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事業」（請負先︓株式会社パラレル）において作成したものです。
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２．実施期間
2020年10月15日〜2021年3月5日

中国経済産業局では、平成２９年度から地域団体商標の普及・活用促進の手法として、地域ブランド同士のコラボレー
ションを切り口とした「地域ブランドコラボレーション事業」を実施し、新たな事業の創出や魅力の発信などを継続的
に行っています。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により生活スタイルが変化し、地域団体商標の対象となっている
多くの地場産品（特に繊維製品、伝統工芸品などの生活製品）は、実物を見て触って良さを実感したうえで購入すると
いった旧来型の実店舗での販売だけでは厳しく、商品やターゲットに合わせて効果的に情報を発信し、ＥＣサイトでの
販売につなげていくというＥＣビジネスへの対応が喫緊の課題となっています。

本事業は、地域団体商標の効果的な活用、ＥＣによる売上向上を目的として、地域ブランド同士のコラボレーションに
留まらず、異業種の企業、デザイナーやインフルエンサーなど地域ブランドの良さを効果的に発信できる者など、連携
先を拡大し、あらゆるチャンネルを活用した情報発信により、指名買いによるＥＣ販売を拡大させていくためのバズプ
ロモーションの方策を検討、試行、検証するためのものとなります。

１．趣旨・目的

課題 対策

地場産品
法人/団体

・WEB(SNS)を通した販売運用についての経験が乏しいのではないか。

・WEB(SNS)を通した発信についての経験が乏しいのではないか。

・ECを通した販売の経験が多くないのではないか。

①実態調査を実施

②検討会を開催

③個別研究会

④試行モデルの実行と効果検証
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査

地域団体商標を取得している組合・事業者が地域ブランドについてプロモーションしＥＣによる売上増加を目指
す過程において、Ｗｅｂ上でのブランドプロモーション及びＥＣサイトへの誘客の知見不足が足かせとなり、ブ
ランドの発信やＥＣサイトでの販売が停滞するケースがあります。

本事業では、中国地域内で地域団体商標を取得している組合・事業者及び地域団体商標未取得の組合・事業所を
対象としてブランドプロモーション及びＥＣ活用の実態及び課題を調査するとともに、中国地域外で外部と連携
し効果的なブランドプロモーションを行うことによりＥＣでの販売拡大につなげている地域団体商標取得団体の
状況を調査し、比較検討により今後の課題解決に向けた取組の指針としてまとめます。

①アンケート調査対象 （団体数、事業者数は仕様書上の数）
中国地域内地域団体商標取得団体 ︓５団体、団体構成事業者︓１０者
中国地域内地域団体商標未取得団体︓５団体、団体構成事業者︓１０者

②ヒアリング調査対象 （団体数、事業者数は仕様書上の数）
アンケート調査の結果、EC 販売拡大志向のある事業者︓１０者
中国地域外地域団体商標取得団体︓３団体

本事業では、ＥＣ販売拡大に資する観点から、生活製品を対象として、以下４つの事業を実施しました。

（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査
（２）地域ブランド磨き＆バズマーケティング検討会
（３）バズマーケティング試行モデル事業に向けた個別研究会
（４）バズマーケティング試行モデル事業

３．実施内容の紹介
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（２）地域ブランド磨き＆バズマーケティング検討会

地域団体商標を取得している団体や地域ブランドによるプロモーションに関心のある地場産品（繊維製品、伝統
工芸品などの生活製品）関係事業者及びそれらと連携した商品やサービスの開発を検討している者などを集め、
参加者の商材について、ＥＣ で販売する際のブランディングのポイントやターゲットとする購買層の動向につい
て整理したうえで、地域ブランドの深化、地域団体商標の効果的な活用及びＥＣ販売の拡大につながるバズマー
ケティングの手法について、専門家を交えた検討を行います。検討会は２回行い、試行モデル事業に向けた参加
者と専門家とのマッチング及び独自にバズマーケティングを行うためのノウハウ提供を行います。

第１回検討会（地域ブランドの発信）
参加者各々の地域ブランド等に対し、ＳＷＯＴ分析等により現状の整理を行い、どのようにブランドとして深化
させるかとともにＥＣ販売における顧客ターゲットを明確に定めたうえで、情報発信の手法・内容について検討
します。

第２回検討会（コラボレーション＆バズプロモーションの検討）
コラボレーション可能な企業や専門家等を検討会に招聘し、アイディアソン形式等により、新商品・サービスの
企画やプロモーション方法についてワイガヤ検討を行い、マッチングを行ったうえで、ＥＣサイトでの顧客者の
増大を図るためのバズプロモーションの手法、内容について検討します。

（３）バズマーケティング試行モデル事業に向けた個別研究会

検討会の結果、コラボレーションに成功した地域ブランド関係事業者３者に対し、コラボレーションアイデアの
実現に向けた検討を行う「個別研究会」を事業者ごとにそれぞれ１回以上開催します。

1 検討会での内容に沿って、担当は事業者の業種に特化したメンバーで対応。

2 個別研究会で作った企画内容をもとに、最終的な企画内容を確定。
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(４）バズマーケティング試行モデル事業

個別研究会を実施した関係事業者３者について、実際にＥＣサイトでの指名買いにつながるような新商品の開発
や効果的なプロモーション動画等の作成を専門家やインフルエンサーとの協業により行います。協業により作成
した動画等については、ユーチューブ、インスタグラム、クラウドファンディングなど複数の手法で情報発信し、
ＥＣサイトへの訪問客数の増加など情報発信効果の測定を行います。

(1)調査 (2)検討会 (3)個別研究会 (4)実施検証

中国地域内でのブランドプロモーション及びEC活用の実態、課題調査を実施。同時に中国地域外の参考例を

調査します。調査の上、地域ブランド磨き&プロモーションに関心のある事業者を集め、専門家同席のもと

バズマーケティングやEC活用の検討会を実施。検討会にてマッチングされた事業者と個別に研究会を重ね、

バズマーケティングの試行モデル事業を実行、検証を行います。
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(1)調査

