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は じ め に

　近年、スマートフォンの普及等に伴い、ソーシャルメディアの利用者が増えていま
す。その一方で、ソーシャルメディアを効果的に活用して販売促進や認知向上等に
取り組む企業は、まだ一部にとどまっています。その背景には、「活用の知見が不
足している」「効果があるのか分からない」といった懸念があるのではないかと考え
ております。

　こうした現状を踏まえて、ソーシャルメディアを活用して事業活動を高度化してい
る先進的な取組を集めた事例集として、「ソーシャルメディア活用ベストプラクティ
ス」を作成いたしました。ページの上部にあるタグで産業や活用用途などからも検
索できます。

　本事例集が、ソーシャルメディアを効果的に活用したいと考える皆様にとって、ノ
ウハウやヒントを得る一助となり、さらに企業と消費者が一体となって豊かな消費
生活を作っていくことに繋がれば幸いです。

　本事例集の作成に当たり、インタビュー調査や資料の提供等にご協力いただき
ました各企業の皆様に、心から感謝申し上げます。

� 平成28年3月　経済産業省
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用 語

シェア、リツイート
あるユーザーの投稿を、自分
のアカウントから引用投稿す
ること。企業にとっては、投
稿がシェアやリツイートされ
ると、直接つながりのない相
手にも投稿が拡散していく効
果がある。

ソーシャルリスニング
Twitterなどの投稿データを
収集し、特定のキーワードで
検索することで新たなトレン
ドやリスクなどを発見するこ
と。キーワードに自社の製品
やサービス名を設定するのが
一般的である。

バイラルメディア
思わず人に伝えたくなるコン
テンツを発信し、SNSを介し
てネット上に拡散し、膨大なト
ラフィックを集めるメディアの
こと。こうした販促手法をバ
イラルプロモーションと呼ぶ
こともある。バイラルは「ウ
イルス性」を意味する。

エンゲージメント（率）

ソーシャルメディアの効果を
総合的に評価する指標で、投
稿を見たユーザーがどの程度
の割合で反応したのかを測る。
「いいね！」、「シェア」、「コメン
ト」、コンテンツの「クリック」
それぞれの数を、投稿がユー
ザーに表示された投稿数で
割ることで求める。

SNS
（ソーシャル・ネットワーキング・

サービス）
ソーシャルメディアの一種で、
登録ユーザー同士の関係が
ネットワーク化されている特
徴がある。

タイムライン
つながっているユーザーの投
稿を順番に表示した画面。投
稿の時系列で表示されるの
が基本だが、サービスによっ
て、投稿の順番が入れ替わっ
たり、表示されない投稿が
あったりと差異がある。

ハッシュタグ
SNSなどの投稿のテキスト中
に、「#ABC」のように記述する
タグのこと。ユーザーにハッ
シュタグをつけてもらうこと
で、「#ABC」をキーワードとし
て検索し、ある商品やイベン
トなど特定の話題についての
投稿を一覧できる。

オウンドメディア
企業などが自身で所有、運営
するサイト。お金を払って広告
を掲載する「ペイドメディア」、
クチコミが広がることで消費
者などの評判、信頼を得られ
る「アーンドメディア」（ソーシャ
ルメディアなど）と区別するた
めに使われる。

ソーシャルメディア
消費者や企業が情報を発信
することができる媒体のこと
で、テレビやラジオなどのマ
スメディアと区別される。一
般的に、SNS、ブログ、動画共
有サイト、ナレッジコミュニ
ティ等を含んだ概念とされる
ことが多く、本事例集におい
ても同様に捉えている。

友だち、ファン、フォロワー
SNS上でつながりのある相手
のこと。Facebookであれば
企業のページなどで「いい
ね！」を押すことでその企業の
「ファン」となり、企業がコンテ
ンツを投稿するとその利用者
のタイムライン上に表示され
るようになる。

PV
（ページビュー）

Webサイトやページの閲覧回
数。Webサイトの視聴規模を
示す単位として使われる。
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業種：  製造 BtoC 　中分類：  アパレル 　活用目的：  販売促進 

Instagramを自社アプリに組み込んで、
写真投稿のプラットフォームとして活用

来ソーシャルメディアの
使い方は、自社の顧客以
外の層とつながりを持

したGUの商品に関する様々な情報
を多角的に届けることで、安売りで
はなく、商品自体の価値を伝えるこ

とに重きを置いている。
　成果指標はLINEからサイトへの
誘導数と、投稿するコンテンツのPV

（ページビュー）を設定してPDCAを
回している。LINEでの反応が高ま
ると、それは"ちらし"が届く数が増
える意味合いに近いため、EC（電子
商取引）サイトの売り上げ増加に寄
与する。
　直近では、顧客が撮影したコーデ
ィネート写真の投稿プラットフォー
ムとして、「Instagram」を自社のス
マートフォンアプリに組み込んだ。　
利用者がスマートフォンアプリ経由
でコーディネート写真を投稿すると、

「#GUMANIA」というハッシュタ
グがついて、Instagramにも投稿さ
れる。今後は、SNS上の投稿のコメ
ントの解析から得られた消費者イン
サイトを広告施策などに活用するこ
とも検討している。

ち、来店促進のキャンペーンなどで
店舗誘導を促すというものだった。
しかし、顧客が増えるにつれて、自
社で提供するスマートフォン向けア
プリやメールマガジン、そしてLINE
など直接手元に情報を届けられる顧
客基盤が2000万人超にまで拡大して
きた。そのため、徐々にソーシャル
メディアから自社メディアであるア
プリへと軸足を移している。
　LINEにおいては、クーポンの配
布は減らして、商品の情報や価値を
伝えることを最重視している。より
多角的に情報を伝えるために、新た
にファションマガジンサイト「G .
PAPER」を開設。毎週、着こなしの
提案や、ファッションスナップなど
のコンテンツを配信している。こう

従

社名：株式会社ジーユー
所在地：東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
代表者：柚木 治
売上高：1415億円
資本金：1000万円
社員：1万3173人
企業サイト：http://www.gu-japan.com/

Facebook：ファン数約10万人
http://www.facebook.com/g.u.japan

Twitter：フォロワー数約13万人
http://twitter.com/gu_global

Instagram：フォロワー数約13万人
http://www.instagram.com/gu_global/

LINE：友だち数約2038万人

取り組み：LINEやInstagramを自社サイトやアプリに
取り込み、CRM（顧客関係管理）の一環として活用。
LINEではクーポンの配布を減らして、様々な情報に触
れてもらえるような工夫をしている。

活用・推進体制：SNSやLINEの運営管理は主に2人。
それ以外に、SNSへの配信も含めたコンテンツ制作の
担当が2～3人所属している。

経営などへの効果：来店客の調査などをしているが、
来店のきっかけとして「LINE」と回答する人の比率が高
まっている。

ジーユー
G.U.
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業種：  製造 BtoC 　中分類：  アパレル 　活用目的：  販売促進 

自社企画ランドセルの強度、こだわりについて動画で解説するトヤマかばん店

学生が6年間背負うラン
ドセルは少々乱暴に扱っ
ても壊れない頑丈さが重

した。家庭用のデジタルビデオカメ
ラで、店長の外山昇氏がランドセル
の重要部位を指差しながら解説して
いる姿を収録。ビデオ編集ソフトで、

「錠前」「内装」などジャンル別に動画
を分割し、解説テロップを追加した。
牛革の厚さなど重要な部位を他社商
品と実際に比較、測定して丈夫さを
アピールする解説は説得力がある。

　ECサイト内で動画を再生できる
ようにしたことで全国から注文が入
るようになった。また、動画を視聴
後に訪れる来店客は、実物を確認す
るとすぐに購入を決めるため、来店
客対応の効率化にも寄与した。こう
した動画効果で、1000個超用意する
ランドセルは年々予約完売時期が早
まっている。

要だが、素人がそれを見極めるのは
難しい。そんな丈夫な商品を求める
注文が全国から寄せられるかばん店
が群馬県前橋市にある。県庁から徒
歩3分ほどの商店街に店舗を構える
トヤマかばん店。創業1904（明治
37）年、百十余年の歴史を持つ。
　同店は商店街の衰退と少子化とい
う逆境に対し、2009年度新入生向け
のランドセル商戦からECを開始し
た。同時にランドセルの選び方を解
説する動画の公開にも乗り出した。
この動画が小学校に上がる子を持つ
親に、ランドセルの構造や強度に関
する理解を促し、ランドセルの売り
上げに貢献している。
　動画は、来客が少ない午前中の店
内で、同社Web担当者が撮影、編集

小

企
業
概
要

社名：有限会社トヤマかばん店
所在地：群馬県前橋市千代田町2-7-18
代表者：外山 昇
売上高：非公開
資本金：300万円
社員：非公開
企業サイト：http://www.toyamakaban.jp/

YouTube：登録者数5人
https://www.youtube.com/user/Toyamarandoseru

取り組み：ECで自社企画ランドセルの販売を開始した
ことに合わせて、商品のクオリティやこだわりを伝える
ため、解説動画を収録、配信している。

活用・推進体制：店内にて家庭用ビデオカメラで収録し、
動画編集ソフトで分割した"手作り感"のある動画を公
開。2011年までニフティの動画サービスで公開してい
たが、サービス終了にともないYouTubeに移管した。

経営などへの効果：25本公開している動画の再生回数
は合計2万回を超える。全国から注文が寄せられ、ラン
ドセルの完売時期が年々早まっている。動画を見て来
店したお客への説明が軽減される効果も。

トヤマかばん店
Toyama kaban
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業種：  製造 BtoC 　中分類：  アパレル 　活用目的：  サポート 

「ネットで買った場合、ラ
ッピングをお願いするこ
とはできますか？」

間のTwitterのやりとりを一覧でき
るようにした。LINE公式アカウン
トのタイムラインに書き込まれるコ
メントにも応対している。
　MyPJには、顧客が意見・要望を伝
えるコーナー「MyVoice」がある。

例えば販売を終了した商品の再発売
を望む声などが同社側からの回答と
セットで表示されるので、投稿者は
声が届いた感覚を持てる。SNSは傾
聴ツールであると同時に、信頼獲得
ツールでもあると考えている。

PJ「お問合せありがとうございます。
有料になりますがギフトサービスを
ご利用いただけます。→http://～」
客「ありがとうございます(^o^)」
　女性用下着通販大手、ピーチ・ジ
ョンが運用するカスタマーサービス
用Twitterアカウント「PJコンシェ
ルジュ」は、2014年夏の開設以来、
日々寄せられる質問に逐一個別に回
答している。
　Twitterサポートに取り組むのは、
しっかり顧客の声を受け止めて対応
している様子を伝えることが、顔の
見えにくいECでは重要と考えるか
らだ。同社が2014年暮れに開設した
コミュニティサイト「My PEACH 
JOHN」（MyPJ）でも「コンシェルジ
ュ」メニューから、利用者とサポート

客

社名：株式会社ピーチ・ジョン
所在地：東京都渋谷区神宮前6-17-11
代表者：上野 顕之
売上高：116億2600万円
資本金：9000万円
社員：140人
企業サイト：http://www.peachjohn.co.jp/

Facebook：ファン数約6万3000人
https://www.facebook.com/peachjohn.co.jp

Twitter：フォロワー数約6万9000人
https://twitter.com/peach_john

Instagram：フォロワー約5万9000人
https://www.instagram.com/peachjohn_official

LINE：公式アカウントの友だち数約890万人

取り組み：下着や商品に関する相談、問い合わせを受
けて回答するカスタマサービス用のTwitterアカウント

「PJコンシェルジュ（@pjconcierge）」を運用。

活用・推進体制：カスタマーサービス部門が担当。お
客様番号や名前などの情報を尋ねる必要がある場合
は、Twitterのダイレクトメッセージ機能や電話でのや
り取りに切り替える。

経営などへの効果：通常、外部からはやり取りが把握
できない顧客サポートを可視化することで、信頼感を
醸成。他の顧客からの質問・回答が、商品・サービスを
知る機会となって、購入につながることも。

ピーチ・ジョン
PEACH JOHN

（下図）コミュニティサイト「My PEACH JOHN」
の「MyVoice」と、顧客対応Twitterアカウント（右）
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業種：  製造 BtoC 　中分類：  自動車 　活用目的：  認知向上 

ゲレンデタクシー体験投稿を集約したスバルの特設サイト

内外のレースに参戦する
スバル（富士重工業）は、
車載カメラからの映像を

を大きく伸ばしている。
　イベントでもSNSを効果的に活用
している。「フォレスター」などの
SUVにスキーヤーを乗せてリフト代
わりにゲレンデを駆け上がる雪上走
行体験「ゲレンデタクシー」は、3シ
ーズン目を迎える好評企画だ。
　乗車希望者は、クルマの前で撮影
した写真をTwitterやInstagram

放映された際は、公式Twitterで呪
文の「バルス」をスバルに置き換えて
笑いを取り、この手の"ネタ投稿"で
リードしてきた他企業のお株を奪う
話題性の拡散を見せた。
　一連の取り組みでスバルファンの
裾野が広がっている。実際、専門誌
の調査でSNSアカウント接触後の好
感度が、自動車業界トップとなった。

生中継することで、モータースポー
ツファンの間で定評がある。市販車
についても、プロのドライバーがテ
スト試乗して走りの性能を解説す
る、"玄人好み"の動画が目立つ。
　だが同社は2015年以降、こうした
機能訴求型から、「安心と愉しさを」
をキャッチフレーズとする情緒訴求
型へ切り替えを図っている。テレビ
CMからWebコンテンツまで統一感
を打ち出すのが目的である。
　例えば衝突安全技術のPRならば、
以前は衝撃を軽くする車体の構造や
その技術を説明していたが、現在は、
身重の妻を助手席に乗せて走るシー
ンを描く動画「父になる」篇などで、
安全技術への同社の思いを伝えてい
る。こうした動画が軒並み再生回数

国

社名：富士重工業株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿1-20-8
代表者：吉永 泰之
売上高：2兆8779億1300万円
資本金：1537億9500万円
社員：2万9774人（連結）
企業サイト：http://www.fhi.co.jp/

Facebook：ファン数約19万5000人
https://www.facebook.com/SUBARU.jp

Twitter：フォロワー数約8万7000人
https://twitter.com/SUBARU_FHI_PR

YouTube：登録者数約5万5000人
https://www.youtube.com/user/SUBARUOnTube

取り組み：クルマ好きの玄人向けに試乗レポートなど「走
りのスバル」を訴求する動画がこれまでコンテンツの
中心だったが、愛する人を守る安全技術など、より情緒
に訴えかけるコンテンツにシフト中。

活用・推進体制：マーケティング推進部宣伝課が主に
コンテンツや動画制作を管轄。SNS（スバル ネクスト 
ストーリー）推進室と共同で投稿を企画している。ソー
シャルリスニングにも取り組み、顧客の投稿をリツイー
トや返信することで、つながり強化を目指す。

経営などへの効果：日経BPの調査「ソーシャル活用売
上ランキング」で、ソーシャルメディア接触後の好感度
が自動車業界トップ。スバルファンの拡大に貢献。

富士重工業
FUJI HEAVY INDUSTRIES

にハッシュタグ「#
ゲレンデタクシー」
付きで投稿すれば、
無料で乗車できる。

「去年、このイベン
トで乗ったのがきっ
かけで買いました」
という声も聞かれた
という。
　また、2016年1月
にアニメ「天空の城
ラピュタ」がテレビ
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利
用
S
N
S

企
業
概
要

自社ECサイト

24年創業の紳士シャツ企
画・製造・販売を手がける
柳田織物。激安シャツの

長自らがモデルとなって登場し、顔
の見える、安心感を演出している。
　顧客中心層の中年男性ビジネスマ
ンとFacebook利用者層がマッチし
ているため、ECへの重要な流入ルー
トになっている。
　2014年、ビル8階のオフィスにシ
ョールームをオープンした。素材や

サイズが気になる顧客予備軍の不安
を払拭するためで、予約すれば指定
の商品を倉庫から取り寄せて試着で
きる。こちらもSNSでも紹介してい
て、六本木という場所柄、ビジネス
マンが訪れる。ショールーム来場者
の8割が購入に至り、多くがその後リ
ピーターになっているという。

