2 位　ダイソー公式アカウント （フォロワー数︓134 万人）
3 位　3COINS（スリーコインズ） （フォロワー数︓112 万人）
4 位　北欧、暮らしの道具店 （フォロワー数︓90.2 万人）
5 位　山崎実業 （フォロワー数︓55.1 万人）

【家具】
1 位　「お、ねだん以上。」ニトリ公式アカウント （フォロワー数︓85.2 万人）
2 位　IKEA JAPAN （フォロワー数︓84 万人）



■「見て幸せ、作って楽しい」がテーマ

■彩りや盛付、断面など映え要素高い

■動画レシピで消費者主語





■他の 100 均企業よりずば抜けて多い

■新商品やおススメ商品がただ紹介される

　だけでなく、使い方が分かる



ブランドターゲットとセールスターゲット

ブランドターゲット = 象徴的顧客

セールスターゲット = 販売拡大先の顧客

ブランドの世界観やコンセプトを愛する層

ブランドの熱烈なファンではないけれど、買ってくれる可能性がある層



ブランドターゲット

ブランドの思想や世界観の深いところに共感して

そのブランドを一緒につくっていく象徴的な顧客層のこと。

そのブランドにとって良い印象を与えてくれるブランドキャラクター的な存在。

このブランドが好きでいる事を誇りに思えるような施策

▶



セールスターゲット

自分の好きな有名人が使っている、新しい機能など

機能性や憧れによってそのブランドを購入する層のこと。

そのブランドにとって売り上げ規模確保のための拡販先となりえる層。

機能の優位性や憧れを持たせるような広告施策

▶



ブランドターゲット

セールスターゲット

新製品が待ち遠しい︕

みんな持っているから買う

ブランドの思想・世界観に共感

憧れ・機能性・価格などの理由

このブランドは私そのもの︕

▽

あの人が使っているし

▽
▽

▽







認知

興味・関心

比較・検討

購入

リピート

推奨行動

潜在認知獲得

ブランド好意度の向上

購買意欲の向上

愛着度の向上

ファン化施策

認
知

フ
ァ
ン
育
成

関
係
性
育
成

・バンパー広告
・ストーリー広告

・インストリーム広告
・インフルエンサー広告　

・ディスプレイ広告
・フィード広告

・コメント・レビューの管理
・公式によるコンテンツ発信

・公式によるサポート
・コメント返信

・公式によるお役立ち情報発信



多くのフォロワーをもつアカウント主 ( インフルエンサー ) に
企業の製品やサービスの PR を依頼する
「インフルエンサーマーケティング」

YouTube であれば「HIKAKIN」「東海オンエア」
Instagram であれば「渡辺直美」など

インフルエンサーマーケティングは、そうした影響力のある人に広告塔となってもらい
自社製品やサービスの PR をするマーケティング手法。

各ソーシャルメディアで多くのファンをもつ
インフルエンサー



エンタメ性を存分に盛り込みながら iPhone 最新機種の高い機能性を魅力的に紹介。

YouTube
HIKAKIN× ソフトバンク社



大丸・松坂屋 ×miku さん阪急うめだ本店 × きょん。さん ポール・スミス × 横田ひかるさん





インフルエンサーマーケティング

マスアプローチではなくコミュニティアプローチ
広告ではなく PR としての手法



彼は血統書付です
▼ おまえだれや

PR 広告

私は血統書付です

▼ うざい・・・

私は血統書付です
私は血統書付です

言え！



インフルエンサーマーケティング

情報を届ける相手をターゲティングしやすい

生活感を演出しやすく一般的な広告よりも広告臭が少なく受け入れられやすい

SNS を通して口コミによる拡散が期待できる

データを取得できるので効果計測がしやすい



ステルスマーケティング（ステマ）とは
企業がインフルエンサーに依頼して PR 投稿してもらっているのに

あたかもインフルエンサーが自分で商品を購入してアピールしているように見せる
いわゆる「サクラ」行為を指す。

ステマが発覚すると社会的信用を失い、商品やサービスが売れなくなる可能性も。

基本的には投稿者のコメントにて「#PR」タグをつけたり
「●●社から商品をいただきました」「●●社のイベントに招待していただきました」のように

企業とインフルエンサーの関係性を明示する必要がある。

最近では、各プラットフォームにて「プロモーション表示」ができるようになっているので
設定することが大切。

ステルスマーケティングの対策を





価格

手法

特徴

インフルエンサー
マーケティング

インスタグラム広告 YouTube 広告

２～５円 /１投稿 １～５円 /１表示 1 ～５円 /１視聴

インフルエンサーの世界観から
狙ったコミュニティに PR 可能。

斡旋する企業に依頼するのが
基本だがアカウントに DM して
依頼できるがリスクが高い。

紹介する商品やサービスに
よっては依頼を断られる可能性
もある。

フィード広告、ストーリー広告
カルーセル広告など様々な場所
に広告を掲載できる。

写真・動画での掲載が可能。

フォローの属性や閲覧傾向から
ターゲットを絞れる。

広告代理店に依頼するのが基本
だが、個人でも運用できる。

インストリーム、バンパー、
ディスプレイなど様々な種類の
広告種類を選択して掲載できる。

写真・動画での配信が可能。

視聴の属性や閲覧傾向から
ターゲットを絞れる。
特定の動画やチャンネルに広告
を配信できる。

広告代理店に依頼するのが基本
だが、個人でも運用できる。



コスメ
69,000 follower

カフェ巡り
35,000 follower

ファッション
70,000 follower

ゲーム
46,000 follower

旅・フォト
201,000 follower

依頼する時はそのインフルエンサーの世界観を知る必要がある



インスタグラマー ×Instagram×YouTube

インスタグラマーに PR してもらいたいサービスをビデオカメラを持って体験してもらう。
ビデオカメラで撮影したものは YouTube の広告素材として使い YouTube で配信。

サービスはその都度インスタグラマーの感性で自身のアカウントにアップしてもらう。

そうすることで、単価を抑えかつ Instagram と YouTube 双方でアピールができる。



インスタグラマーに質問したい事を
リアクションペーパーに記入してください。

来週のゲスト

katoco さん
インスタグラマー