アンケート
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査
期間 : 2020年10月22日〜11月6日

４．実施結果のまとめと検証

中国地域内で地域団体商標を取得している組合・事業者及び地域団体商標未取得の組合・事業者を対象とし
てブランドプロモーション及びEC活用の実態及び課題の調査を実施。また、中国地域外でブランドプロモー
ションを行うことによりECでの販売拡大につなげている地域団体商標取得団体の調査を実施。調査は団体単
位、事業者単位それぞれで回答いただきました。なおアンケート/ヒアリングに参加した団体/事業者は伝統
工芸品の組合、アパレル組合で問い合わせや架電の結果協力が得られたところへ実施しています。

調査の内容

①アンケート実施 : 被服、陶器、和紙、瓦、硯、漆器、筆、木細工等様々な団体/事業者

中国地域内地域団体商標取得団体 6団体 事業者13社
中国地域内地域団体商標未取得団体商標 5団体 事業者14社

合計 38件のアンケート

アンケートの結果EC販売拡大志向のある事業者 11事業者
中国地域外地域団体商標取得団体 3団体

合計14件のヒアリング

②ヒアリング実施 : 中国地域内では和紙、筆、被服、漆器事業者
中国地域外は今治タオル、輪島塗、五泉ニットの団体

調査方法 : 問い合わせメールと架電の上、アンケートフォームへ回答
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査

４．実施結果のまとめと検証

◯主なアンケート質問事項
Q WEB/SNSにて､自社のブランドの認知拡大や新たなファンの獲得の運用を行われていますでしょうか｡

・【はい】WEB/SNS運用の課題がございましたらお書きください｡
・【いいえ】WEB/SNS運用のノウハウややり方がわかれば､やってみたいとお考えでしょうか｡

Q ECサイトをお持ちであればご教示ください。またECサイトの課題も記載ください。
Q WEB専門家やSNSで活躍するクリエイターやインフルエンサーとノウハウ会議や分析方法等のレク
チャー会議があれば参加してみたいと思いますか?
Q 地域団体商標を取得しているか又は貴社が地域団体商標取得団体に所属しているかご教示ください。

・【はい】地域団体商標を活用したPR方法及びPRを行う上での課題がございましたらご教示ください。
・【いいえ】地域団体商標の取得を考えていらっしゃるかご教示ください｡

Q 中国経済産業局(広島)にて､WEB専門家やインフルエンサーが参加する｢SNS活用とEC展開のための無料
検討会/勉強会｣があれば､現地参加したいと思いますか? 例: 自社の分析(SWOT､3C分析等)や強み/課題を
出し､自社ならではの事業展開方法を作る｡

①アンケート実施 : 被服、陶器、和紙、瓦、硯、漆器、筆、木細工等様々な団体/事業者

中国地域内地域団体商標取得団体 6団体 事業者13社
中国地域内地域団体商標未取得団体商標 5団体 事業者14社

合計 38件のアンケート
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査

４．実施結果のまとめと検証

◯アンケート結果

・どのようにすればいいのか?、が課題。やり方がわからない。
・定期的な更新が大変。更新頻度が低い。
・売上/集客への貢献をどう作るか。直接的な成果が出せない。効果測定が難しい。
・複数人での管理の難しさ。トンマナの統一や発信情報の管理、共有。
・高齢化や不慣れさによる敬遠。
・発信の元情報の乏しさ。
・掲載画像や情報のクオリティ不足。
・担当者、人材の確保。

Q WEB/SNSを活用しているもしくはこれからやろうとしている団体/事業者の主な課題。(38件中29件回答)

WEB/SNSによる消費者への情報発信の方法がわからない状態。実店舗の集客方法のように
参考書になるような正しい情報も入手しづらく、敬遠している様子が見られました。また、
直接的な結果までの時間が読めず手間やコストがかかること、定期で発信する人材の不足も
目立ちます。
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査

４．実施結果のまとめと検証

◯アンケート結果
Q WEB/SNSを活用していない団体/事業者の考え。(38件中12件回答)

WEB/SNS運用のノウハウややり方がわかれば､やってみたいとお考えでしょうか｡(12件回答)

WEB/SNSを活用していない団体/事業者12件のうち、ノウハウ提供を受ければやってみた
い数は6件にのぼります。適切なノウハウ提供や環境を整えれば、潜在的に関心がある団体/
事業者もWEB /SNSを活用する意志があるということがわかりました。
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査

４．実施結果のまとめと検証

◯アンケート結果

団体/事業者合計38回答のうち、ECサイトを持っていると回答したのは約半数の20件でした。ECリテラ
シーに関しては、ECサイトを初めて立ち上げる団体/事業者からコンサルティング会社を入れて運営してい
る団体/事業者まで大きく開きがありました。特徴として、衣類業界はEC販売が世の中のスタンダードに
なっているため、ほとんどの事業者が保有しています。

Q ECサイトをお持ちの場合、URLを記載ください。

Q ECサイトの主な課題

・38件中20件回答しURL記載

・売上を上げられない。
・管理方法、運用方法がわからない。
・問屋や大手と比べ価格で勝負できない。
・ノウハウや知識がないため、PDCAをまわせない。
・人でが足りない。
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査

４．実施結果のまとめと検証

◯アンケート結果

ノウハウ提供への参加希望質問には、38件のうち約66%の25件が「はい」と回答しました。
25件中ECサイトもSNSも行っていない団体/事業者数は5件、ECサイトとSNSのどちらかは
運営している数は20件と多数を占めています。

Q WEB専門家やSNSで活躍するクリエイターやインフルエンサーとノウハウ会議や分析方法等
のレクチャー会議があれば参加してみたいと思いますか?(38件回答)
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査

４．実施結果のまとめと検証

◯アンケート結果

全体の50%にあたる19件の団体/事業者が地域団体商標を取得しているという回答でした。
取得していない団体/事業者は13件でした。自身の団体/事業者がそもそも地域団体商標を取
得しているかがわかっていない数も約16%の6件いらっしゃいました。