増加で卸事業の先行きが厳しくなる
ことを見込んで、2002年に自社企画
商品を販売する自前のECサイトを
開設した。今ではECが売り上げの9
割を超える。ECへの集客につながる
ものはまず試してみるというスタン
スから、「無料で使えるSNSを使わな
い手はない」（柳田敏正社長）と積極
活用している。
　ブログ記事を作ってその写真・記
事の一部、URLを各SNSに流用して
投稿するのが基本。着こなし・コー
ディネート指南の記事が多い。ブロ
グ記事から即売り上げを目指すので
はなく、数年後も検索でヒットする
ような役立つ記事を書いていくのが
方針だ。高級服飾のバーニーズニュ
ーヨークでの勤務経験もある柳田社

19

社名：株式会社柳田織物
所在地：東京都港区六本木1-7-28
代表者：柳田 敏正
売上高：2億5000万円
資本金：3000万円
社員：9人
企業サイト：http://www.ozie.co.jp/

Facebook：ファン数約4700人
https://www.facebook.com/ozie.co.jp

Twitter：フォロワー数約3700人
https://twitter.com/shirts_ozie

Instagram：フォロワー約270人
https://www.instagram.com/oziejp/

取り組み：激安シャツの増加で卸事業の先行きが厳し
くなることを見込んで、2002年に自社企画商品を販売
する自前のECサイトを開設。今ではECが9割超となり、
その流入経路としてSNSを活用している。

活用・推進体制：EC担当者5人で持ち回りで投稿して
いる。基本的に、ブログ記事を作ってその写真・記事
の一部、URLを各SNSに流用して投稿する。

経営などへの効果：ECサイトへのアクセス状況をみる
とSNS経由の割合は全体の1割程度だが、売り上げに
つながる重要な流入経路。EC売り上げは年15％増ペー
スの成長で、この5年で倍増した。

柳田織物
YANAGIDA  ORIMONO

業種：  製造 BtoC 　中分類：  アパレル 　活用目的：  販売促進 

ブログ記事・写真をSNSに投稿して
ECに集客する柳田織物



同社は意外にもやわらか
系コンテンツとSNSの運
用で知られている

9ソーシャルメディア活用ベストプラクティス

利
用
S
N
S

企
業
概
要

業種：  製造 BtoC 　中分類：  自動車 　活用目的：  認知向上 

内バイク市場は下げ止ま
りの傾向がみられるもの
の、支えているのはかつ

ように呼びかけることで、愛車自慢
の投稿意欲が高まり、それをヤマハ
公式Twitterがリツイートして回っ
ている。ヤマハとライダーの距離感
が縮まり、ヤマハ愛が広く拡散する
ことを狙っている。
　2015年秋の東京モーターショー開
幕前には、ヤマハ発動機が猫に乗っ
取られて「ニャマハ発動機」になった
という特設サイトを開設。猫が出展
車両や見どころを解説する癒しコン

テンツが、SNSを介して拡散するこ
とで前評判と期待感が高まり、集客
に寄与したと考えている。会期中、
二輪のヤマハらしさを四輪に持ち込
んだスポーツカーのデザインコンセ
プトモデルの展示が話題を集めた
が、四輪の展示もこのニャマハサイ
トで告知していた。
　SNS上でのプレゼンスを高める工
夫で若者を振り向かせようと、日々
アイデアを巡らせている。

てのライダーである中高年が中心
で、いわゆる「若者のバイク離れ」は
解消していない。
　そこでヤマハ発動機は、若者が多
く利用するSNSを通じてバイクの魅
力とヤマハブランドを訴求していこ
うと考えた。同社のアカウントをフ
ォローするのは基本的にバイク好き
である。彼らに連なるフォロワーな
ど潜在顧客層に投稿が広く届くよ
う、シェアされやすい投稿、工夫を
心がけている。
　ハッシュタグ「#YAMAHAが美
しい」付き投稿の推奨はその一例だ。
ツーリングに出かけた際、美しい景
色を愛車とともに撮影してSNSに投
稿するライダーは多い。ヤマハのラ
イダーにこのハッシュタグを入れる

国

社名：ヤマハ発動機株式会社
所在地：静岡県磐田市新貝2500
代表者：柳 弘之
売上高：1兆6153億5000万円（2015年12月期）
資本金：857億8200万円
社員：5万3306人
企業サイト：http://global.yamaha-motor.com/jp/

Twitter：フォロワー数約4万1000人
https://twitter.com/yamaha_bike

Facebook：（販社）ファン数約1万2000人
https://www.facebook.com/yms.JP

YouTube：登録者数約2万人
https://www.youtube.com/user/YamahaMotorcompany
ほか、レース情報、電動アシスト自転車など各種アカウントを持つ

取り組み：若者層にバイクに興味を持ってもらい、「バ
イクと言えばヤマハ」が想起されるよう、特にTwitterで
はフレンドリーな投稿をしている。

活用・推進体制：主要アカウントはコーポレートコミュ
ニケーション部のWEBグループが管轄。ユニークなコ
ンテンツ、話題を投入し、Webニュースが記事化して広
く拡散するバイラルプロモーションを手がける。

経営などへの効果：モーターショーなどイベントの告知・
集客で成果。2015年に146社がエントリーした「企業
公式"中の人"選抜総選挙」で2位に。エンジンを擬人化
した絵柄のLINEスタンプの販売が1万件を超えた。

ヤマハ発動機
Yamaha Motor
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利
用
S
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企
業
概
要

業種：  製造 BtoB 　中分類：  産業工具 　活用目的：  認知向上 

若手担当者が工具について調べて手描きイラストでまとめる「なるほど！工具ノート」が人気

品質な工具を製造してお
り、コアなファンが多い。
Facebookページ運営は

を投稿。
　出展した2015年の東京モーターシ
ョーでは、KTCブース訪問者にプレ
ゼントをするクーポンを出したとこ
ろ、400人ほどが訪れた。
　ネガティブな意見を含めて全てに
コメントを返している。その結果、
常連のように書き込んでくれるファ
ンもいる。社内で炎上リスクを指摘

されたこともあったが、大人の対応
をすると炎上することはない。最初
は回答がぶれないように一人で対応
したが、今は複数人で対応している。
　今後は、Facebookとオウンドメ
ディアとの連携を深めていく。Face 
book単体ではなく、それを核に展示
会、カタログ、店舗も含めた連携策
を探る。

ファン層の裾野を広げるのが目的。
また、趣味の工具需要が増え、法人
でも個人が自動車整備などの工具を
選定することが増えており、卸や取
扱店を通じたアプローチだけでな
く、最終利用者に直接接触するブラ
ンディングソリューションとして活
用する。
　月の投稿本数は20本前後。1投稿
で1000いいね！を超える人気投稿
は、工具に関する「KTCトリビアク
イズ」、若手担当者が工具について調
べてイラストでまとめる「なるほ
ど！工具ノート」（右図）、「KTC社員
の愛車紹介」、この3つで多くのリー
チ数を稼ぐ。その合間に、新商品や
セール情報のプロモーション、オリ
ジナルグッズの販促、イベント告知

高

社名：京都機械工具（KTC）株式会社
所在地：京都府久世郡久御山町佐山新開地128
代表者：宇城 邦英
売上高：71億7000万円
資本金：10億3208万円
社員：214人（契約社員及びアルバイトは含まない）
企業サイト：http://ktc.jp/

Facebook：ファン数約4万7000人
https://www.facebook.com/kyototool

取り組み：工具メーカーである同社のファン層の拡大を
目的に、Facebookページを運営。工具に関する「KTC
トリビアクイズ」などで人気を集める。ファンからの全
ての投稿にコメントを返して常連を増やしている。

活用・推進体制：ブランド戦略部内のデジタル担当、カ
タログ担当、知財担当の3人で記事を執筆。外部スタッ
フも含めた5人で編集会議を月1回開催。社内に趣味人
が多く、クオリティの高い写真を自前で用意できる。

経営などへの効果：熱心なファンが商品をほめてくれる
ことは大きな広告効果になる。経営陣含め、Facebook
ページは社内でよく見られており、社員の大きな自信に
もなる内向きの効果もある。

京都機械工具
KYOTO TOOL（KTC）
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用
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企
業
概
要

業種：  製造 BtoB 　中分類：  精密 　活用目的：  認知向上 

メディア接触パターン別にみる態度変容の費用対効果比較

フィス向けの複合機を中
心にBtoB（企業間取引）
ビジネスを展開している

度アップなど態度変容についてアン
ケートを実施した。
　調査データから明らかになったの
は、「テレビと動画広告」または「テ
レビと電車内」のように2つのメディ
アと重複接触した場合は、単一接触
と比べて倍近く費用対効果が高いと
いう結果だった。
　設定したターゲット群の態度変容
にかかったコストが最も低く済んだ
のが、ネット広告とテレビCMの重

複接触者だ。テレビ単体と比べて、
半分近いコストで済んだ計算にな
る。クロスメディアで展開した施策
の本格的な調査は同社にとって初め
てだったが、テレビの「広さ」とネッ
トの「深さ」という特長を再確認でき
た。単に再生回数に一喜一憂するの
ではなく、ターゲット層に届いてい
るか、どのメディアを使って配信す
ると効果的か、検証することが重要
だと考えている。

コニカミノルタは、ビジネスパーソ
ンを対象に企業メッセージを伝える
ブランディング動画を積極的に配信
している。複合機に宿る妖精「コニ
カミノルタマン」が顧客のピンチを
救うWebドラマや、200万回再生さ
れたブランディング動画「dream 
printer」など、成果を上げてきた。
　そんな同社が取り組んだのが、テ
レビCMとネット動画の費用対効果
比較だ。2014年12月から、「イノベ
ーション」をテーマにした動画を用
意し、テレビCM、Web動画広告、
電車内映像広告「トレインチャンネ
ル」などクロスメディアで展開して
いる。そして動画の効果を把握する
ため、ビジネスパーソンを対象に、
視聴したメディアと、視聴後の好感

オ

社名：コニカミノルタ株式会社
所在地：東京都千代田区丸の内2-7-2
代表者：山名 昌衛
売上高：1兆28億円（IFRSベース）
資本金：375億1900万円
社員：約4万1600人（連結）
企業サイト：http://www.konicaminolta.jp/

Facebook：ファン数約27万6000人
https://www.facebook.com/konicaminolta.message

Twitter：広報リリース専用 フォロワー数約590人
https://twitter.com/konicaminoltajp

YouTube：登録者数約1000人 
https://www.youtube.com/user/konicaminoltamessage

取り組み：企業メッセージ「Giving Shape to Ideas（想
いをカタチに）」を伝えるブランディング動画を配信。
Facebookページでは製品リリース情報を流さず、企業
ブランディングに特化した内容を投稿している。

活用・推進体制：CSR・広報・ブランド推進部ブランド
推進グループのデジタルメディア担当者が、企業サイト
や動画コンテンツの企画、各種ソーシャルメディア公式
アカウントの管理をしている。

経営などへの効果：動画コンテンツの評価は再生回数
のほか、最後まで再生された割合を示す完全視聴率や、
視聴後の企業イメージの変化、その費用対効果などを
測定。様々な条件で試行し、改善を図っている。

コニカミノルタ
Konica Minolta

ネット動画
広告のみ

トレイン
チャンネルのみ

テレビCM
のみ

ネット動画広告
×テレビCM

トレイン
チャンネル

×テレビCM

高態
度
変
容
に
か
か
っ
た
コ
ス
ト

低

Web動画広告とテレビ
CMの重複接触が、最も
コスト効果が高くなった
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用
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企
業
概
要

業種：  製造 BtoB 　中分類：  造船 　活用目的：  販売促進 

YouTube（上）やLinkedInを活用し、
社内外に情報を発信する

要事業である造船業の
BtoBと、宿泊施設など
レジャー産業のBtoCの

メッセージアプリWeChat（微信）の
公式アカウントを開設。中国のスマ
ホユーザーへの情報提供を強化した。
　BtoC事業では施設における催し
物や周辺施設の案内を中心に、各施
設の担当者がそれぞれの判断で投稿
をしている。
　例えば、レジャー施設「みろくの
里」では、イルミネーションなど季節
ごとの催し物の告知を積極的に実
施。地元テレビ局のCMを活用して
いたが、SNSへの露出を増やしたこ

とで近畿まで顧客のエリアが拡大。
入園者数が2015年には前年比で3割
アップとなった。顧客開拓とともに、
再来訪者への接触手段として位置付
けている。　
　2014年5月には企業サイトを刷新
し、これらSNSの投稿を取り込める
ようにした。同時にサイトの情報を
日英中の3カ国語で提供し始めたとこ
ろ、数十億円単位での「船を造りた
い」といった問い合わせが入るよう
になったと言う。

両ビジネスでSNSを活用している。
　BtoBでは地元に対するCSR（企業
の社会的責任）の観点から実施して
いた船舶の進水式を2 0 1 4年から
YouTubeやUstreamで配信を始め
た。進水式は約2カ月に1回行い、多
い時には2000件の視聴がある。
　一方で増える海外社員も含めた一
体感の醸成、従業員に長期間勤務し
てもらうリテンション、国際的なリ
クルーティング活動を目的に、2014
年2月にLinkedInでの情報発信を始
めた。同社の主要拠点があるフィリ
ピンや中国からの閲覧やフォロワー
数が狙い通りに増えたため、現在は
英語のみだが中国語と日本での投稿
を検討している。
　2015年12月には中国で普及する

主

社名：ツネイシホールディングス株式会社
所在地：広島県福山市沼隈町常石1083
代表者：神原 宏達
売上高：2899億円（グループ連結）
資本金：1億円
社員：約2万2000人（グループ、パート、協力会社など含む）
企業サイト：http://www.tsuneishi-g.jp/

Facebook：ファン数約2400人（みろくの里）
https://www.facebook.com/mirokunosato/

Facebook：ファン数約9300人（Onomichi U2）
https://www.facebook.com/onomichi.u2/

LinkedIn：フォロワー数約6700人
https://www.linkedin.com/company/9220730

WeChat：フォロワー数約350人

取り組み：主要事業である造船の進水式をYouTubeや
Ustreamで公開し、身近に感じてもらう情報発信を続
けている。LinkedInは増えつつある海外社員も含めた
一体感の醸成、国際的なリクルーティング活動に活用。
レジャーのBtoC事業は、イベントの訴求に活用。

活用・推進体制：BtoB事業はマーケティングコミュニ
ケーション部が担当し、LinkedInは人事部門と連携し
ている。BtoC事業は各施設のスタッフなどが担当。

経営などへの効果：BtoC事業では広告宣伝をローカル
のTVCMからSNSに配分し商圏が広がった結果、娯楽
施設への入場者が2015年に前年比3割増となった。

ツネイシホールディングス
Tsuneishi Holdings
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概
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業種：  食品・日用品 　中分類：  食品 　活用目的：  認知向上 

「みそ汁と漬物がある『贅沢ではないが豊かな朝食』」
というメッセージを投稿を通じて広げる

光市で味噌のたまり漬を
製造・販売する上澤梅太
郎商店は、店舗と通販の

社の価値を「日本の朝食文化の振興」
と再定義。「みそ汁と漬物がある贅
沢ではないが豊かな朝食」を実現す
るのがたまり漬など同社の商品であ
ると訴求している。価格相応の価値

でシェアして、そのことを報告して
くれた。それを受けて、同社の
Facebookページでも紹介した。そ
うしたファンを通じた広がりが理想
と考えている。

新たな顧客の獲得と既存顧客との関
係維持を目的に、Facebookを中心
に活用している。
　同社の現在の売り上げは、得意客
や催事来店者などに向けて5000部ほ
ど配布するカタログ通販が3割、ネッ
ト通販5％未満で、残りが本店の店
舗を通じた販売だ。店舗の売り上げ
は、春の連休や秋の紅葉など観光シ
ーズンに集中する。その平準化のた
めにカタログやネット通販の強化が
求められる。
　昨年にコーポレートアイデンティ
ティ刷新と売り上げ向上の取り組み
を始めた。分析の結果、同社の商品
は品質や価格設定から競争力がある
と判断し、6月に値上げ。単にたまり
漬という商品を売るのではなく、自

日

社名：株式会社上澤梅太郎商店
所在地：栃木県日光市今市487
代表者：上澤 卓哉
売上高：3億円
資本金：5000万円
社員：20人（パート含む）
企業サイト：http://www.tamarizuke.co.jp/

Facebook：ファン数約1500人
https://www.facebook.com/tamarizuke/

Twitter：フォロワー数約2万3000人
https://twitter.com/uwasawa

取り組み：Facebookを活用し、らっきょうなどの商品
を直接的に売り込むのではなく、朝食を重視する同社
の価値観がファン経由で広まることにより、顧客の維
持・獲得を目指している。

活用・推進体制：上澤卓哉社長が一人で担当。ほぼ毎
日投稿をしている。

経営などへの効果：毎年の年末に、社長自身が気に
入った地元・日光の食品と自社商品をセットにした「日
光の美味七選」を発売し、Facebookなどで告知する。
2015年版は湯葉や蕎麦、わさびなどを詰め合わせた商
品（1万800円）を40セット用意したが、告知から1時間
で完売。

上澤梅太郎商店
UWASAWA UMETAROU SHOTEN

を理解してもらう手段の
一つがFacebookと位置
づけて、自社商品を添え
た社長自身の朝食の写真
を投稿している。
　「その店がおいしいと
言っても信用しない。友
人などがおいしいという
と信用する」（上澤卓哉社
長）とクチコミの効果を
重視している。2015年秋
には、顧客の1人でありア
フリカへ感染症の研究に
行っている女性が、同社
商品のフリーズドライ味
噌汁の写真をFacebook
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利
用
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S

企
業
概
要

業種：  食品・日用品 　中分類：  化粧品・トイレタリー 　活用目的：  サポート 

花王の「Yahoo!知恵袋」はベストアンサー率が94%に達する

王は2015年7月にQ&A
サイト「Yahoo!知恵袋」
の利用者に役立つ情報を

いため、誤解を招くこともある。
　そこで、花王はYahoo!知恵袋上に
アカウントを設けて、質問者に対し
て回答することで、役立つ生活情報
を身につけてもらうことを始めた。
　 毎朝 、前日から当日までに 、
Yahoo!知恵袋の「洗濯」「掃除」「スキ

者も閲覧可能なため、検索サイトな
どから、同じ悩みを抱えた人が該当
ページを訪れれば、過去の回答を参
照できる。そのため、花王の過去の
回 答 に 関 心 を 持 っ た 消 費 者 が
Twitterで紹介したことをきっかけ
に話題になるケースも表れている。

伝えるべく、公式アカウントを開設
した。Yahoo!知恵袋は消費者同士
で質問と回答をし合うQ&Aサイト。
生活の悩みに関連する質問も多く投
稿されている。ところが、そうした
質問に対する回答を見てみると、必
ずしも適切なアドバイスとは言えな
いものも散見された。
　例えば、洗濯槽のお手入れに関す
る質問もその一例。質問者は洗濯機
に生えたカビの除去の最適な方法を
求めていた。最も参考になった回答
に選ばれたものは、塩素系の漂白剤
を使うというもの。しかし、こうし
た洗浄剤を洗濯槽に使うと、金属部
分が腐食する恐れがある。Q&Aサ
イトは手軽に回答を得られる一方、
回答するのは必ずしも専門家ではな

花

社名：花王株式会社
所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-14-10
代表者：澤田 道隆
売上高：1兆4718億円
資本金：854億円
社員：6664人
企業サイト：http://www.kao.com/

Yahoo!知恵袋：
http://chiebukuro.yahoo.co.jp/my/kao_official

取り組み：Q&Aサイトに掃除や洗濯、スキンケアなど
に関する質問を寄せている消費者に対して、企業として
役立つ回答を伝えることを目指す。企業側から語りか
けることで、企業への信頼性の向上を目指している。

活用・推進体制：生活者コミュニケーションセンターの
中で、電話やメールといった顧客対応と兼務する形で、
数人がYahoo!知恵袋も担当している。

経営などへの効果：Yahoo!知恵袋では、最も参考になっ
た回答を質問者や閲覧者が「ベストアンサー」として選
べる。花王はベストアンサー率が94%に達しており、こ
うした活動がブランド好感度の向上に寄与できると考
える。

花王
Kao

ンケア」などのカテ
ゴリーに投稿された
質問や、「花王」とい
うキーワードを含む
質問を収集する。そ
れらの質問から、回
答可能な質問を絞り
込んで、回答する。
営業時間内に投稿さ
れた質問には、その
日中に回答すること
もある。
　こうした回答は、
ほかのサービス利用
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利
用
S
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S

企
業
概
要

業種：  食品・日用品 　中分類：  食品 　活用目的：  製品開発 

開校10年目で10期生を迎え入れる「じゃがり校」。 
"愛校心"あふれる生徒が毎年新商品を開発する

ルビーの人気スナック菓
子「じゃがりこ」に2016
年3月、期間限定の新商

える応募案の中から実現可能性を勘
案して40～50案をノミネート。これ
を生徒の人気投票でトップ10案に絞
り込み、決選投票で商品化する味を
決める。パッケージ案やキャッチフ
レーズ、販促物もファンの発案だ。

　参加型開発商品は、2009年2月発
売の「カルボナーラ味」を皮切りに、

「おめで鯛味」で8作目を数える。期
間限定発売ながらレギュラー商品の
お株を奪う好調な売れ行きをみせる
こともしばしばだ。

品「おめで鯛味」が加わった。消費者
参加型の商品開発で、ファンのアイ
デアから完成した商品だ。
　舞台は同社が運営する会員制ファ
ンサイト「それいけ！じゃがり校」。
2007年春の開校で、毎年2000人以
上が入学、3年間在籍する。
　コミュニティ運営の目的は、リピ
ート購入してくれるロイヤルユーザ
ーの育成だ。じゃがりこ川柳を楽し
む「国語」など学校らしい教科やイベ
ントで活性化を図っている。
　開校翌年、「こんなじゃがりこを食
べたい」というアイデア投稿が盛り
上がったことから、ファン参加型の
商品開発企画がスタートし、定番企
画になった。まず、食べてみたい新
しい味のアイデアを募り、1000を超

カ

社名：カルビー株式会社
所在地：東京都千代田区丸の内1-8-3
代表者：松本 晃、伊藤 秀二
売上高：2221億5000万円（2015年3月期連結）
資本金：119億7500万円　
社員：3477人（連結）　
企業サイト：http://www.calbee.co.jp/

それいけ！じゃがり校：http://www.calbee.co.jp/jagarico/fansite/

以下、カルビーとしてアカウントを開設
Facebook：ファン数約6万1000人
Twitter：フォロワー数約3万1000人
Instagram：フォロワー数約2100人
YouTube：登録者数約1200人

取り組み：自社でファンサイトを運営し、毎年2000人
以上を集める。リピート購入してくれるロイヤルユーザー
の育成、ファン参加型の商品開発に取り組む。

活用・推進体制：じゃがりこ川柳を楽しむ「国語」や、
同社担当者のブログが読める「朝礼」、"生徒"同士が自
由に語り合う「ホームルーム」など、学校らしい行事・
イベントを通じて生徒のじゃがりこ愛を育成。

経営などへの効果：運営のコスト・手間はかかるが、 
"生徒"たちは商品やパッケージについて意見を聞ける、
調査モニターとして貴重な存在。また、新商品が出れ
ば率先してTwitterなどで宣伝役を買って出てくれる。

カルビー
Calbee

●「それいけ！じゃがり校」新商品開発

2016年3月 おめで鯛味
2015年3月 モッツァレラチーズトマト味
2014年3月 アスパラベーコン
2013年3月 ホタテ醤油バター
2012年3月 えだ豆チーズ
2011年3月 チーズカレー味
2010年2月 フライドチキン味
2009年2月 カルボナーラ味
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利
用
S
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企
業
概
要

業種：  食品・日用品 　中分類：  日用品 　活用目的：  認知向上 

キングジムは7つの評価軸から2014年にソーシャ
ルメディア担当者を社長賞に選出した

具メーカーのキングジム
は、「企業や商品のPRは3
割まで、7割は消費者と

年7月に限定販売した。
　事の発端は、東急ハンズのTwitter
アカウント宛に届いた、「東急ハンズ
のロゴ入りの商品が欲しい」という
要望だ。直後に、「キングジムに提案
してみては」という声が寄せられた
ことから、東急ハンズがTwitter上
でキングジムに商品の共同開発を持

ちかけた。キングジムはこれに応え
るため、すぐさま商品開発本部長に
かけあい、開発の許諾を得た。
　販売した1000冊は飛ぶように売れ
た。東急ハンズのECサイト「東急ハ
ンズネットストア」の販売分は数分
で完売。店舗販売分も1カ月で完売
した。

コミュニケーション」という運営方
針の下、Twitterを通じた、フォロ
ワーとの対話を重視。他社のアカウ
ントとも積極的に会話をしており、
そうした対話を発端としたコラボ商
品まで開発している。Twitter担当
者はこうした功績など、7つのポイン
トから評価されて2014年の社長賞に
選出された。
　Twitterを発端とした商品開発の
一例としては、東急ハンズと共同開
発した書類ホルダー「キングジム×
ハンズ トラベル・オレッタ」が挙げ
られる。A4サイズの書類を3つ折り
にして持ち運べるキングジムの書類
ホルダーに、世界各国の電圧とプラ
グの早見表など旅行に役立つ情報を
東急ハンズが付加した商品で、2014

文

社名：株式会社キングジム
所在地：東京都千代田区東神田2-10-18
代表者：宮本 彰
売上高：331億8400万円
資本金：19億7869万円
社員：2335人（連結）
企業サイト：http://www.kingjim.co.jp/

Facebook：ファン数約6万6000人
https://www.facebook.com/kingjim.pr

Twitter：フォロワー数約13万人
https://twitter.com/kingjim

取り組み：キングジムはテキスト入力専用端末「ポメラ」
など、一部に熱狂的なファンを持つマニアックな製品を
積極的に開発している。ソーシャルメディアはマニアッ
クな商品を求める特別なユーザーに確実に情報を届け
られる"場"と考えて情報を発信。

活用・推進体制：広報室のリーダーが兼務する形でソー
シャルメディアも担当している。同氏は功績が評価され
て2014年の社長賞に選ばれた。

経営などへの効果：Twitterをきっかけに東急ハンズと
共同開発した書類ホルダー「キングジム×ハンズ トラ
ベル・オレッタ」は1000冊が1カ月で完売した。

キングジム
KING JIM

1 エンゲージメント率は他社平均の10 倍、
Twitterの広告サービス換算でROIは3倍

2 他企業とコラボ商品の発売や、新機能開発

3
大手ECサイトのタイムセールに合わせた販
促ツイートで対象商品が完売するケースが
多数

4 Twitterからのサイト流入数が前年比4倍

5 Twitterをきっかけにテレビ取材につながる
など商品認知拡大に貢献

6 セミナーなどへの登壇依頼などの増加で企
業名の露出に貢献

7 Twitter Japanから優良企業アカウントに
認定
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利
用
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企
業
概
要

業種：  食品・日用品 　中分類：  日用品 　活用目的：  製品開発 

傷口をなめることを防ぐ「エリザベスカラー」は、ソーシャルメディア発の声でサイズを追加

営する猫用品の通販サイ
ト「nekozuk i（ねこず
き）」では、組み木の技術

　もう一つの効果が、顧客の協力を
得た商品開発。例えば、「もふもふマ
スク」は猫が爪切り時に興奮するの
を防ぐ補助具。暴れる猫には麻酔を
していると聞いたが、太野氏は視界
を手で隠すとおとなしくなるのが経
験上分かっていた。そこで、顔にか
けて視界を遮るマスクを開発した。
ソーシャルメディアで告知したとこ

ろ、鼻が低い猫にもフィットするマ
スクも欲しいとのコメントが寄せら
れた。そこで商品開発モニターを公
募し、7人に6種類もの試作品を使っ
て、装着感などのコメントを集め
た。開発した鼻が低い猫用マスクは、
2016年2月に発売した。
　今後、キャンペーンなどと連動し
た計画的な投稿をしていく予定。

で釘を使わない木枠の中に爪とぎ用
段ボールをはめ込んだ「猫の爪とぎ 
がりがりボード」（1万9440円）など
を販売するが、価格が高いと思われ
ることもある。そこで、地元・岩手県
などの職人に製作を依頼する商品開
発へのこだわりを伝えるのが、ソー
シャルメディア活用の狙い。
　得られている効果は、一つがクチ
コミを通じた新規顧客の獲得。顧客
が「#nekozuki」のハッシュタグを
付けてInstagramに商品の利用シー
ンの写真を投稿している。そこにコ
メントが付いて、クチコミが広がっ
ていることが分かる。友だち限定の
投稿が多いFacebookより広がりが
あると考え、最近はInstagram活用
に力を入れている。

運

社名：株式会社クロス・クローバー・ジャパン
所在地：岩手県盛岡市菜園1-3-6
代表者：太野 由佳子
売上高：1億円
資本金：550万円
社員：4人
企業サイト：http://cross-clover.co.jp/

Facebook：ファン数約5000人
https://www.facebook.com/nekozuki.jp/

Instagram：フォロワー数約500人
https://www.instagram.com/nekozuki_jp/
Twitter：フォロワー数約1000人
https://twitter.com/NEKOZUKI_JP

取り組み：Instagram、Facebookなどを活用し、普段は、
開発中の商品の紹介、サイト運営の裏側、「猫社員」の
写真などを投稿。欲しい商品、機能などを相談しやす
い雰囲気を作ることが大事と考えている。

活用・推進体制：太野代表が一人で担当。写真のモデ
ルや商品開発のモニターとなる「猫社員」を自宅で2匹
飼っている。自然な様子の写真を載せたいので、自宅
で写真を撮り、投稿している。

経営などへの効果：商品企画・開発のアイデアを得る
ための重要な情報源となっている。顧客による商品利
用シーンの写真投稿、同社投稿へのコメント、試作品
へのいいね！やシェアといった反応が参考になる。

クロス・クローバー・ジャパン
CROSS CLOVER JAPAN
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利
用
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企
業
概
要

業種：  食品・日用品 　中分類：  飲料 　活用目的：  製品開発 

Facebook生まれのビー
ル「百人のキセキ 至福
のブラウンエール」は10
万ケースを販売した

費者との共創型商品の開
発を目指して2012年に
Facebookページを開設。

うして、半年かけて意見を募った。ま
た、試作品を作り、一部のFacebook
のファンを集めたリアルの場での試
飲会を実施するなどして、味を調整
していき、最終的に「百人のキセキ」
として発売した。
　翌年の第二弾では、参加のハード

ルを下げるためにコミュニティ運営
方法を簡略化。サッポロビール側か
ら選択肢を提示して、意見を募るア
ンケート式でより多くの参加を募っ
た。第二弾の「百人のキセキ～魅惑
の黄金エール～」もネットとコンビ
ニで販売して、好評を博した。

「百人ビール・ラボ」を開始した。ペ
ージの開設と同時に世界のビール12
種をセットにした商品のプレゼント
キャンペーンなどを実施した。商品
開発の母体となるFacebookページ
の参加者を集めるためだ。キャンペ
ーンはFacebookの広告サービスを
活用して、ビールを好む層に告知。
10日ほどで1万人以上が集まった。
　9月から本格的にFacebook上で
“商品開発会議”を開始。会議は、商
品コンセプトから、商品名、味、パッ
ケージといった議題について意見を
投稿する掲示板をサッポロビールが
Facebookページ上に設ける。そし
て、毎週金曜日の午後8時から午後9
時半まで、リアルタイムに参加メン
バーから意見を募るというもの。こ

消

社名：サッポロビール株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-1
代表者：尾賀 真城
売上高：2736億円
資本金：100億円
社員：1958人
企業サイト：http://www.sapporobeer.jp/

百人ビール・ラボ：
http://www.sapporobeer.jp/100beer/

Facebook：ファン数約5万5000人
https://www.facebook.com/100beer

取り組み：ビール愛好家とともに、商品コンセプトから、
商品名、味、パッケージに至るまで、すべて消費者と議
論する、共創型の商品開発を目指す「百人ビール・ラボ」
のプラットフォームとしてFacebookを採用。

活用・推進体制：「百人ビール・ラボ」については、同企
画の担当者が1人で運用をディレクション。商品開発の
段階では、商品開発の企画関連の担当者も参加する。

経営などへの効果：「百人ビール・ラボ」を通じて開発
した2つの商品は、ネット限定で販売してすぐに完売。
その後、缶ビール商品としても、コンビニエンスストア
などで販売。第1弾で開発した「サッポロ　百人のキセ
キ 至福のブラウンエール」は10万ケースが売れた。

サッポロビール
SAPPORO BREWERIES
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用
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概
要

業種：  食品・日用品 　中分類：  飲料 　活用目的：  販売促進 

Twitter投票システムの導入1号案件として、「いろはす」シリー
ズの新フレーバーを当てるクイズを実施。テレビCMに桃太郎
が登場する「au」にも進呈し、拡散に弾みがついた