Q 地域団体商標を取得しているか又は貴社が地域団体商標取得団体に所属しているかご教⽰く
ださい。(38件回答)
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査

４．実施結果のまとめと検証

◯アンケート結果

・組合組織としてブランド戦略は策定しているものの、効果的なPRは活動までには至っていな
い。また組合は共同販売事業は可能であるが、現実には積極的に行っていない。
・地域団体商標と自社商標のバランスを取るのが難しい。
・後継者が欲しい。活動は随時しているが、中々難しい。このままでは衰退します。
・意見の一致が難しい。
・地域団体商標の活かし方、同類商標との差別化を行った展開が出来ない。
・組合の承認なしでの活用ができれば個人的には利用し、もっとPR活動をしていきたい。

Q 地域団体商標を活用したPR方法及びPRを行う上での課題。(19件中8件回答)

組合組織がゆえの課題が見受けられました。組合組織として商標を取得しているからこその、
各事業者単独の活用に制限がかかっている状態です。また、同類の商標取得団体との差別化、
商品販売方法への課題や、高齢化による組合の過疎化も発生しています。
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査

４．実施結果のまとめと検証

◯アンケート結果

地域団体商標未取得および不明の19件内、当該アンケート回答17件の団体/事業者のうち約
41%にあたる7件が取得への関心を示しています。一方で約60%の10件の団体/事業者は取
得の意志がないことがわかりました。

Q 地域団体商標の取得を考えていらっしゃるかご教⽰ください｡(19件中17件回答)
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査

４．実施結果のまとめと検証

◯中国地域内アンケート結果

・ブランドプロモーション及びEC活用の実態まとめ
ホームページ運営団体/事業者数 : 38件中35件
各種SNS運営団体/事業者数 : 38件中23件
ECサイト運営団体/事業者数 : 38件中20件

上記のように、自社でホームページやSNS、ECサイトを運営している団体/事業者は最低でも
50%以上存在しています。一方で、専任担当者が常駐する状態でホームページ、SNS、ECサイ
トを活用したプロモーションを行っているのは団体にはおらず事業者のみであり、また、専任
者が常駐するのは事業者の中でも2〜3者に限られています。
2〜3者に関しては、社内に広報担当やECチーム、デザイナーが常駐し、日々の情報発信や
WEB広告を活用しプロモーションを行っていますが、大半の団体/事業者は人的資源、経営資
源、情報資源が足りていないため、数値目標に対しての結果が出ておらず(数値目標をそもそも
立てていない場合も)、思ったように運営が出来ていません。
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(1)調査

ヒアリング
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査

４．実施結果のまとめと検証

◯11事業者への主なヒアリング内容
・ECについて : EC販売の会社における重要度(目的をどこに設定したいか)や、他社のECでこうなりたいと
いう理想のサイトはあるか、商品のメインターゲット(顧客層)、リアルとECの売上比率といったことをヒア
リングします。新規事業/サービスを構築する際に設定する、自社の把握(強み弱み、ポジショニング)、ター
ゲット設定、競合や目標、現時点と未来へのECの重要度を抽出するのが目的となります。

1.アンケートの結果EC販売拡大志向のある事業者 11事業者
2.中国地域外地域団体商標取得団体 3団体

合計14件のヒアリング

②ヒアリング実施 : 中国地域内では和紙、筆、被服、漆器事業者
中国地域外は今治タオル、輪島塗、五泉ニットの団体

・SNSについて : SNSを行う目的(誰に何を届けたいか) 、他社や他アカウントでのこうなりたいという理想
アカウントがあるか、担当がついてSNS/WEB運用しているか等をヒアリングします。ECと同じく、誰に何
を届けるのかというターゲットの設定や、そのターゲットに対して何を届けようとしているかのヒアリング
を行うことが目的になっています。

1.アンケートの結果EC販売拡大志向のある11事業者の主な内訳

・伝統工芸品事業者(和紙、筆、漆器) 4事業者
・繊維製品(被服) 7事業者
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査

４．実施結果のまとめと検証

◯11事業者へのヒアリング詳細
方法 架電を行いコミュニケーションを取り、その後メールにてお答えいただき、再度架電でフォロー

ECについて ・EC販売の会社における重要度(目的をどこに設定したいか)

・他社のECでこうなりたいという理想のサイトはあるか(充実度やデザイン等)

・販売先(法人/個人)はどこか

・商品のメインターゲット(顧客層)はどこか 例 年齢や性別、職業

・主力商品はなにか

・EC以外での販売チャネルや販売方法 ※通常の顧客層に沿ったEC販売展開がベスト

・在庫抱えているのか、受注販売なのか

・EC販売ではセールを定期的に行っているか

・ECはどこで(楽天、自身のサイト等)販売しているか ※あわせてそれぞれの売上比率

・リアル、ECの売上比率(世の中の平均は7%がEC)

・販売時は送料別、インクルードなのか、OO円以上で送料無料設定等あるか

SNSについて ・SNSを行う目的(誰に何を届けたいか)

・他社や他アカウントでのこうなりたいという理想アカウントがあるか

・インスタを運営しているか、それはビジネスアカウントか

・担当がついてSNS/WEB運用しているか

・SNS投稿用に写真撮影しているか、そもそも持っている素材使っているか

・どのSNSを使いたいか(Instagram/Twitter/YouTube等)

･自社の顧客層が最も利用しているメディア((Instagram/Twitter/YouTube等))はどれなのか把握できているか

・お客様へお知らせをする環境、媒体を持っているか(メルマガ､DM､LINEビジネス等)
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査

４．実施結果のまとめと検証

◯11事業者への主なヒアリング結果

・ECについて : 11事業者のうち、EC販売を重視している事業者は4者に限られました。4者のうち3者は
被服事業者で、衣類業界のWEB化は必須となっていることがわかります。ただし、4者すべて実店舗や卸
売と比べECの販売比重は10%以下となっており、ECの売上比重はまだまだ小さい。実店舗と違い明確な
ターゲットを作り商品を届ける必要があるEC販売に対し、課題を持っている様子でした。

・SNSについて : 11事業者のうち、Instagram等のSNSを運用している事業者は6者でした。
担当者がいる事業者はそのうち5者で、SNSの運用を重視し始めている状態になっています。一方で、きちん
とターゲットを定め画像や内容を決め投稿している事業者は少なく、迷いながら運営している印象を受けま
した。

自社で運営運用するECについてはページのUI/UXを意識し、ターゲットの設定、発信、販売
促進を計画的に行うことを意識している事業者は少数でした。またSNSに関しても同様で、消
費者にどう感じてほしいかどうなってほしいかを考え運用している事業者は少数です。
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査

４．実施結果のまとめと検証

◯3団体への主なヒアリング内容

・ブランド、商標について : ブランドの立ち上げやこれまでの活動の内容について、困難や課題だったこと、
また、地域団体商標取得についてのエピソードやメリットをヒアリング。

1.アンケートの結果EC販売拡大志向のある事業者 11事業者
2.中国地域外地域団体商標取得団体 3団体

合計14件のヒアリング

②ヒアリング実施 : 中国地域内では和紙、筆、被服、漆器事業者が参加
中国地域外は今治タオル、輪島塗、五泉ニットの団体が参加

・ECについて : EC販売を行っているか否か、行っている場合は展開する際に意識していること気をつけて
いることをヒアリング。

2.中国地域外地域団体商標取得団体

今治タオル工業組合 / 輪島漆器商工業協同組合 / 五泉ニット工業協同組合

・SNSについて : SNSを行っているか否か、SNS運用運営での組合としてのルールや気をつけていること等
をヒアリング。

・組合/ブランドの課題について : 現時点や未来に向けて、組合やブランドとしての課題をヒアリング。
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査

４．実施結果のまとめと検証

◯中国地域外地域団体商標取得団体3団体へのヒアリング詳細

方法 架電を行いコミュニケーションを取り、架電のままお答えいただく

地域団体商標について ブランド、名称の立ち上げ期について、どのように行ったか

立ち上げ時の苦労、課題

組合員の集め方

組合の役割

組合員の方との調整について(方向性、WEB化、全国展開等)

地域団体商標を取ろうとした経緯

地域団体商標を取得してよかった点

ECについて EC販売を行っているかどうか

EC販売を展開する際に意識していること気をつけていること

SNSについて SNSを運用運営しているか

SNS運用運営での組合としてのルールや気をつけていること等
組合/ブランドについて 組合、ブランドとしての課題
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査

４．実施結果のまとめと検証

◯中国地域外地域団体商標取得団体3団体の主なヒアリング結果
・ブランド/地域団体商標について
今治タオル工業組合 : 今治タオル全体売上が低迷していた中で2006年に再生プロジェクトとして有名なブランディング・プロデューサーが
参画することで変化。「ユーザー目線」を持つこと、組合員10社とコミュニケーションを重ねること、10年間かけてコンセプトを変えずブ
ランドプロモーションを行っていくことを徹底。参画から3年目頃から拡大の実感を獲得しています。地域団体商標は知名度を上げる際の広
告のため、類似品への牽制のために取得。広告/宣伝のしやすさ、類似品への注意喚起がスムーズになっています。
参考: https://www.imabaritowel.jp/imabari life/interview/imabari life/interview474

輪島漆器商工業協同組合 : 国内において漆器として最も有名な輪島塗は、組合として伝統と技術/商品の品質を発信し、組合員それぞれが自
身の事業で活用していくスタイルで運営しています。組合としては類似品の訴訟に備え地域団体商標を取得することや、輪島塗会館を設け、
組合員の個別の活動のために存在しています。2019年には有名な建築家が輪島塗とコラボレーションしています。組合としては、輪島塗と
いう歴史と伝統のあるブランドを発信し、組合および組合員各位が漆器商工課という専門課を設ける輪島市とも連携しながら、外部とのコ
ラボレーションや販売を行っています。
参考 : https://wajimanuri.or.jp/wajima meguri/index.html /  https://www.onestory-media.jp/post/?id=3226

五泉ニット工業協同組合 : 日本一のニット産地である五泉市の五泉ニットは、海外輸入品等の影響も受け、最盛期から売上が8分の1に下が
りました。その中で、外部コーディネーターの協力を活用し、ブランド化事業を組合として推進。組合内で分科会を4つ作り、人材育成/地
域活性化/販路市場開拓/広報PRそれぞれで数値目標を設定しブランド化を実施しています。組合内でコーディネーターを活用しながら細か
な役割分担を行い、五泉ニットとしての方向性を作り込み、事業推進を行っています。地域団体商標もブランド化事業の立ち上げから二年
後の2017年に取得。認知度向上を目的で取得し、実際認知度向上を組合員各位が実感しているそうです。
参考 : http://gosenknit.or.jp/brand/
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査

４．実施結果のまとめと検証

◯中国地域外地域団体商標取得団体3団体の主なヒアリング結果
・EC/SNSについて
今治タオル工業組合 : 組合でECサイト / Instagramを運営。どちらの運営に置いても取り扱っている店舗数
が100以上あるため、平等性・公平性を考えながら実施。EC売上を拡大しています。

参考 : https://www.imabaritowel.jp/ / https://www.instagram.com/imabaritowelofficial/

輪島漆器商工業協同組合 : 組合ではECサイト / SNSは運営していません(Facebook最終更新2016年)。組合
員の各事業者が独自にECサイト販売やSNSを行っています。注目点は歴史と伝統がある漆器のため、外部会
社とのコラボレーションと外部ECでの販売実績が多いところです。
参考 : https://shop.discoverjapan-web.com/products/djlab-151