コーヒーなら「ジョージ
ア」、スポーツ飲料なら

「アクエリアス」、お茶飲

初めて実施し、1万人以上が投票に参
加した。続いてクイズの回答（もも）
投稿をリツイート（RT）することを
条件に、発売前に抽選で1000人に試
飲ボトルをプレゼントするキャンペ
ーンを打ち、「新フレーバーにももが
加わる」という投稿のRT数は10万
件に上った。
　さらに、思わず写真に収めたくな
る桃をかたどったケースで試飲ボト

ルを配送し、指定のハッシュタグ付
きで感想投稿を依頼したところ、
1000人中過半数の当選者が写真付き
で投稿した。こうして発売日までに
新商品の関連ツイートが16万件に達
したことで、初動の売り上げは他の
フレーバーシリーズの倍近いスター
トを切ることに成功した。Twitter
の拡散性を上手くキャンペーンに落
とし込んだ事例である。

料なら「爽健美茶」──。消費者が飲
み物を買い求める際、一番に想起さ
れるブランドであることが、熾烈な
競争が続く清涼飲料業界を生き抜く
カギになる。日本コカ・コーラでは、
各ブランドごとに主要SNSアカウン
トを開設し、新製品やキャンペーン
情報などを日々発信することで消費
者との接触を図っている。アカウン
ト数は全体で40を超える。
　キャンペーン活用にも積極的だ。
2015年10月に発売した「い・ろ・は・
す もも」では、発売1カ月半前の8月
下旬からティザー（予告）キャンペー
ンをTwitterで展開した。
　まず新製品のフレーバーを当てる
四択クイズを、当時まだ開発中だっ
たTwitterの投票システムを使って

缶

社名：日本コカ・コーラ株式会社
所在地：東京都港区六本木1-4-5
代表者：ティム・ブレット
売上高：非公開
資本金：36億円
社員：509人
企業サイト：http://www.cocacola.co.jp/

Facebook：ファン数約108万人
https://www.facebook.com/cocacolapark

Twitter：フォロワー数約51万人
https://twitter.com/CocaColaJapan

YouTube：登録者数約1万8000人
https://www.youtube.com/user/cocacolapark

LINE：友だち数約1700万人

取り組み：飲料ブランドごとにTwitter、Facebookなど
主要SNSアカウントを開設。アカウント総数は40を超
える。新製品やキャンペーンの情報を発信。

活用・推進体制：マーケティング本部のiマーケティン
グ部門がアカウントを管轄。各ブランドマネジャーと運
用状況を確認しながら、SNS連動のキャンペーン・プ
ロモーションなどを検討、企画している。

経営などへの効果：Twitterは拡散効果、Facebookは
顧客とのつながりの深さ、LINEはセールスに貢献とい
う役割分担で、認知から好感、購入意欲・気分の醸成
を図る。売り上げに直結する成果を上げている。

日本コカ・コーラ
COCA-COLA（JAPAN）COMPANY



20 ソーシャルメディア活用ベストプラクティス

利
用
S
N
S

企
業
概
要

業種：  食品・日用品 　中分類：  化粧品・トイレタリー 　活用目的：  販売促進 

LINE@の活用を始めるなど、
LINE活用の幅を拡大している

ァンケルはこれまで、
LINEを活用したマーケ
ティングにおいては、

る時間帯を変えるなど、店舗と情報
を共有して現場の肌感覚に合わせた
情報発信を心がけた。特に成果が大
きかった店舗は、若年層の顧客が多
い福岡市中央区の商業施設イムズ内
に出店している店舗だ。同店舗の
LINE＠には約2800人の友だちがい
る。その店舗のLINE＠で来店を促
進した場合には、通常のDMに比べ
て来店率が約3倍になる成果につな
がっているという。
　このように、LINEにおいても顧
客ごとに合わせた情報発信が重要に
なっている。しかし、LINE公式アカ
ウントの既存メニューでは個別の情
報発信はできない。そこでファンケ
ルは昨年末に、LINEビジネスコネ
クトを採用した。これは、LINE公
式アカウントと自社の顧客データベ
ースを接続することで、LINEでも
顧客情報に基づいてメッセージの出

し分けを可能にするといったことを
可能にするサービス。2016年は、
LINEをCRM（顧客関係管理）にも
組み込んで活用していく予定だ。LINE公式アカウントを主に利用し

てきた。だが、店舗では、本部との
すり合わせをした上で、店舗ごとに
キャンペーンを実施している。LINE
公式アカウントは登録者への一斉配
信が基本で、そうした一部の地域の
顧客に絞ったメッセージ配信は基本
機能ではできない。
　そこで、2 0 1 5年から試験的に
LINE＠を活用して、各店舗ごとの
アカウントを開設した。LINE@は
主に中小企業を対象としたサービス
で、安価にLINEをマーケティング
に活用できる。ファンケルは顧客層
の異なる地域を選び、全5店舗でアカ
ウントを開設して活用を始めた。
　店舗のアカウントでは、来店する
客層に合わせてメッセージを配信す

フ

社名：株式会社ファンケル
所在地：横浜市中区山下町89-1
代表者：宮島 和美
売上高：776億3200万円
資本金：107億9500万円
社員：593人
企業サイト：http://www.fancl.jp/

Facebook：ファン数約5万5000人
https://www.facebook.com/FANCL.Official

Twitter：フォロワー数約2万9000人
https://twitter.com/fancl_official

LINE：友だち数約1096万人

取り組み：LINEの活用の幅を拡大している。従来から
取り組んできたLINE公式アカウントに加えて、一部で
店舗単位のアカウントも開設した。また、LINEの広告
サービスの活用も積極化している。

活用・推進体制：メルマガ、LINE、SNS、コミュニティ
サイトなどインターネット上のサービス・ツールを利用
して、お客様との継続的なコミュニケーションに取り組
む。6人のグループで運用。

経営などへの効果：LINE公式アカウントでは化粧品の
新商品情報などを告知。メッセージの配信後は、瞬発
的に自社サイトのアクセスが跳ね上がる。売り上げに
も結びついているため、活用を加速させている。

ファンケル
FANCL CORPORATION
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業種：  食品・日用品 　中分類：  食品 　活用目的：  販売促進 

Facebookでさまざまな投稿パターンを試し、投稿時刻
や文字量、写真を最適化した船橋屋

京・江東区の亀戸天神に
隣接する「船橋屋」は、江
戸時代の1805年に創業

投稿時間帯や文字数、写真の見せ方
を変えながら試した結果、投稿は朝7
時、文字数は130文字前後までが良
いなど、好反応を得られるパターン
を習得した。また、スマートフォン
画面上で読まずにスクロールされて
も印象に残りやすいよう、写真には
必ず船橋屋のロゴを入れるといった
細かな工夫と改善を重ねている。

　いいね！数が伸びる日はECサイ
トのアクセスも多い傾向があり、送
客効果が出ている。Facebook投稿
を開始した翌2012年のEC売り上げ
は、前年比倍増ペース。2013～14年
は複数のECを一元管理するシステ
ムの導入で販促を抑えたが、再開し
た2015年は前年比1.5倍増の勢いで
成果を上げている。

した元祖くず餅の店として知られる
老舗メーカーだ。2011年春に開設し
た自社ECサイトへの集客策として
主にFacebookを活用している。
　和菓子という商品の性質上、これ
まで顧客の大半は中高年女性だった
が、ECサイトでは男性や若い女性も
開拓したいところ。主顧客層の息子・
娘世代である30～40代がFacebook
ユーザーと重なるため、Facebook
を活用することで親への贈り物需要
などが期待できると考えた。
　毎日商品の宣伝ばかりにならない
よう、亀戸の街情報や、催事・店舗の
紹介、船橋屋の歴史、LINE＠の説明
などを織り交ぜ、話題にバリエーシ
ョンを持たせている。投稿から1週
間後に、いいね！数などをチェック。

東

社名：株式会社船橋屋
所在地：東京都江東区亀戸3-2-14
代表者：渡辺 雅司
売上高：非公開
資本金：2000万円
社員：180人
企業サイト：http://www.funabashiya.co.jp/

Facebook：ファン数約2万3000人
https://www.facebook.com/kuzumochi.funabashiya

Twitter：フォロワー数約2500人
https://twitter.com/funabashiya_

YouTube：登録者数約50人
https://www.youtube.com/user/funabashi8

取り組み：Facebook投稿カレンダーを作成し、投稿内
容とその反響を記入している。いいね数やECサイトへ
の流入数などで成果を得た投稿を分析することで、投
稿内容の改善を図っている。

活用・推進体制：Facebookページ開設当初、ファン・
フォロワー数が多い「ソーシャル有名人」との交流会に
積極的に参加。話題に取り上げられたことで、開設して
早々にファン数が数千人規模になった。

経営などへの効果：Facebookページ開設翌年のEC売
り上げが前年比倍増。2015年も同1.5倍増ペースと好
調が続く。実店舗は大半が中高年女性客だが、ECは男
女ほぼ半々で、新規客を開拓している。

船橋屋
Funabashiya

文章は短くま
とめる。なるべ
く「もっと見る」

「さらに表示」
が出ない程度
に収める

画像の中にも
「船橋屋」のロ
ゴを入れる。タ
イムライン上で
目に留まりやす
い画像でブラ
ンド訴求する

●曜日別の投稿内容

月 くず餅情報
火 亀戸天神情報
水 船橋屋の歴史
木 定番商品の紹介
金 通販情報
土 くず餅職人話
日 亀戸ウォーカー的な街紹介

※開設時の基本的な投稿パターン
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業種：  食品・日用品 　中分類：  飲料 　活用目的：  販売促進 

「僕ビール、君ビール。」のローソン限定発売キャンペー
ンはTwitterを積極活用して成果を上げた

手ビール4社がやらない
ことをやろう──。クラ
フトビールメーカーのヤ

反応して、「ビールを探して購入し
た」という写真付きの報告が全国か
ら集まった。社内のスタッフはこれ
らの報告を地図上にまとめ、選挙戦

業務と兼務している。
　今後、Facebook広告でのファン
獲得や、Instagramなど新たなアプ
ローチに取り組みたいと考える。

のようなノリの写真を投稿す
るなど、企業と顧客が一体に
なって盛り上がりを継続する
結果になった。
　同製品は3カ月で完売させる
予定だったが、1カ月でほぼ完
売。広告費をかけたキャペー
ンは実施しておらず、Twitter
活用が大きく貢献したとみら
れる。2回目を2015年春に実
施すると全国47都道府県から
報告が寄せられ、さらに盛り
上がった。
　Facebookは主担当1人とサ
ポート4人の計5人、Twitter
は主担当1人とサポート2人の
計3人で運営する。全員、他

ッホーブルーイングは、様々な活動
の中で意識する「ヤッホーバリュー」

（価値基準）を定めている。それが、
1.個性的な味、2.革新的行動、3.造り
手の顔が見える、の3つであり、ソー
シャルメディアでの情報発信もこれ
を意識している。
　具体的にはスタッフの顔を出した
り、炎上リスクも踏まえつつユーモ
アある投稿をしたりと、共感を呼ぶ
ことを重視している。
　大きな成果が出たのが、2014年秋
の「僕ビール、君ビール。」のローソン
限定発売キャンペーンだ。Twitter
に「本当に売られているかどうか確
かめてほしい」と投稿。カエルのパ
ッケージデザインをうまく利用した
企画が功を奏し、多くのユーザーが

大

社名：株式会社ヤッホーブルーイング
所在地：長野県軽井沢町長倉2148
代表者：井手 直行
売上高：非公開
資本金：1000万円
社員：120人
企業サイト：http://yohobrewing.com/

Facebook：ファン数約3万2000人
https://www.facebook.com/yonayonaale/

Twitter：フォロワー数約1万5000人
https://twitter.com/yohobrewing

取り組み：統一の製品ブランドがないので、会社全体
の活動を知ってもらうことが目的。製品に興味を持
ち、能動的に行動してくれるファンに向けた情報発信。
Facebookは1日1回、Twitterは適宜投稿している。

活用・推進体制：Twitterは東京のプロモーション部隊
が主に管轄している。FacebookはTwitterよりややオ
フィシャルな情報発信ということで、広報部門で運用し
ている。コンテンツは、情報を発信したい部門が写真
やテキストを用意する。

経営などへの効果：2014年秋の「僕ビール、君ビール。」
のローソン限定発売キャンペーンはTwitter活用が大き
く貢献。完売まで3カ月の予定が1カ月でほぼ完売。

ヤッホーブルーイング
YO-HO BREWING
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業種：  流通 　中分類：  専門店 　活用目的：  販売促進 

トラ男のFacebookページと
顧客との対話から拡充した商
品ラインアップ（上）

田県の若手農家が、お米
をインターネットで直販す
るにあたり、Facebook

SNSへの参加を呼び掛け双方向での
対話を進める。
　SNSを通し顧客からの要望も直接
聞く。具体的には「玄米もほしい」

「定期的に送ってほしい」「他の容量
もほしい」といった声に応じ、商品ラ
インアップに反映させて顧客との距
離を縮めてきた（右下の表）。
　武田氏はトラ男に取り組むにあた
り、Webデザインを専門学校で3カ

月学んで腕を磨いた。サイトを自ら
手がけることで意図通りのデザイン
で早く安く制作するのが目的だ。
　全量ではないが、JAを通さず米を
販売することで価格の決定権を持て
る。日本各地で農業の後継者問題が
深刻となっているが、トラ男の取り
組みはSNSを活用し「顔の見える農
家」を実現。消費者の信頼を得て生
き残る1つのモデルと言える。

を活用し、ブランディングの向上と
販売増を実現している。グループ名
をトラクターに乗る男前から「トラ
男」と名付け、精米したての米を直
接販売している。
　北秋田市出身の武田昌大氏が発案
し、3つの若手農家が賛同し2010年
に始めた。各農家は「1000フィート
千枚田」「クロスリバーサイド」「八千
年ミネラルウォーター」と名付けた
異なる農法で作付けしており、食味
も異なる。
　こうした農法や味、農作業の過程
を農家が直接伝え、濃厚なファン層
を作る手段としてFacebookを活用
する。秋田での田植えや稲刈り体験、
東京などでのイベントを告知し参加
してもらい、訪れた新たな顧客にも

秋

社名：株式会社kedama
所在地：秋田県北秋田市米内沢字長野岱136-8
代表者：武田 昌大
売上高：非公開
資本金：50万円
社員：4人
企業サイト：http://toraofamily.com/

Facebook：ファン数約4500人
https://www.facebook.com/toraotoko/

取り組み：秋田の若手3農家の米をJAを経由せずに直
販するため、Facebookを活用している。「おいしいお米」
を実感してもらうためのイベントの告知をしたり、顧客
からの要望を聞いて商品ラインアップに反映させなが
ら、双方向で濃いファン層を醸成している。

活用・推進体制：代表の武田氏が3農家と連携し、投
稿から各種ページのデザインや作成まで担当。Webの
専門学校に通って、デザインを学び、サイトを意図通り
に早く安価に作っている。

経営などへの効果：毎年3トンずつ売り上げが伸び、
2015年は開始した2010年の60倍の売り上げとなった。
JAを通さない直接販売の比率が上がっている。

kedama（トラ男）

●SNSでの対話から
　商品ラインアップを拡充

2010年 5kgの白米のみで開始
2011年 玄米を追加
2012年 定期便を開始
2013年 2kgと10kgを追加
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業種：  流通 　中分類：  専門店 　活用目的：  販売促進 

Instagramで投稿したくなる工夫を凝らした
イベントを開催する

売り業の多くは大手EC
モール「Amazon.co.jp」
の存在に、戦々恐々とし

Instagramなどはアルバイトも含め
て、誰でも投稿できるようにしてい
る。また、全員がブログを書けるよ
うにアカウントを振り分けている。
中には文章が下手なスタッフもいる
が、それも個性。挑戦させる中でブ
ログに関しては必ず、添削をする。
すべて校正をかけて、アドバイスを
して伸ばしていくことを目指す。
　また、昨年6月に愛知県豊田市足
助町で開催した、食とサイクリング
を楽しむためのイベント「グルメセ
ンチュリーライド足助2015」では
Instagramを有効活用した。
　イベントの参加者が写真を撮って
Instagramに投稿したくなるような
風景を、サイクリングの休憩場所と
して選ぶなど、イベントを通じて、
ソーシャルメディア上にクチコミが
拡散される工夫を随所に施した。