五泉ニット工業協同組合 : 組合でECサイト / Instagram / Facebookを運営。作り手の顔が見えるサイトを
目指して運営。組合として売上目標を設定して展開しています。
参考 : https://gosen-knit.shop-pro.jp/ /   https://www.instagram.com/gosenknit suzuki/ /
https://www.facebook.com/GOSENKNIT

・組合/ブランドの課題について: 人材不足後継者不足が一番の課題となっています。
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（１）地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査

４．実施結果のまとめと検証

◯中国地域外地域団体商標取得団体3団体の主なヒアリング結果
・まとめ : 3者ともに方法や内容は異なるものの、組合として集まり方向性や指針を作り、数年以上継続し
て方針運営をしていました。外部の協力および外部からのコラボレーションを組合として受け入れる姿勢
も作り、外部の協力をもとにSNS含めたプロモーションを行い、EC販売の推進を行っています。団体が存
在する市とも連携を深く取っている団体もいらっしゃいました。
組合運営としては、今治タオル及び五泉ニットは、組合の活動に注力し、WEBの活用や外部との連携を活
発に行い、組織内のルールや役割をしっかり設けている印象を受けました。理事会や分科会を設け、各位
役割を持ち、意思決定を行う場所を作っています。輪島塗は、組合として組合員各位の情報発信や、コラ
ボレーションの受け入れを組合として行っている印象がありました。

今回のアンケートとヒアリングにより、中国地域内地域外に関わらず、団体として方向性や指針を定め継
続的な情報発信や企画を現実世界とWEB両面で行っている所がブランドプロモーションを推進できている
と検証できました。地域内の団体でも、ホームページやSNSにて催しや企画を発信し、団体として活発に
活動している所は、組合担当者の人員不足という言葉は聞かれませんでした。さらなる活性化に向けては、
団体としてECサイト運用とSNS含めたWEBの活用を行うことはひとつの武器になります(地域内団体では
11団体中5団体のみECサイトもしくはSNS運用をしているが、常にEC販売を行っているのは1団体のみ)。
充分なノウハウや人員が足りていないというアンケート回答も多かったので、外部の協力をうまく使うの
もひとつの方法です。※BtoBがメインの団体/事業者についてはECが正解というわけではありません
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(2)検討会
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（２）地域ブランド磨き＆バズマーケティング検討会

期間/場所 : 2020年11月10日 / 経済産業省中国経済産業局内の会議室

４．実施結果のまとめと検証

「(1)地域団体商標を活用したブランドプロモーション及びＥＣ活用実態調査」の結果、本事業
に関心のある地場産品（繊維製品、伝統工芸品などの生活製品）関係事業者及びそれらと連携
した商品やサービスの開発を検討している者などを集め、参加者の商材について、地域ブラン
ドの深化、地域団体商標の効果的な活用及びＥＣ販売の拡大につながるバズマーケティングの
手法について、専門家を交えた検討を行います。検討会は２回行い、試行モデル事業に向けた
参加者と専門家とのマッチング及び独自にバズマーケティングを行うためのノウハウ提供を行
います。

第１回検討会（地域ブランドの発信）
参加者各々の地域ブランド等に対し、ＳＷＯＴ分析等により現状の整理を行い、どのようにブ
ランドとして深化させるかとともにＥＣ販売における顧客ターゲットを明確に定めたうえで、
情報発信の手法・内容について検討します。

第２回検討会（コラボレーション＆バズプロモーションの検討）
コラボレーション可能な企業や専門家等を検討会に招聘し、アイディアソン形式等により、新
商品・サービスの企画やプロモーション方法についてワイガヤ検討を行い、マッチングを行っ
たうえで、ＥＣサイトでの顧客者の増大を図るためのバズプロモーションの手法、内容につい
て検討します。

検討会概要
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（２）地域ブランド磨き＆バズマーケティング検討会

◯事業者参加者 : アンケート/ヒアリングの結果参加を希望した事業者

４．実施結果のまとめと検証

会社名 URL
1 広島筆産業株式会社 https://www.artbrush-

hiroshima.com/

2 株式会社ヤマメン(井原被服協同組合) http://www.ymmn.co.jp/

3 モードプランニングタニモト http://thorny-path.jp

4 株式会社ベティスミス https://betty.co.jp

5 工房かわひら（石州半紙・和紙製造販売） https://www.kaminokunikara.jp/

◯運営者参加者
氏名 役割 URL

1 中井亮 全体進行

2 奥田達也 WEBマーケティング専門家

3 和泉琴華 SNS専門家/商品企画/デザイン /動画/撮影ディレクター https://www.instagram.com/kotoka i
zumi/

4 見津聡 商品企画/デザイン/動画/撮影ディレクター https://www.instagram.com/mitsusat
oshi/

5 渡辺紗綾 SNS専門家/商品企画/デザイン https://www.instagram.com/nagaki
perm/

6 浅利琳太郎 SNS専門家/インフルエンサー https://www.instagram.com/rintaro
asari/

7 石原多恵 全体サポート
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上智大学文学部卒。大学卒業後、吉本芸人として4年芸人として活動。
その後、障がい者アートと企業をマッチングするパラリンアートを入社3年でメ
ジャーコンテンツに引き上げ、各業界から注目を集める。国内企業約300社とのコ
ネクションを構築し、数々のアートイベントを主宰、障がい者アートと企業をマッ
チングさせ「障がい者アート事業」の確立に貢献。オウンドメディアの運営も実施｡
並行して株式会社パラレルを設立｡SNSを活用したインフルエンサー事業､クリエイ
ター事業､WEBマーケティングやネット販売事業を手掛ている｡
2015年に株式会社ペアレンツに入社。パラリンアート運営事務局にて運営業務に従
事。2018年2月に株式会社Parallelを設立。

【主要取引先】
朝日新聞社、博報堂、博報堂DYメディアパートナーズ、総合商研、NEC、リコー
ジャパン、フロンティアインターナショナル、パーソル、共同PR 他

株式会社Parallel 代表取締役CEO
一般社団法人 障がい者自立推進機構 代表理事

中井 亮 (なかいりょう)

https://parallel.co.jp

〈各ホームページ〉

https://paralymart.or.jp/association/ https://paralymart.or.jp

運営者紹介
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和泉 琴華 (いずみ ことか)

東京にて2016 年よりフリーランスのイラストレーターとして活動。
若い女性を中心に人気を集め､Instagramフォロワー総数約80,000人｡
https://www.instagram.com/kotoka izumi/?hl=ja

2019 年バレンタインでは GODIVA とデザインコラボレーション。他
全国の蔦屋書店でのポップアップショップ販売や､
京都伊勢丹､東京伊勢丹での販売､各商品ブランドとのデザインコラボ
レーションも多数実施している｡

2020年8月株式会社IN設立。プロデュース業も開始。

奥田 達也(おくだ たつや)

神戸大学大学院卒。新卒からB2CのWeb事業に携わり、株式
会社Speeeでは新規事業にて美容インフルエンサーメディア
を立ち上げ、株式会社ロコガイドでは買い物メディア/SaaS
トクバイのPdMとして従事。
2018年から株式会社パラレル代表取締役の中井とインフル
エンサーとPR支援やD2C事業を開始｡2020年に株式会社
MUSEUMを設立。

運営者紹介
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見津 賢(みつ さとし)

東京在住のプラチナム所属の現役俳優｡
https://talent.platinumproduction.jp/mitsusatoshi
Instagramフォロワー16,000人｡カメラ撮影やAdobeイラ
ストレーター､フォトショップ､Premiere Pro､アフターエ
フェクト等の技術を有し､パッケージなどのグラフィックデ
ザインやアニメーショングラフィックエディター、カメラ
マンと
して幅広く活動している。
・CALATAS SHAMPOO 企画デザイン、ECサイト運営管理
・RUIEN 19AW ビジュアル撮影(vivi 19年11月号掲載)
・Hart 2019AW ルック撮影 など

渡辺 紗綾(わたなべ さや)ナガキパーマ

イラストレーター・デザイナー。秋田県生まれ。現在は東京・仙
台の二拠点にて活動。Instagramフォロワー15,000人｡
https://www.instagram.com/nagaki perm/?hl=ja

企業とのコラボ商品や雑誌・広告のイラストを手掛ける。イラス
トレーター業のほかセレクトショップの経営や催事プロ
デュースなど多岐に渡り活動中。
https://linktr.ee/nagaki_perm

運営者紹介
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浅利 琳太郎(あさり りんたろう)

東京在住｡BARKINSTYLE所属の現役モデル｡
http://barkinstyle.jp/model/957.html

Twitterフォロワー94,000人､Instagramフォロワー109,000人｡
インフルエンサーのキャスティングやyoutube運営を行う｡

石原 多恵(いしはら たえ)

広島県よろず支援拠点コーディネーター在籍｡
銀行マン時代の金融機関コネクション多数、中国2県の商工会
議所/商工会/他県よろず支援拠点/広島県発明協会/
山口産業技術開発センター/山口県知財総合支援窓口/各市役
所商工課等のネットワークを所有｡

また､生活製品取り扱い企業のコンサル実績は外資系アパレル
勤務経験を活かし多数所有（https://www.y-
misora.jp/company)｡

運営者紹介



36

検討会風景
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（２）地域ブランド磨き＆バズマーケティング検討会
◯第一回検討会で事業/マーケティングの基本を見直し、自社を見つめ直す

４．実施結果のまとめと検証

事業者ごとの強み、課題、ターゲット、一言で伝える自己紹介等、SNSやECだけではない事業
を運営する上で基本となる事業/マーケティングの基礎知識を学ぶ座学研修を実施しました。

参加された5事業者のうち、SWOT分析や3C分析、ペルソナ設定等を行った上で事業展開方法
を組み立てている事業者は1事業者でした。先代から事業を受け継ぎ、日々の業務に追われる中
で、改めて足元を見直す余裕がなく、目の前の業務を遂行されている印象を受けました。各事
業者のお客様(ターゲット)は誰か、を見直し、そこに対し何を行うかを話し合いました。



38

（２）地域ブランド磨き＆バズマーケティング検討会
◯第二回検討会で具体的な施策を検討する

４．実施結果のまとめと検証

事業者ごとに誰に何を何のために届けるかを議論し、専門家を活用した施策を検討しました。
本検討会によりコラボレーションの基礎が出来上がりました。

マーケティングの根本は、どれだけ消費者目線で考えるかどうかとなります。事業者の想いと
消費者目線のすり合わせに最も時間とコミュニケーションを要しました。歴史ある中で行われ
ている事業と、WEB/EC/SNSのスタンダード(情報が溢れすぎているからこそ「誰に何を」を
明確に絞る必要がある)が一致しないこともある中で、それぞれの施策を構築しました。
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（２）地域ブランド磨き＆バズマーケティング検討会結果

◯事業者のＥＣサイトでの顧客者の増大を図るためのバズプロモーションの手法、内容アイデア

４．実施結果のまとめと検証

会社名 バズプロモーションの手法、内容アイデア

1 広島筆産業株式会社
・instagram化粧筆専用のアカウントを開設と運用
・クラウドファンディングの実施
・美容家インフルエンサーとの共同商品開発

2 株式会社ヤマメン ・学生向けのイベントや思い出用オリジナルマスク/クラスTシャツ制作
・10代の学生インフルエンサーを活用しハッシュタグで全国に波及を狙う

3 モードプランニングタニモト
・インサイト開設とインフルエンサー活用でファン獲得
・ECサイトを制作し、インフルエンサーを活用し認知拡大
・イラストレーターとのコラボによる商品制作と販売

4 株式会社ベティスミス
・デニム作り体験を軸にSNSで盛り上がる施策を実施
・インフルエンサーを活用したSNS施策を実施。
・デニム体験の記事化やキャンペーン実施。