「#gcrasuke」というハッシュタグ

を付けた写真の投稿を参加者に促し
て、1800枚超の写真がInstagram
に投稿され、大きな反響を呼んだ。

ている。しかし、中小の小売り業者
がAmazon.co.jpと同じサービスの
提供を目指しても、勝ち目はないに
等しい。
　名古屋市中区にある自転車販売店
の「Circles」は、Amazon.co.jpと
差異化を図る上でスタッフのパーソ
ナリティを重視している。同社では、
店舗で働く数十人のスタッフは一人
ひとりに個性があり、全員がタレン
トのようなものと考えている。彼ら
の個性を生かす上で目を付けたのが
ソーシャルメディアだ。スタッフに
情報発信の機会を与えることで、一
人ひとりにファンがつく。それこそ
が、中小企業が勝ち抜いていく上で
重要なポイントになると考えた。
　そのため、ブログやFacebook、

小

社名：株式会社Circles
所在地：愛知県名古屋市中区千代田4-14-20
代表者：田中 慎也
売上高：2億8000万円
資本金：500万円
社員：20人
企業サイト：http://circles-jp.com/

Facebook：ファン数約2800人
https://www.facebook.com/Circles.Nagoya

Twitter：フォロワー数約2000人
https://twitter.com/circles_jp

Instagram：フォロワー数約4500人
https://www.instagram.com/circles_jp/

取り組み：スタッフの個性を重視し、アルバイトも含め
て、誰でもブログやFacebook、Instagramに情報を投
稿できるようにしている。サイクリングイベントでは
Instagramを有効活用して盛り上げた。

活用・推進体制：Facebook、Instagramともにアルバ
イトも含めて、誰でも投稿できるようにしている。また、
全員がブログを書けるようにアカウントを振り分けて
いる。

経営などへの効果：イベントを共同主催した米クリスキ
ング社の自転車のパーツはその後、売り上げが3倍に
なった。

Circles
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業種：  流通 　中分類：  専門店 　活用目的：  認知向上 

中国版Twitter「微博（Weibo）」を活用して認知を広げ、インバウンド客を呼び込んだ

約・結婚指輪は、結婚適
齢期の世代が減り続けて
いるため、国内マーケッ

ト上の訴求力に期待をかけた。
　彼がネックレスを身に着けた写真
投稿は、万単位でシェアされ、コメ
ントが付く。そこから中国語版ブラ
ンドサイトに誘導を図った。店内で
古川さんの店頭POPと写真を撮影し
てSNS投稿する観光客も多い。
　また同社は中国版LINEとも言わ
れる微信（WeChat）で決済できる

サービスも対応。微信アプリを起動
し、バーコードを店員のiPadにかざ
すと登録口座から引き落とされる。
中国で一般的になっている決済手段
の提供で利便性と安心感を高めた。
　2015年8月期の外国人売上高は前
年比約10倍。中国本土に店舗を持た
ず知名度が低かった同社が、SNS活
用で早期にブランドを確立した。

トの縮小が避けがたい。一方で中国
では婚約指輪を贈る習慣が浸透しつ
つあるところで、インバウンド旅行
客も急増中。日本製品への信頼は高
い。これを好機として中国人への販
売を伸ばしたいと考えたのが、中堅
宝飾品販売のサダマツだ。
　インバウンド旅行客に買ってもら
うためには、旅行準備段階で「買い
物候補リスト」に記される存在にな
る必要がある。そこで主力商品

「Wish upon a star（星和縁）」で、
中国版Twitterと言われるWeibo

（新浪微博）アカウントを開設。2015
年3月には、中国で人気の日本人俳
優、古川雄輝さんとアンバサダー契
約を結び、広告に起用した。微博で
フォロワー152万人を持つ彼のネッ

婚

社名：株式会社サダマツ
所在地：東京都目黒区中目黒2-6-20 東急建設イスマビル2F
代表者：貞松 隆弥
売上高：91億8400万円（連結、2015年8月期）
資本金：7億4339万円
社員：475人（連結）
企業サイト：http://sadamatsu.com/

Weibo（新浪微博）：ファン数約3600人
http://www.weibo.com/wishuponastar

Facebook：ファン数約5000人
https://www.facebook.com/festaria.jp

ブログ：表参道ヒルズ店スタッフブログ
http://ameblo.jp/festaria-staff-blog/

取り組み：主力商品「Wish upon a star（星和縁）」ブラ
ンドの微博（Weibo）アカウントを開設。中国で人気の
日本人俳優とアンバサダー契約を結び、彼の微博投稿
で認知を高め、中国語版ブランドサイトに誘導。

活用・推進体制：微信（WeChat）を運営する中国テン
セントのパートナー企業で中国向けマーケティングを
手がけるウィ・ジャパン（東京都中央区）と業務提携。
販促メッセージの投稿業務などは同社に委託。

経営などへの効果：主力商品の売り上げが前年比70％
増。外国人売上高は前年比10倍に。中国に実店舗を
持たない同社ブランドが、SNS活用によって中国人向
け訴求に成功した。

サダマツ
SADAMATSU
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業種：  流通 　中分類：  百貨店 　活用目的：  販売促進 

2007年の初登場以来、ネット上で露出を高めて
愛されキャラの地位を得たことが奏功した

丸松坂屋百貨店のイメー
ジキャラクター「さくら
パンダ」が、知名度、好感

　この人気を支えたのがソーシャル
メディア展開だった。ブログに続い
てTwitter、Facebookのアカウン
ト、YouTubeのチャンネルも開設
し、キャンペーンの告知やイベント
報告、移動中のオフショットなどを
投稿。明日訪れる店舗を予告すると
駆けつけるファンもいるほど、20～
30代の女性に浸透した。
　2013年3月にLINEアカウントを
開設して友だち登録を条件にさくら
パンダスタンプを提供したところ、
すぐさま登録が200万人に達し、現
在360万人を超える。
　LINEは集客、売り上げにも寄与
している。1000円以上のお買い上げ
レシートとLINE画面の提示でメモ
帳や蛍光ペンなどのさくらパンダオ
リジナル文具をプレゼントするキャ
ンペーンには、8200人が参加。1000
円以上が条件ながら、1人当たりの平

均買い物額が6500円を超えた。
　2015年のクリスマスシーズンも、
ファンデーションに関する悩みを選
択すると、ファンデーションのサン
プル引換えクーポンをプレゼントす
るLINE友だち限定企画を実施して
集客につなげている。

度を上げて、店舗集客および売り上
げに貢献している。ソーシャルメデ
ィア上での露出を意識的に高め、地
道にコミュニケーションを重ねたこ
とで、キャラクターを軸にしたオン
ラインから実店舗（オフライン）への
誘導、いわゆるO2Oを実現した。
　さくらパンダの初登場は2007年3
月、リニューアルオープンした松坂
屋上野店の“客寄せパンダ”としてだ
った。50～60代が主顧客層で若返り
が必要という課題への打開策として
起用したという。ブログで人気に火
がつき、上野店オープン限定キャラ
クターの予定が他店の応援に回るよ
うになり、2010年に一社化した大丸
松坂屋百貨店の公式キャラクターへ
と上り詰めた。

大

社名：株式会社大丸松坂屋百貨店
所在地：東京都江東区木場2-18-11
代表者：好本 達也
売上高：6700億円（2015年2月期）
資本金：100億円
社員：2553人
企業サイト：http://www.daimaru-matsuzakaya.com/

LINE：友だち数360万人超
Facebook：

［大丸］京都、神戸（食品）、東京、札幌、福岡天神、下関、高知 
［松坂屋］名古屋、上野、静岡、さくらパンダ
Twitter：

［大丸］梅田、東京、札幌、福岡天神 
［松坂屋］名古屋、豊田、さくらパンダ

取り組み：人気者に育て上げた自社キャラクター「さく
らパンダ」をコミュニケーションアイコンとして、それま
で訴求できていなかった20～30代に響くプロモーショ
ン、キャンペーンを展開。

活用・推進体制：営業企画室営業企画部で、キャラク
ターの起用、およびWebサイトや各種ソーシャルメディ
アの運用を手がける。

経営などへの効果：LINEアカウントは360万人超にセー
ルやキャンペーン情報を送信できるメディアとして有効。
定期的にLINE友だち限定のキャンペーンを打つことで
集客、売り上げに寄与している。

大丸松坂屋百貨店
Daimaru Matsuzakaya Department Stores
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業種：  流通 　中分類：  専門店 　活用目的：  販売促進 

タイムリーな話題を提供。全店がTwitterアカウントを持つ

楽ソフト（CD/DVD）の
市場は2014年が約2500
億円で、6000億円を超え

　アカウント全体の管理は営業戦略
室が担当。各アカウント担当者に週
次で運用状況をレポートし、反響の
大きかった投稿などの話題は全担当
者間で情報共有している。営業戦略
室からは投稿アドバイスとして、
1.店長やバイヤーの個性、人となり
が見える投稿（ヒト）　2.商品リリー

いる人にお礼と共感を返すなど、ア
クティブサポートを実施している。
　音楽ファンにとってタワーレコー
ドが接触頻度や占有時間の高いブラ
ンドになることがSNS運用の目標。
同業他社と比べてもファン数や1投
稿当たりのリツイート数、いいね！
数などの反応は高いとしている。

てピークを付けた1998年以降、右肩
下がりが続き、市場は縮小している。
そんな厳しい環境ながら売り上げを
大きく落とさず、残存者利益を得る
側に回っているのがタワーレコード
だ。売り上げを下支えする施策の一
つにSNS活用がある。
　現社長の嶺脇育夫氏がブランド・
情報担当の役員だった2008年、まだ
普及前のTwitterを自ら活用し、販
促ツールになる可能性を予見した。
翌2009年に販促アカウントと広報ア
カウントを開設すると、各店舗や、
商品部の各ジャンル担当者から専用
アカウントでの発信を希望する声が
相次ぎ、現在は85店全店の店舗別ア
カウント、13の音楽ジャンル別のア
カウントを開設している。

音

社名：タワーレコード株式会社
所在地：東京都渋谷区神南1-22-14
代表者：嶺脇 育夫
売上高：537億円（2015年2月期）
資本金：65億円
社員：1860人（うち正社員403人）
企業サイト：http://tower.jp/

Twitter：全国の店舗85アカウント
http://tower.jp/twitter/

LINE：店舗単位の「LINE＠」23アカウント
http://tower.jp/socialmedia/line/

Facebook：公式「TOWER RECORDS」はじめ全25アカウント
http://tower.jp/socialmedia/facebook/

取り組み：Twitter普及初期の2009年から活用を始め、
現在は全店舗が開設。Facebookページ、LINE＠を開
設している店舗も。各店舗担当者の個性を生かした投
稿でファンをつかんでいる。

活用・推進体制：営業戦略室が全アカウントの管理を
担当。リツイート、シェア、コメント数などを週次で各
担当者にレポートし、反響が大きかった投稿事例は全
担当者で共有して学ぶ体制を整えている。

経営などへの効果：音楽ファンがタワーレコード名義の
各種アカウントと接触する回数、および占有時間が増
えることで、来店機会の創出や来店頻度向上につながっ
ているとみている。

タワーレコード
Tower Records Japan

スやヒットチャートなど
新鮮な情報（モノ）　3.店
舗単位で開催するイベン
ト情報（コト）を重点投
稿するよう指南し、来店
したくなるように誘引す
ることを目指す。
　また、ECサイトのタ
ワーレコードオンライン
では、例えば不満のツイ
ートをしている人にはお
詫びや対応策の投稿を返
し、CDが届いて喜んで
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業種：  流通 　中分類：  専門店 　活用目的：  認知向上 

動画などビジュアルを意識した投稿に力を入れる

acebookを中心としてソ
ーシャルメディアを活用
してきたものの、現状は

た。趣味嗜好性の高いTwitterは、
いわゆるアーリーアダプター層が多
く、Facebookはレイトマジョリテ
ィが多いと考えられる。このように、
ソーシャルメディアの性質が異なる
ため、使い分けを意識している。
　トイザらスは反応率を高める上
で、画像や動画の投稿に重きを置い
ている。直近ではスター・ウォーズ

の2015年12月18日の公開日に合わ
せて、米トイザラスが制作した動画
に翻訳をいれて配信した。その結果、

「いいね！」が2万1000で、シェアは
2880件に達した。
　昨年10月には「LINE@」の活用も
始めた。既に5万人を超える友だち
が登録しており、サイトへの誘導数
は高い結果が出ている。

変化しており、各プラットフォーム
ごとで利用者などの特徴が異なって
きた。例えば、Twitterは趣味嗜好
性が強い情報に対して反応が高い。
一方、Facebookではファンのうち
60%以上を女性が占めるため、主婦
層をターゲットにおもちゃの遊び方
を伝える動画などを投稿している。
　そのため、テーマによっては紹介
する時期によって、反応が大きく異
る。トイザらスでは2015年4月から

「スター・ウォーズ」に関する商品の
売り場を店舗で大きく取り、ネット
での情報発信にも力を入れていた。
当初はFacebookは反応が悪く、
Twitterでは大きな反響があった。
ところが、映画が公開されると、よ
うやくFacebookも盛り上がってき

F

社名：日本トイザらス株式会社
所在地：神奈川県川崎市幸区大宮町1310
代表者：モニカ・メルツ
売上高：非公開
資本金：1000万円
社員：約6600人
企業サイト：http://www.toysrus.co.jp/

Facebook：ファン数約1万9000人
https://www.facebook.com/toysrusjp

Twitter：フォロワー数約1万5000人
https://twitter.com/toysrus_jp

Instagram：フォロワー数約6900人
https://www.instagram.com/toysrus_jp/

LINE：友だち数約5万8000人

取り組み：プラットフォームごとにそれぞれ利用者層が
異なるため、集まっているファンの層に合わせて発信す
る情報を出し分けている。ここ最近は、動画の活用に
注力し始めている。

活用・推進体制：広報部門に所属するソーシャルメディ
ア専任者が1人ですべてのソーシャルメディアを管轄し
ている。

経営などへの効果：テレビなどで紹介された商品や、
ソーシャルメディア上で消費者の間で話題になっている
商品を自社のソーシャルメディアアカウントで紹介する
と、売り上げにつながる。

日本トイザらス
Toys"R"Us-Japan

©&TM Lucasfilm Ltd.
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●「IDEA PARK」の
    顧客の声への対応例

業種：  流通 　中分類：  専門店 　活用目的：  製品開発 

をダメにするソファの異
名を持つ良品計画の人気
商品「体にフィットする

を終了した商品の再販を望む声など
だ。それでも多数のいいね投稿やコ
メントが付く再販要望は、傾聴する
価値がある。例えば販売を終了した
製氷トレイについて、樹脂製アクセ
サリー作りの型取りに便利というブ
ログ記事が愛好者の間で話題にな

ソファ」は、2000年に同社が開設し
た顧客参加型の「ものづくりコミュ
ニティ」から2002年に生まれたロン
グセラーだ。その後、意見投稿コー
ナーなどの機能を集約した「IDEA 
PARK」を2012年に開設し、顧客の
要望と同社からの回答を公開するコ
ミュニティとして運営を続けている。
　寄せられる要望は年間8000件に上
る。スタッフがそのすべてに目を通
し、要検討案件を各商品部へ送り、
開発に着手するか、当面見送るかを
決めて、進捗を公開する。既存品の
改良なども含めて年間100件近くが
商品化に至っている。
　顧客から画期的なアイデアが投稿
されて商品化に至るケースはそうあ
るものではない。意見の多くは販売

人

社名：株式会社良品計画
所在地：東京都豊島区東池袋4-26-3
代表者：松﨑 曉
売上高：2602億円（2015年2月期）
資本金：67億6625万円
社員：6160人（パート含む）
企業サイト：http://ryohin-keikaku.jp/

IDEA PARK：http://idea.muji.net/　　  

くらしの良品研究所：http://www.muji.net/lab/

Facebook：ファン数約102万人
https://www.facebook.com/muji.jp

Twitter：フォロワー数約46万人
https://twitter.com/muji_net

取り組み：無印流のライフスタイルを提案・発信する「く
らしの良品研究所」内にものづくりコミュニティ「IDEA 
PARK」を開設。顧客からの要望とその回答、進捗状況
を公開している。

活用・推進体制：くらしの良品研究所のスタッフが、年
間8000件に上る意見・要望をすべて確認し、類似品の
有無や実現可能性を考慮して有用な意見を各商品部に
送る。各商品部で商品化を検討。

経営などへの効果：IDEA PARKから、改良も含めて年
間100件近くが商品化される。投稿・閲覧者は熱心な
無印ファンであるため、試作品の調査モニターとしても
活用している。

良品計画
Ryohin Keikaku

り、数量限定で再販したところ完売。
その後継続販売しているような例が
あるからだ。
　一過性の消費者参加型開発イベン
トではなく、顧客と共創する仕組み
を持つことが、ヒットの芽とコアな
無印ファンを育てている。

くらしの良品研究所で
第1次検討

顧客からの
リクエスト投稿

各商品部で
第2次検討

各商品部で
開発の判断

開発終了し
発売へ
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業種：  流通 　中分類：  コンビニエンスストア 　活用目的：  販売促進 

Twitterで話題を広げたことで
ヒットにつながった「グリーンスムージー」

ーソンは、ソーシャルメ
ディアの巧者として知ら
れる企業の1社。今では、

れており、売れ筋商品とは言いがた
かった。しかし、ローソンが導入す
る共通ポイントサービス「Ponta」利
用者のデータを解析したところ、1回
購入するとリピート率が高いという
一面もあった。そこで、まず1回飲ん

でもらう施策を実施しようという機
運が高まり、サンプルを配布して、
飲んだ感想をTwitterに投稿しても
らうキャンペーンを実施した。2015
年8月31日からは、ターゲット層を
狙ってTwitterの運用方針を変えた。
　ローソンのTwitterは通常、午前
11時にツイートする設定だ。ただ、
グリーンスムージーは午前7～10時
台に女性に飛び抜けて売れていた。
この層を狙い、グリーンスムージー
のキャンペーン期間中は、午前6時に
ツイートして商品を訴求した。
　こうした結果、徐々に人気を集め
始めた。通常は発売後、徐々に落ち
ていく商品が多いにも関わらず、グ
リーンスムージーはしりあがりで売
れ、2000万本が売れるヒット商品に
つながった。
　今後はインバウンドマーケティン
グにまでSNSの活用の幅を広げる。

定着した同社のキャラクター「ローソ
ンクルー♪あきこちゃん」はイラス
ト専門のSNS「pixiv」生まれ。同キ
ャラクターを中心に、国内外合わせ
て20以上のソーシャルメディアをマ
ーケティングに活用している。
　そのローソンにも活用の転機が訪
れている。従来はソーシャルメディ
ア上に投稿したコンテンツの反応な
どが、主な効果指標だったが、現在
はヒット商品を生み出す原動力とし
ての役割を求められている。
　実際にソーシャルメディア発のヒ
ット商品となったのが、2015年5月
に発売したチルド飲料「グリーンス
ムージー」だ。同商品は見た目が青
汁を思わせることから、発売当初は
苦そうといった印象を消費者に抱か

ロ

社名：株式会社ローソン
所在地：東京都品川区大崎1-11-2
代表者：玉塚 元一
売上高：1兆9619億円 (全店舗売上高、連結)
資本金：585億664万4000円
社員：7606人（連結）
企業サイト：http://www.lawson.co.jp/

Facebook：ファン数約55万人
https://www.facebook.com/lawson.fanpage/

Twitter：フォロワー数約100万人
https://twitter.com/akiko_lawson

Instagram：フォロワー数約1万2000人
https://www.instagram.com/akiko_lawson/

LINE：友だち数約1829万人

取り組み：ヒット商品を生むためのプラットフォームの
1つとして考えている。SNSを活用して、流行っている
感を醸成して、定番商品への道を作るのが大きな目的
になっている。

活用・推進体制：デジタルプラットフォーム部の部員が
メールマガジンや自社サイトの運用をしながら3人が
兼務している。担当は主にSNSの広告、ライティング、
SNS向けの写真撮影の業務など。

経営などへの効果：「グリーンスムージー」はソーシャル
メディア上で話題が広がっていった結果、売り上げが増
え、2000万本が売れるヒット商品につながった。

ローソン
Lawson
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業種：  海外 　中分類：  情報・通信 　活用目的：  認知向上 

消費者の声を参考にコンテンツ制作のPDCAを回す

BMのブランドを管理す
る上で、ソーシャルメデ
ィア上のIBMに関するエ

 とくにソーシャルリスニングにおい
ては、発言がオープンなTwitterを
最も重要と捉えており 、「 I B M 
Voices」という自社開発のソーシャ
ルリスニングツールを活用してIBM
ブランドに関するツイートを分析し
ている。
そうした分析から、トレンドに合わ
せて発信する情報を選択して、フォ
ロワーのエンゲージメントが高まる
コンテンツを作っていく。

"聞く"という作業は「いつ」「なぜ」「ど
のように」情報を発信するのかを決
定する上でも重視している。　例え
ば、パリでテロ事件が起きた翌日は
追悼文を投稿するなど状況に応じて
企業のメッセージとして何を投稿す
べきかを判断している。
　今後は、データビジュアルゼーシ
ョンや、Instagram上への動画配信
など、さらに広範囲に渡りエンドユ
ーザーに対して情報を伝えていく。

ンドユーザーの声を収集することに
力を入れている。
　IBMは、BtoB（企業向け）事業の
ではあるが、最終的にサービスを利
用するのは取引先の一社員でもあ
る。そのため、個人とブランドのつ
ながりを作り、情報を伝えていくこ
とが必要と判断したため、そうした
戦略をとっている。
　ソーシャルリスニングにおいて、
最も重視するのは、ソーシャルメデ
ィア上で話されているトレンドや議
論を見つけること。BtoBゆえに、
IBMブランドについてのツイート
は、そう多くはないが、情報が膨大
になる中で、より価値ある情報を提
供するには、少ない声であっても耳
を傾けることが必須になっている。

I

社名： International Business Machines（IBM）
所在地：米国ニューヨーク州アーモンク
代表者：ジニー・ロメッティ
売上高：約817億ドル
社員：約37万名
企業サイト：http://www.ibm.com/

Facebook：ファン数約73万人
https://www.facebook.com/IBM

Twitter：フォロワー数約26万人
https://twitter.com/ibm

LinkedIn：フォロワー数約268万人
https://www.linkedin.com/company/ibm

取り組み：ソーシャルメディア上でIBMブランドについ
て語られている、エンドユーザーの"声"を聞き、ソーシャ
ルメディア上でのブランディング活動に生かすために活
用している。

活用・推進体制：ブランドごとにソーシャルメディアの
チームがあり、「IBM」ブランドではコンテンツ制作を
含めて全部で15人が在籍している。

経営などへの効果：IBMが競合と比較してソーシャルメ
ディアでどの程度コミュニケーションをしたのかなどを
月に1回レビューする。ブランドや製品に対して不満の
投稿があれば、きちんとレスポンスをするなどして、エ
ンゲージメントを高めることを目指す。

米IBM
International Business Machines

投稿

収集

クチコミ
の投稿 解析

ソーシャル
メディア

クチコミを参考に
制作した

コンテンツ

Twitter
クチコミ収集ツール

でIBMに関する
ツイートを収集

　コンテンツをソー
シャルメディアに投
下する際に、各プラ
ットフォームに対し
て、見せ方や掲載す
るタイミングなど
も、ソーシャルリス
ニングによる分析結
果を参考に決定して
いる。
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業種：  情報・通信 　中分類：  情報・通信 　活用目的：  認知向上 

アドビはソーシャルメディアで3つの効果を狙う

う成果は3つ。まず、ブラ
ンドのアウェアネス。ア
ドビはBtoB（企業向け）

（収益貢献）。従来はエンゲージメン
トだけを見ていたが、ソーシャルメ
ディアもコストをかけて広告を出稿
するメディアに変化しつつあるた
め、どれだけ収益に貢献したかも分
析している。
　ソーシャルメディアチームはター
ゲットに合わせて、制作チームがコ
ンテンツを最適化して配信してい
く。コンテンツがあふれている中で
顧客の目に留まるのは至難の技。そ
のため、戦略的にターゲットを絞っ
て、読まれる人向けにコンテンツを

絞っていくことも重要になっている。
　各ソーシャルメディアに合わせて
工夫して制作したコンテンツを出し
てはエンゲージメント率を測るとい
う、小さな戦術を重ねていく。さら
に、サイトを訪問した場合には回遊
ページも合わせて分析して、最適化
することで、PDCAを回している。
　成果はサイトのアクセスデータ
や、ソーシャルメディア経由のアク
セス、コンバージョンに関するデー
タなどを全体で分析して、全体の収
益への影響度を分析している。

事業だが、大手企業から個人事業主
まで、広く顧客を持つ。そのため、
製品やキャンペーンの認知を得るた
めにソーシャルメディアを活用して
いる。
　次に、コネクティング（顧客とのつ
ながり）。どのメーカーもブランド
も、ソーシャルメディアを通じて消
費者とコミュニケーションをする時
代。そのため、消費者はソーシャル
メディアで不満を言えば、きちんと
対応してくれるということを期待し
ている。そのため、それをしない企
業は痛手を負いかねない。BtoBとは
いえ、売りっぱなしにするのではな
くて、顧客の声を聞くことが求めら
れる。
　3つ目はドライビングレベニュー

狙

社名：Adobe Systems
所在地：米国カリフォルニア州サンノゼ
代表者：シャンタヌ・ナラヤン
売上高： 47億9600万ドル
社員： 1万3893人
企業サイト：http://www.adobe.com/ 

Facebook：ファン数約31万人 
https://www.facebook.com/Adobe/

Twitter：フォロワー数約44万人
https://twitter.com/adobe

Instagram：フォロワー数約14万人
https://www.instagram.com/adobe/

LinkedIn：フォロワー数約53万人
https://www.linkedin.com/company/adobe

取り組み：Facebook、Twitter、LinkedInだけでなく、
新興SNSのSnapchatやTwitch（ゲームのライブスト
リーミングサービス）など、あらゆる分野で情報を提供
し、エンドユーザーと直接のコミュニケーションを図る。

活用・推進体制：「Adobe」ブランドのソーシャルメディ
ア担当は約10人。その他、製品や部署、地域ごとに担
当者が複数在籍している。主な業務はプラットフォーム
に合わせたコンテンツの最適化やブランディング。

経営などへの効果：ソーシャルメディアの部隊とは別に、
解析部隊がいる。同部隊がアドビ全体のサイトのアク
セスデータや、ソーシャルメディア経由のアクセスデー
タなどを分析して、収益への影響度を分析している。

米アドビ
Adobe Systems

ブランドの
アウェアネス

コネクティング
（顧客とのつながり）

ドライビング
レベニュー
（収益貢献）
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業種：  運輸・旅行 　中分類：  旅行 　活用目的：  サポート 

調査の結果、レジャー目的が増えている
ことから、初利用者向けにサイトを刷新

イヤルホールディングス
傘下で、リッチモンドホ
テルを運営するアールエ

につなげられると考えた。
　ネット上のクチコミの具体的な分
析は以下の手順で進む。まず、料金、
設備、客室といった項目ごとに、好
意的なコメントを「ポジティブ」、批
判的なコメントを「ネガティブ」とし
て集計。すると項目ごとに、それぞ
れのコメントがいくつ寄せられてい
るかが分かる。実際、あるホテルで
は、客室内において臭いに関するコ
メントが散見された。そこで過去数
年に遡ってクチコミを調べると、同
ホテルにて梅雨入り前後に類似の書
き込みがあることを突き止めた。
　調査の結果、エアコンが湿気を拾
った結果発生していることが分か
り、湿気を寄せ付けない防水コーテ
ィング処理をして防いだという。顧
客の声をデータとして可視化するこ
とで、改善がスピードアップした。
　同社では、宿泊予約サイトの評価

が上がったホテルの支配人や主要ス
タッフをプラス査定することによっ
て、改善のモチベーションを高めて
いる。ヌティーホテルズが、ネット上のク

チコミを分析してサービスの改善や
マーケティングにつなげる動きを強
めている。ネット上のクチコミ内容
を分析して数値に変換し、「立地」や

「料金」「接客」といった項目ごとにま
とめて集計・評価するシステムをテ
スト導入し、2015年6月から全34ホ
テルへの採用に踏み切った。
　背景には、予約全体に占めるネッ
ト予約の割合が70％を超えたという
事情がある。客の7割超を占めるネ
ット予約ユーザーは、ホテルに宿泊
した感想をSNSや、宿泊予約サイト
などに気軽に書き込む。そこで、こ
れらのネット上の声を拾ってサービ
スの改善やマーケティングに生かせ
ば、効率的にユーザーの満足度向上

ロ

社名：アールエヌティーホテルズ株式会社
所在地：東京都世田谷区桜新町1-34-6
代表者：成田 鉄政
売上高：201億7400万円（2014年度）
資本金：1億円
社員：980人（パート含む）
企業サイト：http://rnt-hotels.co.jp/

ソーシャルメディアを情報発信には活用していない
取り組み：SNSや宿泊予約サイトに書かれた自社ホテ
ルに関するクチコミを、立地、料金、接客などの項目ご
とにポイジティブな内容かネガティブな内容か分類・
集計するシステムを導入。

活用・推進体制：ネガティブな類似内容のコメントが見
られる場合、過去に遡って同様の投稿があるかどうか
を確認。原因を究明して対策を取る。

経営などへの効果：顧客の声を分類してデータ集計す
ることで、早急に改善すべき課題が可視化され、意思
決定までの時間がスピードアップ。改善例は共有して
いるため、他店舗でも"横展開"しやすい。

アールエヌティーホテルズ
RNT HOTELS
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業種：  運輸・旅行 　中分類：  旅行 　活用目的：  認知向上 

「SNS旅トレンド調査」で1位の観光地がツアー企画に

安航空券・海外パッケー
ジツアーに強みを持つエ
イチ・アイ・エス（H.I.S.）

海外スポット16カ所の中から「ここ
でプロポーズされたい」と思う場所
に投票してもらうキャンペーンを実
施したところ、2位のモルディブや3
位のタヒチといった人気どころを抑
えて、満天の星空を世界遺産に申請
しているニュージーランドのテカポ
湖が1位になった。

年のバレンタインシーズンには、「テ
カポ湖★星の命名権プレゼント」企
画を展開した。
　こうした定期的に行うSNS投票企
画の結果発表リリースが多方面で取
り上げられ、2015年は記事掲載スペ
ースを広告出稿換算すると数億円規
模になったという。

は、2015年10月期連結業績で売上
高、営業利益、経常利益ともに5期連
続で過去最高を記録した。同社が
Facebookページ、Twitterアカウ
ントを開設して情報発信を強化した
のは、ちょうど5期前の2010年から
である。旅行に行きたくなる気分を
高め、「旅行といえばH.I.S.」を想起
してもらうことが目的だ。例えばエ
メラルドグリーンの海や壮麗な建築
物、美しい夜景、街並みなど“絶景”
系の写真ウケがいいことから、そう
した写真を季節や話題性に応じてセ
レクトして投稿している。
　恒例企画として定着しているのが

「SNS旅トレンド調査」だ。2015年
のバレンタインデー直前、女性SNS
ユーザーを対象に、同社が厳選した

格

社名：株式会社エイチ・アイ・エス
所在地：東京都新宿区西新宿6-8-1
代表者：平林 朗
売上高：5374億円（連結、2015年10月期）
資本金：110億円
社員：1万4659人（グループ全体）
企業サイト：http://www.his-j.com/

Facebook：ファン数約32万人  https://www.facebook.com/H.I.S.Japan

Facebook：「いいね旅行シリーズ」海外73エリアから現地発信
http://www.his-j.com/like/

Twitter：フォロワー数約8万5000人
https://twitter.com/HIS_japan
Instagram：フォロワー数約1万5000人
https://www.instagram.com/his_japan

取り組み：低コストで旅行需要を喚起し、H.I.S.の利用
につながることを目的に、旅先の美しい写真などを投
稿。SNS利用者による人気の旅先投票企画「SNS旅ト
レンド調査」を定期的に実施し、旅行を話題化する。

活用・推進体制：本社営業戦略室コーポレートコミュニ
ケーショングループにSNS担当者を配置し、日々の投
稿をしている。

経営などへの効果：「SNS旅トレンド調査」の結果はた
びたびニュースになり、H.I.S.の露出増に貢献。同調査
結果を受けてトップに立った国のエアラインとの共同
企画が実現し、SNS発の旅行商品が登場したことも。

エイチ・アイ・エス
H.I.S.