5 工房かわひら ・石見神楽とコラボしたクラウドファンディングを実施
・動画、写真の内容を作り込み、海外(中東)へ展開
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(3)個別研究会
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（３）バズマーケティング試行モデル事業に向けた個別研究会
①広島筆産業株式会社

４．実施結果のまとめと検証

個別研究会を二度実施し実施内容を確定しました。初回の個別研究会ではECページやSNSの現状を改めてヒ
アリングし、熊野筆の書道筆、化粧筆それぞれの特徴などについて確認。ECページと書道筆は既存の取引先
がおり自由性が低いこと、熊野化粧筆の知名度と自由性を鑑みた上で二度目の研究会を実施。SNSとECに相
性のいいクラウドファンディングを実行することとなりました。

○初回個別研究会 : 11月27日(インターネットを介したWEB会議)
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりWEB開催

参加者 : 広島筆産業、中国経済産業局、SNS専門家渡部、WEBマーケター奥田、中国地域コーディ
ネーター石原、運営者中井

決定事項 : 本研究会内容を参考に、12月上旬に施策内容確定

研究会による現状と課題 :書道筆、化粧筆ともにためになるWEB/ECページ制作はできているが、
商品紹介URLをつけていないので商品ページへの流入が少ない。

書道筆/化粧筆ともに筆の知識になるページはあるが、そこから商品一覧に行ったときに、自分がど
の商品を選べばいいか選ぶのが難しい(初心者〜上級者が一目で区別化して見せていない)。

すでに作成しているWEBページの制作会社は外注となっており契約期間もあるため交通整理が必要
となり、スピーディーで柔軟な進行が困難。

SNSについて : Instagram運用はしているが、日本の文化発信となっておりフォロワーも海外の方
が多い。https://www.instagram.com/hiroshima artist brush/?hl=ja
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（３）バズマーケティング試行モデル事業に向けた個別研究会

①広島筆産業株式会社

４．実施結果のまとめと検証

○第二回個別研究会 : 12月8日(インターネットを介したWEB会議)
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりWEB開催

参加者 : 広島筆産業、中国経済産業局、SNS専門家渡部、WEBマーケター奥田、中国地域コーディ
ネーター石原、運営者中井

決定事項 : 化粧筆のクラウドファンディング実施とクリエイターコラボレーション商品作成

研究会内容 : Instagram等のSNSを運用することは重要だが、SNS施策のみでファン獲得をしてい
くには数ヶ月以上の一定の期間が必要になるため、あくまでオプションとして捉えるべき。そこで
WEBの無理な改修をせず、SNSだけに頼らない認知拡大と売上促進の方法を考えました。

広島筆産業さんが主体となり、熊野筆の化粧筆を主役としてクラウドファンディングを実施するこ
とになりました。支援者へのリターンとして既存の化粧筆商品を活用し、化粧筆ケースの巾着や、
化粧筆へのレーザー刻印で専門家(イラストレーター)3名とコラボレーション(ナガキパーマ、
KotokaIzumi、鱗缶という3名のイラストレーター)。
20歳〜34歳の女性ファンを多く持つ3名には、クラウドファンディングの内容打ち合わせから参加
してもらい、広島筆産業の理念、想いに何度も触れてもらい、本実施内容の意義、意図に賛同して
もらった上でコラボレーション展開や告知を行っていきます。
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（３）バズマーケティング試行モデル事業に向けた個別研究会

①広島筆産業株式会社のクラウドファンディング参考ページ

４．実施結果のまとめと検証

○クラウドファンディングサイトCAMPFIRE
の「石切劔箭神社 刀剣奉納プロジェクト」

https://camp-
fire.jp/projects/view/119435?list=search result proje
cts most funded

○クラウドファンディングサイトMAKUAKEの
「大人が「書道」したくなるお道具箱」企画

https://www.makuake.com/project/shodo/

注目点 :
・まちおこし、地域おこし企画
・歴史と伝統を守る
・超有名オンラインゲームとのコラボ
・コラボによる限定商品

注目点 :
・筆製品での成功事例
・クラウドファンディング限定商品
・コロナ禍で行った企画
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（３）バズマーケティング試行モデル事業に向けた個別研究会

②モードプランニングタニモト

４．実施結果のまとめと検証

個別研究会を二度実施し実施内容を確定しました。Instagram、ECページの開設と運営につ
いて打ち合わせを重ね、企画を構築、それぞれのスケジュールを作り実行することとなりまし
た。

○初回個別研究会 : 11月20日(インターネットを介したWEB会議)
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりWEB開催

参加者 : モードプランニングタニモト、中国経済産業局、SNS専門家/デザイナー和泉、SNS専門家
浅利、WEBマーケター奥田、運営者中井

決定事項 : 本研究会内容を参考に、12月上旬に施策内容確定

研究会による現状と決定 :SNSページ、ECサイト共にない。既存で所有するホームページも、自身
で更新出来ない状態。

・Instagramアカウント開設/既存の素材でInstagram投稿
・インフルエンサーの撮影/Instagram投稿
・WEB販売をインフルエンサーによる告知/WEB販売開始
をベースで進行決定しました。

これら全体の作業と進行、方法のレクチャーをモードプランニングタニモトさんへレクチャーして
いきます。
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（３）バズマーケティング試行モデル事業に向けた個別研究会

②モードプランニングタニモト

４．実施結果のまとめと検証

○第二回個別研究会 : 12月1日(インターネットを介したWEB会議)
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりWEB開催

参加者 :モードプランニングタニモト、中国経済産業局、SNS専門家/デザイナー和泉、SNS専門家
浅利、運営者中井

決定事項 : インフルエンサー男女2名によるモードプランニングタニモトブランド「Thorny
Path」(トニーパス)の着用撮影とInstagram投稿、他モデルの撮影とInstagram投稿、あわせてEC
販売の実施