　この結果を受けてニ
ュージーランド航空と
の共同企画が実現し、
ツアー代金から最大3
万円を割引く「H.I.S.×
ニュージーランド航
空！ホワイトデーお返
しキャンペーン」を実
施。SNS企画から20～
30万円台の高額旅行商
品が登場し、売り上げ
につながった。さらに
この続編として、2016
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業種：  運輸・旅行 　中分類：  空運 　活用目的：  サポート 

米ジェットブルー航空
のTwitterによるアク
ティブサポートの実例

安航空会社（LCC）の米
ジェットブルー航空の信
条は、「ヒューマニティー

その後の対応も極めて迅速だ。
　さらに同社は、顧客がSNSに投稿
したつぶやきから、サービスに関す
る不満や疑問の“タネ”を見つけて、
企業の側から解決策などを提案す
る、一般に「アクティブサポート」と
呼ばれる手法も実践。担当者が一人

の人間として困っている人を助け出
そうと不断の努力している。こうし
たSNS活用によって自社への好感・
共感を高め、それを顧客自身にSNS
で拡散してもらうサイクルができて
いる。同社と顧客とのつながりは、
まさにSNSが深めているのである。

（人間性）」である。同社は常に「困っ
ている顧客を助けたい」という観点
から顧客に寄り添ったサービスを展
開しており、これはSNSにおいても
揺るがない活用方針になっている。
　例えば飛行機から降りて目的地に
到着した顧客が、財布を機内に置き
忘れたことに気が付いたとしよう。
それが空港にいる時なら、近くにい
るスタッフに声をかければ良い。だ
が既に空港を出てしまった後だった
らどうするか。ジェットブルーの顧
客には、コールセンターに電話をか
けるという方法以外に、同社の
Twitterアカウントにツイートする
という選択肢がある。
　紛失の状況などを書いてツイート
すると、即座に返事が返ってくる。

格

社名：JetBlue Airways
所在地：アメリカ合衆国ニューヨーク州
代表者：ロビン・ハイエス
売上高：64億1600万ドル（2015年）
社員：1万8000人
企業サイト：http://www.jetblue.com/

Facebook：ファン数約110万人
https://www.facebook.com/JetBlue

Twitter：フォロワー数約200万人
https://twitter.com/JetBlue

Instagram：フォロワー約13万人
https://www.instagram.com/jetblue

Youtube：登録者数約1万2000人
https://www.youtube.com/user/jetblue

取り組み：会社の信条である「ヒューマニティ（人間性）」
をSNS活用の根本に据え、SNS上のつぶやきから「困っ
ている顧客を見つけ、助ける」活動などを展開している。

活用・推進体制：SNS対策チームに所属する社員数名
でTwitterなどSNSアカウントを管理。顧客などのつぶ
やきを閲覧し、必要なサポートを迅速に提供するよう
努めている。

経営などへの効果：「ジェットブルー」ブランドの認知向
上と、好感度の向上につながり、ジェットブルーファン
の拡大に貢献している。

米ジェットブルー航空
JetBlue Airways
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業種：  運輸・旅行 　中分類：  空運 　活用目的：  認知向上 

Facebookで2015
年9月、2016年ANA
カレンダーの表紙の
人気投票を実施。総
投票数は5465票と
盛り上がった

空券予約サイト「ANA 
SKY WEB」は、1日の訪
問者数が約70万人、年間

機長、整備士など社員が登場し、火
曜はお薦めの機内販売品や空港サー
ビスの案内、その後離着陸動画や飛
行機のトリビアなどを経て、金曜午
後は美しい写真1枚に「良い週末を
♪」のコメントで締めくくる。
　来年のカレンダーの表紙を人気投
票で決めるといった企画ものも随時
行う。2016年カレンダーでは5465
票が投じられ、結果発表の投稿から

カレンダー予約販売サイトへと誘導
した。また、映画「STAR WARS」
とコラボしたジェットの塗装の様子
を動画配信したり、CMに起用して
いる三代目J Soul Brothersのタイ
アップ曲で動画を募ってダンスコン
テストを実施するなど、SNS独自企
画を積極的に手がけている。ファン
数、いいね！数の増加に伴い、サイ
ト流入数も右肩上がりだという。

販売額は5000億円に迫る。
　同社は顧客層をANAマイレージ
クラブのヘビー会員、ライト会員、
非会員の3タイプに大別し、出張など
で頻繁に搭乗機会があるヘビー会員
にはアプリを使ってもらうという具
合に、顧客層に合った方法でANA 
SKY WEBへの集客を図っている。
　主にFacebookで情報発信してい
るのが、搭乗回数が年数回～数年に
一度のライト会員＆非会員層であ
る。旅行需要とANAへの愛着を喚
起し、ANAで旅に出たくなる、すな
わちANA SKY WEBで航空券を購
入する機会を創出するのが狙いだ。
　すぐに搭乗機会がある層ではない
ため、販促投稿は基本的に避けて運
用している。月曜朝は客室乗務員や

航

社名：全日本空輸株式会社
所在地：東京都港区東新橋1-5-2
代表者：篠辺 修
売上高：1兆7134億円（2015年3月期、ANAホールディングス）
資本金：250億円
社員：1万2360人
企業サイト：http://www.ana.co.jp/

Facebook：ファン数約144万人  https://www.facebook.com/ana.japan

Twitter：「ANA旅のつぶやき」フォロワー数約55万人
https://twitter.com/ANA_travel_info

YouTube：登録者数約2万4000人
https://www.youtube.com/user/ANAGlobalCH

Instagram：フォロワー数約7万2000人
https://www.instagram.com/ana.japan

取り組み：主にFacebookでANAに愛着を持ってもらう
ための投稿をする。月曜午前の社員登場から金曜午後
の「良い週末を」まで定番の投稿で、日常生活の中に
ANAブランドを浸透させていく。

活用・推進体制：マーケティング室マーケットコミュニ
ケーション部に宣伝チームとデジタルマーケティング
チームがあり、前者は主にマス・リアルメディア対応。
後者がWeb周りやソーシャルメディアを管轄している。

経営などへの効果：Facebookページのファン数は着々
と増え続けて150万人に迫る勢い。比例して、いいね！
数、サイト流入数も増えている。ANAへの愛着、好感
度の高まりに寄与していると判断している。

全日本空輸
ALL NIPPON AIRWAYS
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業種：  金融 　中分類：  カード 　活用目的：  販売促進 

中小の小売企業を支援するプログラム「Small Business 
Saturday」はソーシャルメディアから始まった

国では年末商戦の初日、
11月の第4金曜日を「ブ
ラックフライデー」、翌月

置情報連動型のSNS「Foursquare」
を中心とした展開だったが、現在は
Instagram、Twit ter、Goog le 
Plus、Pinterestなど幅広くSNSを
活用している。
　キャンペーンにおいては、Face 

Business Saturday Night」を開
始した。従来は小売業だけをキャン
ペーンの対象としていたが、さらに
レストランやバーにまで対象を広げ
ることで、より多くの小規模な店舗
が利益を得られるようにしている。

曜をネット通販が盛況を迎える「サ
イバーマンデー」と呼ぶ。この2日間
は店舗、ECにかぎらず、小売業者に
とってかきいれ時として知られる。
しかし、それは大手小売業者に限ら
れた話で、中小小売業者はその恩恵
をほとんど受けられていなかったと
いう。そこで、こうした中小の小売
業者もその恩恵を受けられるように
アメリカン・エキスプレスが支援す
ることを目指した。それが、「Small 
Business Saturday」である。
　最初はソーシャルメディアを使う
ことで、コミュニティ構築を目指し
た。中小企業の店舗、それらの店舗
を支持する人たちのコミュニティを
作り、ネットから店舗に集客すること
を狙った。当初は、Facebookや位

米

社名：American Express
所在地：アメリカ合衆国ニューヨーク州
代表者：ケン・シュノールト
売上高：1兆ドル
社員：5万3500人
企業サイト：http://www.americanexpress.com/

Facebook：ファン数約345万人
https://www.facebook.com/SmallBusinessSaturday/

Twitter：フォロワー数約5万4000人
https://twitter.com/shopsmall

Instagram：フォロワー数約1万4000人
https://www.instagram.com/ShopSmall/

取り組み：事前にFacebookのIDとクレジットカード情
報を連携してから、クレジットカードの加盟店への来店
をプレッジ（宣言）をした上で該当の店舗で買い物をす
ると、キャッシュバックを受けられる仕組みを開発した。

活用・推進体制：ソーシャルメディア担当のVP（バイス
プレジデント）を設置するなどして、ソーシャルメディア
の活用に力を入れている。

経営などへの効果：2015年の決済合計額は162億ドル
（前年比14%増）に達し、決済件数は9500万件（前年
比8%増）を超えるなど中小店舗の活性化につながって
いる。オバマ大統領もキャンペーンに参加するなど、官
民一体となってキャンペーンを盛り上げた。

米アメリカン・エキスプレス
American Express

bookとアメリカン・エ
キスプレスのクレジッ
トカードの情報を連携
し、消費者が買い物を
するとキャッシュバッ
クを得られる仕組みを
開発。オバマ大統領も
参加するなど官民一体
となってキャンペーン
を盛り上げた。こうし
て、オンラインから店
舗集客に貢献できるよ
うになった。
　2014年からは対象
店舗を広げた「Smal l 
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業種：  金融 　中分類：  信用金庫 　活用目的：  その他 

だいしんなんでもネットに表示された会員企業の投稿

阪信用金庫は中堅・中小
の顧客同士の商材をマッ
チングするため、独自の

販売の企業の商材に着目。こだわり
玉子を使ったバームクーヘンを年賀
用お菓子セットとして発注して、そ
の後もバレンタインなどで取り引き
を継続しているという。
　また、「バーチャル名刺交換」と呼
ぶ機能で、顧客同士がコネクション
を強めることができる。具体的には、

ットの現在のアクセス数は月に2000
～3000件。年間2000円の会費を設
けた結果、会員は交流を真剣に考え
る顧客企業で組織されているという。
　今後はSNSとリアルな会合の場を
うまく融合することにより、よりマ
ッチングが促進されるような取り組
みを模索している。

会員制SNSサービス「だいしんなん
でもネット」を提供している。SNS
内では、自社の商材を「売りたい」

「買いたい」、他社と「組みたい」、何
かを「相談したい」といった目的別の
ジャンルで投稿ができる。
　信用金庫は対面で地域の企業の相
談にのるというサービスが基本であ
る。ただ個人事業主が増えており、
営業に出ているなどで昼間に信用金
庫の担当者と相談するのが難しいケ
ースが増えている。そこで、顧客同
士が直接やり取りできる手段として
SNSに注目をした。
　2011年10月に開始した直後に成
立事例が現れた。食品卸の企業がサ
イトの登録企業の検索を利用し、「売
りたい」に登録していた食品の製造

大

社名：大阪信用金庫
所在地：大阪市天王寺区上本町8-9-14
代表者：樋野 征治
売上高：2兆432億円（預金高）
資本金：101億円（出資金）
社員：1306人
企業サイト：http://www.osaka-shinkin.co.jp/

独自に構築したSNSを利用（会員数約1500社）
取り組み：中堅・中小の顧客同士の商材をマッチング
するため、2011年10月に独自の会員制SNSサービスを
始めた。会員同士が「売りたい」「買いたい」の情報を交
換し、交流する。

活用・推進体制：大阪信金のCSR推進部が担当してい
る。運用については現在、コンサルティングやビジネス
マッチング、産学連携などを手掛けるだいしん総合研
究所（2013年4月設立）が行っている。

経営などへの効果：独自のSNSサービスの利用者は現
在1500社。マッチングの実態は把握していないが、実
際に売買が成立しているケースがある。

大阪信用金庫
OSAKA SHINKIN BANK

相手企業の新しい投稿
が自社側の画面に一覧
で表示され、新しい情
報を把握しやすい。
　このほか会員企業が
地区や業種を指定し
て、他の会員企業に自
社製品などを紹介する
メールを出せる機能が
ある。個人事業主を中
心に高頻度で利用して
いる。
　だいしんなんでもネ
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業種：  金融 　中分類：  銀行 　活用目的：  認知向上 

「Ingress」を活用して、
支店やATMの認知拡大を狙う

世界で1400万件以上ダ
ウンロードされている、
位置情報を活用したスマ

になった。そこで、Ingressを活用
することで、このギャップを埋める
ことを目指した。
　Ingressは、利用開始時に2つのチ
ームのいずれかを選択し、リアルの
世界に設置された拠点（ポータル）を
奪い合う陣取りゲーム。拠点に設定
された駅や神社仏閣、公園などにス
マートフォンを持って近づき、その
拠点を占拠して、陣地を広げていく。
　通常、企業が展開する商業施設な
どは拠点にならない。同行はナイア
ンティックと提携して支店とATM、
約1700カ所を拠点化した。ゲーム利
用者は、拠点を占拠するには支店や
ATMの位置を調べる必要がある。
こうして店舗の位置を覚えてもらう
ことを狙った。
　また、ゲーム内の限定アイテム

「MUFGカプセル」を提供。これに
アイテムを保管すると、そのアイテ

ムが増える効果がある。MUFGブラ
ンドを冠したアイテムの提供で、ブ
ランドへの親近感の醸成を狙った。

ー ト フ ォ ン 向 け ゲ ー ム ア プ リ
「Ingress」。このゲームをいち早く
マーケティングに取り入れているの
が、三菱東京UFJ銀行だ。活用を始
めたのは2015年6月から。当初は支
店やATMの認知拡大などが目的だ
ったが、9月からはデビットカード

「三菱東京UFJ-VISAデビット」の
新規申し込みなどにも活用の幅を広
げている。
　支店やATMがどこにあるのかが、
十分に知られていない――。
　そんな課題がIngressを提供する
ナイアンティック（東京都港区）によ
る、ゲーム利用者へのアンケート調
査から浮き彫りになった。支店数で
は他行に引けは取らないが、それが
十分認知されていないことが明らか

全

社名：株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
所在地：東京都千代田区丸の内2-7-1
代表者：小山田 隆
単体経常収益：2兆8564億円
資本金：1兆7119億円
社員：3万5214名
企業サイト：http://www.bk.mufg.jp/

Ingress：支店とATM、約1700カ所を拠点化、
　　　　ゲーム上のアイテムとして「MUFGカプセル」を提供した

取り組み：スマートフォンの位置情報を活用したゲーム
アプリ「Ingress」を活用し、支店やATMの場所の認知
拡大や、MUFGブランドへの親近感の醸成を図る。

活用・推進体制：リテール企画部で先進的なマーケティ
ングやICT活用などを検討する行員2名が管轄。取り
組み全体を俯瞰しつつ、個別施策は関係者と協働して
いる。

経営などへの効果：デビッドカードの新規契約、または
月額1万円以上の利用で、ブランド名を冠したゲーム上
の限定アイテムがもらえるキャンペーンを展開。新規顧
客の獲得に貢献している。

三菱東京UFJ銀行
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
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業種：  サービス 　中分類：  外食 　活用目的：  販売促進 

ソーシャルメディア上のファン・友だちは
優良顧客予備軍と位置づける

ンタッキーフライドチキ
ン（KFC）では2015年夏
前に各サービスやCRM

ことを目指している。
　この1年では、Twitterの広告を
積極的に活用した。Facebookはビ
ジネス的な利用が進み、一般的な消
費者は利用が減少していると仮説を
立てた。そのため、Faecbookでは
一般消費者層を対象とした広告など
はターゲットにリーチしづらいと判
断。Twitterの広告活用にかじを切

った。
　例えば、「フライドサーモン」キャ
ンペーンでは、サンリオのキャラク
ター「KIRIMIちゃん.」とコラボし
て、KFCのキャラクター「あげみく
ん」を展開。クチコミの拡散を狙っ
て、Twitter上に広告を出稿した。
　効果測定についてはLINEとそれ
以外のソーシャルメディアで異なる
指標を置く。前者はクーポン配信時
の来店への影響が大きく、同一指標
では比較しづらい。そのため、LINE
以外のソーシャルメディアについて
は別途、調査を実施して効果測定し
た。
　一方、Instagramは、写真の質を
求められるため、専用の写真を撮影
するなど、コストをかけているが、
まだフォロワー数が少ない。今後、
どのように活用していくか検討して
いるところだ。

の位置付けをピラミッド型に整理。
ピラミッドの頂点は最も接点の強い
メルマガ、スマートフォン向けアプ
リの利用者。ここを優良顧客と位置
付けている。
　次に、メルマガ登録やアプリのダ
ウンロードするほどではないが、つ
ながっている客層としてソーシャル
メディアのフォロワーやLINEの友
だちは、ここに位置する。メルマガ
登録やアプリのダウンロードにつな
げるための優良顧客予備軍として、
コミュニケーションをしている。
　さらに、その下の層が自社サイト
の訪問者。まず自社サイトに訪問し
てもらい、そこから、個人情報の登
録に躊躇するような層にはソーシャ
ルメディアで情報を取得してもらう

ケ

社名：日本KFCホールディングス株式会社
所在地：東京都渋谷区恵比寿南1-15-1
代表者：近藤 正樹
売上高：846億500万円　資本金：72億9750万円
社員：1024人
企業サイト：http://japan.kfc.co.jp/

Facebook：ファン数約4021万人（国内27万人）
https://www.facebook.com/KFC.JP/

Twitter：フォロワー数約34万人
https://twitter.com/KFC_jp

Instagram：フォロワー数約2800人
https://www.instagram.com/kfc_japan/

LINE：友だち数約1642万人

取り組み：自社で提供するスマートフォン向けアプリの
利用者、ソーシャルメディアの登録者、自社サイトの訪
問者を顧客層を表すピラミッド型に整理して、それぞれ
に適したコミュニケーションを図っている。

活用・推進体制：マーケティング部DIGITAL・CRM推
進担当が、通常業務と兼務。投稿管理ツール上で投稿
をセット後、投稿者以外の担当者の承認を経てから投
稿している。

経営などへの効果：ソーシャルメディアの登録の有無で、
ブランドへの好意度や購買意向が異なるかを独自調査。
Facebookの登録者は非登録者と比較して、購買意向
が4倍高い結果となった。

ソーシャル
メディア上の

ファン・友だち

Webサイトの
訪問者

メルマガ
登録者・

アプリ利用者

ケンタッキーフライドチキン
KENTUCKY FRIED CHICKEN
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業種：  サービス 　中分類：  外食 　活用目的：  販売促進 

スターバックスが2014年7月8日にTwitterに
投稿したツイートは、3万件以上リツイートされた

ターバックスコーヒージ
ャパンは2014年、注力す
るプラットフォームを

フォロワー数が、Facebookのファ
ン数を上回っている。その後も差は
広がり、現在はTwit te rが266万
9543人、Facebookは118万8821人
で150万人近い差がある。
　新商品がTwitterなどで話題にな
ると、初日の売り上げが予測に対し
て2～3倍になるケースも少なくない
など、売り上げに与える影響も増し

ている。
　例えば、2014年7月に発売した「ス
トロベリーディライトフラペチーノ」
に関するツイートは、リツイート

（RT）数が3万1223件で、過去最高
となった。ソーシャルメディアの影
響もあり、同商品は発売直後から好
評を博し、一時品薄になるほどの人
気商品となった。

FacebookからTwitterへ変えると
いう戦略の大転換を敢行した。
　スターバックスのFacebookペー
ジは2013年4月に過去最高のリーチ
を叩き出した。しかし、運用方法を
変えていないのにリーチはみるみる
下落。最も減少した月では、過去最
大値の半分以下になった。その後、
持ち直しつつあるが、「いつまた同じ
ことが起こるとも限らないという印
象を抱く。アルゴリズム変更後は、
力を入れにくくなった」(スターバッ
クス コーヒー ジャパン)。
　一方で勢いを増しているのが
Twitterだ。右のグラフはスターバ
ックスのFacebookのファン数と
Twitterのフォロワー数の推移を示
したもの。2014年5月にTwitterの

ス

社名：スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社
所在地：東京都品川区上大崎二丁目25番2号
代表者：関根 純
売上高：1256億6600万円
資本金：135億8114万円
社員：3172人
企業サイト：http://www.starbucks.co.jp/

Facebook：ファン数約118万
http://www.facebook.com/StarbucksJapan

Twitter：フォロワー数約266万人
http://twitter.com/Starbucks_J/

Instagram：フォロワー数12万人
http://www.instagram.com/starbucks_j/

取り組み：Facebookのアルゴリズムの変更を機に、注
力するプラットフォームをFacebookからTwitterへ変え
るという戦略の大転換を敢行。消費者が自然に共感で
きるような情報発信を心がけている。

活用・推進体制：SNSの運用、データ分析などを担当
する「WEB/CRMグループ」を2015年9月、部に昇格さ
せ、「デジタル戦略部」と改称。データ分析などを担う
人材も増やしている。

経営などへの効果：新商品がTwitterなどで話題になる
と、初日の売り上げが予測の2～3倍になるケースもある。

スターバックスコーヒージャパン
Starbucks Coffee
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業種：  サービス 　中分類：  教育 　活用目的：  認知向上 

（左）視聴者のコメントが画面を覆う「ニ
コニコ生放送」で、「超難問コロシアム」を
生中継。新講座のPRには映画予告編風
の動画を製作、YouTubeで公開した（上）

信教育大手のＺ会が動画
マーケティングを強化し
ている。2015年10月、日

YouTubeで動画訴求にも取り組ん
でいる。2021年度施行予定の大学新
入試制度を見据え、今春開講する新
講座「総合」をアピールするものだ。
　新試験では、思考力や判断力、表
現力が問われる記述式問題が導入さ
れる。だが大学入試改革の内容やそ
れに対応した新講座の特長を正面か
ら説明しても、見てもらうのは難し
い。そこで新試験で試される能力の

一つである「論理的思考力」に焦点を
当て、ハリウッド映画の予告編風に
仕上げることで注目度を高めた。
　真実のことしか言わない人々が住
む正直村と、嘘しか言わない人々が
住む嘘つき村を舞台に、正直村へ行
くための質問内容を問うもので、筋
道を立てて解決する力が求められる
新講座を体感できる。再生回数は公
開2カ月で35万回に達している。

本一の"天才"高校生を決める「超難
問コロシアム2015」を開催し、その
模様を「ニコニコ生放送」で生中継。
5万2000人超が見守った。
　3回目を迎えた同大会は、Ｚ会の教
材スタッフが考え抜いた選りすぐり
の、難問にして"良問"を出題するの
が特徴。出題スタッフも登場して解
法と出題意図を説明することで、教
材やスタッフのクオリティの高さと、
通信教育に欠けがちな顔が見える安
心感の訴求を目指した。前回（第2
回）の予選・本選で出題した問題と解
答をまとめた「天才問題集」を、講座
資料とともに申し込みできるように
し、入会への動線としている。
　また中高一貫校に通う中学1・2年
生（2016年度）の親をターゲットに、

通

社名：株式会社Ｚ会
所在地：静岡県駿東郡長泉町下土狩105-17
代表者：藤井 孝昭
売上高：190億8400万円（2015年3月期、グループ計）
資本金：1億円　社員：499人
企業サイト：http://www.zkai.co.jp/

Facebook：ファン数約1万5000人  
https://www.facebook.com/zkai.jp

Twitter：フォロワー数約4800人  
https://twitter.com/zkai

YouTube：登録者数約5600人  
https://www.youtube.com/user/zkaipr

ニコニコ動画：Ｚ会チャンネル  
http://ch.nicovideo.jp/zkai

取り組み：高校生向けにニコニコ動画、親向けに
YouTubeなどターゲット層を意識して動画マーケティン
グを実施。「超難問コロシアム」のニコ生中継は2015年
秋で3回目を迎える定番イベントに。

活用・推進体制：プロモーション課で、Webサイトから
動画プロモーションまで手掛ける。渋谷教室長や東大
個別指導教室プレアデスの代表などのスタッフも、Ｚ会
ブログで積極的に情報発信している。

経営などへの効果：2014年2月に配信したショートアニ
メ「クロスロード」は再生回数260万回超のヒット。登
場キャラクターはDMなどにも利用した。動画視聴で興
味を持った視聴者を資料請求に誘導している。

Ｚ会
Z-kai
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業種：  サービス 　中分類：  外食 　活用目的：  認知向上 

Twitterでは顧客とリアルタイムに対話し、Instagramではブランド力向上に注力する

キシコ料理風の大手ファ
ーストフードチェーンを
運 営 す る タ コ ベ ル は

価値向上を図る一方で、動画共有サ
ービスのYouTubeやSnapchatは
タコベルをより深く理解してもらう
ために活用している。特に、送った
動 画 や 写 真 が 短 時 間 に 消 え る
Snapchatは顧客のエンゲージメン
トが高いチャネルになっている。
　マーケティング以外の店舗運営や
人事など、社内の各事業部門もソー
シャルメディア上でどのような話題

として扱われているのかの情報を分
析し活用している。
　具体的には、新しく投入したメニ
ューや店舗のサービスについて顧客
がどのような意見を持っているのか
を調査している。採用では、同社の
事業拡張のために必要な人材を得る
ため、特性のあったソーシャルメデ
ィアを選んで採用情報を投稿してい
るという。

Facebook、Twitter、Instagram、
YouTubeを主軸に、それぞれのメ
ディアの特性を使い分けている。一
連の取り組みを実行するため、どの
コンテンツをどのストーリーで出し
ていくのか、数カ月単位で計画して
いる。
　例えばTwitterへの投稿を常にチ
ェックしており、顧客と友達のよう
に会話し、タコベルについての投稿
があればリツイートすることなどで
拡散している。同社のアカウントは
168万ものフォロワーがいるため、顧
客にとってもタコベルの話題をツイ
ートすることで、さらに注目しても
らえるメリットがある。
　Instagramはタコベルに関連した
きれいな写真を投稿してブランドの

メ

社名：Taco Bell 
所在地：アメリカ合衆国カリフォルニア州
代表者：ブライアン・ニッコル
売上高：約90億ドル
社員：約17万5000人（フランチャイズの従業員含む）
企業サイト：https://tacobell.com/

Facebook：ファン数約1035万人
https://www.facebook.com/tacobell/

Twitter：フォロワー数約168万人
https://twitter.com/tacobell

Instagram：フォロワー約75万人
https://www.instagram.com/tacobell/

YouTube：登録者数約3万7000人
https://www.youtube.com/user/tacobell

取り組み：主に店舗外における顧客とのコミュニケー
ション手段に位ソーシャルメディアを置付けて活用
している。Twitterでは顧客とリアルタイムに会話し、
Instagramではきれいな写真を投稿してブランディング
するなど使い分けている。

活用・推進体制：米カリフォルニア州の本社ではインター
ンも含めて6名のチームで運営するほか、大きなキャン
ペーンを実施する際にはドイツの契約広告会社を活用
する。

経営などへの効果：マーケティングだけでなく、メニュー
企画、店舗運営、採用など社内の各部門も、ソーシャル
メディアの情報を活用している。

米タコベル
TACO BEL
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業種：  サービス 　中分類：  外食 　活用目的：  販売促進 

2015年9月、LINE公式アカウントの開設と同時に、 
LINEから注文できるサービスを始めたドミノ・ピザ

配ピザチェーン大手のド
ミノ・ピザ ジャパンは
2015年9月、LINEの公

話スタイルで注文は進む。
　配達場所は、現在地が表示される
Googleマップを確認しながら送信。
配達希望時間帯や支払いについても
LINEのトークで進めていく。
　手応えは上々だ。サービス開始4カ
月でLINE注文の売り上げは1億円を
突破した。

写真や食べた感想をハッシュタグ「#
ドミノパンピザ」を付けてTwitter
やInstagramに投稿すると、抽選で
ギフトカードが当たるキャンペーン
を実施し、多数の投稿と拡散を得た。
　消費者の声を通じて新商品の認知
を広げ、売り上げにつなげるワザに
も長けている。

式アカウントを開設すると同時に、
LINEからピザを注文できるサービ
スを開始した。企業のLINE活用は
割引クーポンの一斉配信が目立つ
が、注文・購入ツールとして活用する
のは画期的だ。
　手順は次の通り。まずドミノ・ピ
ザの公式アカウントを友だち登録し
た後、お客様登録専用URLからメー
ルアドレスとパスワードを登録し、
ログインする。簡単注文画面の写真
メニューから、注文するピザやその
サイズ、トッピング、サイドメニュ
ーを選んで「注文する」を押すと、注
文内容がドミノ・ピザとのトーク画
面に表示される。その内容でOKな
らば「1」、やり直す場合は「2」を入力
するという具合に、LINEらしい対

宅

社名：株式会社ドミノ・ピザ ジャパン
所在地：東京都千代田区岩本町1-10-3
代表者：スコット・オルカー
売上高：299億円（2015年6月）
資本金：16億6731万円
社員：454人（アルバイト除く）
企業サイト：http://www.dominos.jp/

Facebook：ファン数約13万人
https://www.facebook.com/DominosJapan

Twitter：フォロワー数約4万5000人
https://twitter.com/dominos_JP

LINE：友だち数約67万人
Instagram：フォロワー数約1000人
https://www.instagram.com/dominos_jp

取り組み：LINE公式アカウントの開設と同時に、LINE
からピザを注文できるサービスを開始した。新商品名
のハッシュタグ付き投稿でプレゼントが当たるキャン
ペーンを実施し、商品認知と売り上げにつなげている。

活用・推進体制：マーケティング部WEBマーケティ
ング課でアカウントを管轄。日々の投稿管理のほか、
SNSと連動したキャンペーンなどを企画する。

経営などへの効果：LINE注文の売り上げは開始4カ月
で1億円を突破し、好調。冬商戦に投入した新商品も、
Twitter、Instagramへの投稿を促すSNSを活用したキャ
ンペーンで認知と注文を獲得した。

ドミノ・ピザ ジャパン
Domino's Pizza Japan

　同社はLINEのほかに
も主要ソーシャルメディ
アをフル活用している。
2015年10月、新商品「冬
のクワトロリッチ」に使
う新生地「パンピザ」の
試食会を全国277店舗で
実施することをメルマガ
やTwitter、Facebook
で告知すると、全国で約
3万人が行列し、SNS上
に多数の感想が上がっ
た。その後、パンピザの
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業種：  海外 　中分類：  外食 　活用目的：  認知向上 

用当初は、担当者もいな
いため 、C E O が自ら
Facebook、Twitter、

身は、今でもコミュニケーション部
門のことは全てに関与したいという
思いがある。経理などは自分が見な
くて動くが、コミュニケーションだ
けは、なるべくすべてを見るように
している。
　ここ最近は、来店者がInstagram
に投稿したコンテンツを、自社のア
カウントに流用する取り組みを始め
ている。Instagramでは、写真を投
稿する際にハッシュタグ（#）と呼ば
れるテキスト情報を付加して投稿で
きる。ハッシュタグのついた投稿は、
同じタグのついた投稿を一覧できる
仕組みとなっている。
　ブルー・ボトル・コーヒーを訪れた
人の中には、（#bluebottlecoffe）と
いったハッシュタグをつけて投稿す
る人は多い。同社は、顧客の体験を
広めることが、最もブランドを伝え
るのに効果的と考えているため、写

真を投稿した消費者と連絡を取り、
許諾を得た上で、自社のソーシャル
メディアやWebサイト上で紹介して
いる。Instagramに投稿することから始め

た。時には2500文字にも及ぶ、長文
を返信するなど、一人ひとりに対し
て対応していった。
　それは、パーソナリティを大切に
することを重視しているため。ブル
ーボトルコーヒーは元々、ファーマ
ーズマーケット（フリーマーケットの
ようなイベント）への出店から始ま
った。直接、相対する顧客、一人ひ
とりに合った豊かな体験を提供した
いと考えて対応してきた。ソーシャ
ルメディアであっても1対1のコミュ
ニケーションを重視している。
　広告など、コストをかけるメディ
アは使わない方針のため、ネットメ
ディアではソーシャルメディアだけ
を活用している。そのため、CEO自

活

社名：Blue Bottle Coffee
所在地：アメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド
代表者：代表取締役　ジェームス・フリーマン
売上高：非公開
社員：500人
企業サイト：http://bluebottlecoffee.com/

Facebook：ファン数8万7830人
https://www.facebook.com/bluebottlecoffee

Twitter：フォロワー数4万7648人
https://twitter.com/bluebottleroast

Instagram：フォロワー11万9000人
https://www.instagram.com/bluebottle/

取り組み：消費者の体験そのものが最も価値あるコン
テンツと考えているため、来店者がInstagramに投稿し
た写真や動画を、自社のアカウントに流用する取り組
みを始めている。

活用・推進体制：コミュニケーションの担当者が運営
するほか、ソーシャルメディア上のコメントなどはCEO
もすべてに目を通している。

経営などへの効果：ソーシャルメディア上で友人を誘っ
てフリーで試飲できる企画を実施するなどして、集客に
つなげている。国内ではソーシャルメディアの巧者を採
用してオープン前から地道に情報発信に取り組んだ結
果、多数の来店に貢献した。

米ブルー・ボトル・コーヒー
Blue Bottle Coffee

顧客の体験こそが最高のコンテンツと考えて、
自社サイトへの活用を進める