研究会内容 : Instagramの運用経験なし、EC販売の経験もない状態でしたので、パラレルにて全体
の進行管理やサポート。

男性モデル吹春友介さん https://www.instagram.com/fukiharu0804/
女性モデルまつきりなさんhttps://www.instagram.com/matsuki rina/

をメインとして採用。ThornyPathの衣装にマッチしやすい自然にあふれるキャンプ場(静岡県)で撮
影することにしました。撮影写真はInstagramおよびEC販売サイトで使用します。

他にも、7名のモデル/俳優等を活用し撮影、Instagramの活性化につなげていきます。Instagram
もECサイトもゼロからの立ち上げということで、ひとつずつ周知を拡大することが重要です。





48

（３）バズマーケティング試行モデル事業に向けた個別研究会

③株式会社ベティスミス

４．実施結果のまとめと検証

個別研究会を三度実施し実施内容を確定しました。Instagramのフォロワー増加、岡山県の本店来訪者増
加が優先で、加えてEC売上に繋げたいという全体的な施策を希望されていましたので、Instagramのフォ
ロワー増加と来訪者につながる施策を中心に作り込みました。

○初回個別研究会 : 11月27日(インターネットを介したWEB会議)
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりWEB開催

参加者 : ベティスミス、中国経済産業局、SNS専門家/デザイナー/カメラマン和泉、SNS専門家浅
利、中国地域コーディネーター石原、運営者中井

決定事項 : 本研究会内容を参考に、12月上旬に施策提案を行い、内容確定

研究会による現状 :
・岡山県内のベティスミス店舗来訪者を増やしたい
・Instagram等のSNSを通じて多くの人に知ってもらいたい
・それを通して商品の良さを知ってもらいたい
・売上に繋がるとなお良い

研究会まとめ :
・ベティスミスとしては、売上なのか認知なのかどこに集中するかで施策や目標も変わるが、どの
施策をしても結果で返ってくるはずなので、運営者からの提案内容を実施したい
・限定的なコラボ商品販売もいいが、ジーンズ体験で商品の良さを知ってもらうのは重要
・上記の内容を踏まえ、12月上旬にベティスミスさんへ施策提案し実施することになりました



49

（３）バズマーケティング試行モデル事業に向けた個別研究会

③株式会社ベティスミス

４．実施結果のまとめと検証

○第二〜三回個別研究会 : 12月8日10日(インターネットを介したWEB会議)
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響によりWEB開催

参加者 :ベティスミス、中国経済産業局、 SNS専門家/デザイナー/カメラマン和泉、デザイナー見
津、SNS専門家浅利、運営者中井

決定事項 : InstagramとベティスミスHP(EC)でデニムづくりのキャンペーンを実施、SNSとECで
キャンペーン内容を周知し、店舗訪問の関心とSNSでの盛り上げ、EC販売のきっかけを作る

研究会内容: 初回研究会を元に、ベティスミス店舗やInstagramに注目が集まる企画を作成。

・A案 : 著名タレント(インフルエンサー)を活用し店舗でデニムづくり体験とコラボデニムの限定
EC販売
・B案 : ベティスミスと歩く、ベティスミス恵比寿工房&岡山店舗さんぽプランPR

両案共に、店舗への集客を狙った施策を中心に作成。Instagramで本施策を公開することでSNSの
ファン増加と全国への周知拡大を作り、ECサイトでも記事を掲載しEC集客を集める。加えて、EC
売上げにもつながるようコラボ商品もしくはキャンペーンを実施する内容になっています。

初回個別研究会も鑑みて、Instagramのフォロワー数増加と店舗来訪者へつながることを中心にし
たB案で進行することとなりました。
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（３）バズマーケティング試行モデル事業に向けた個別研究会

③株式会社ベティスミスInstagram/ベティスミスHP(EC)のデニムづくりキャンペーン内容詳細

４．実施結果のまとめと検証

○A案 : 著名タレント(インフルエンサー)を活用し店舗でデニムづくり体験とコラボデニムの限定EC販売
・撮影場所 Bettysmith Jeansmuseum&village
・デニム作り体験をメインとした企画
・岡山県出身モデル・タレントを起用想定。
・ベティスミスの店舗で実際にデニム作り体験を撮影。(インスタ広告用に15秒の動画も作成予定)
・タレントがカスタムしたデニムをECにて限定販売やベティスミスInstagramでフォロワーへのプレゼ
ント企画
・タレントのInstagramでもストーリーズとフィードなどでPR

○B案 : ベティスミスと歩く、ベティスミス恵比寿工房&岡山店舗さんぽプランPR
・撮影場所 Bettysmith恵比寿工房、Jeansmuseum&village、岡山県児島市観光地各所
・例えば、有名雑誌で企画化される特集のように、その土地を紹介しながら商品を魅力的に伝えていく
イメージ。参考URL : https://magazineworld.jp/popeye/popeye-861/
・デニムづくりにフォーカスしたさんぽ企画
・キャスト候補 : 男女共に東京在住、岡山在住のインフルエンサー
・1日のデートプランの最初にベティスミスでデニム作りをする。
・岡山での発信は地元の美味しいごはんや観光地も紹介

ポイント :
・SNSでの周知やファン獲得と店舗訪問への興味獲得を中心に施策構築
・EC販売は出口のひとつとして設定
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(4)実施検証
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(４）バズマーケティング試行モデル事業

期間 : 2020年12月8日〜2021年2月25日(準備期間含む)

４．実施結果のまとめと検証

個別研究会を実施した関係事業者３者について、実際にＥＣサイトでの指名買いにつながるよ
うな新商品の開発や効果的なプロモーション動画等の作成を専門家やインフルエンサーとの協
業により行います。協業により作成した制作物は、事業者ホームページ(ECサイト)、インスタ
グラム、クラウドファンディングなど複数の手法で情報発信し、情報発信効果の測定を数値根
拠を持って行います。

モデル事業概要

①広島筆産業株式会社
イラストレーターがプロデュース、コラボレーションするクラウドファンディング実行

②モードプランニングタニモト
ブランド「ThornyPath(トニーパス)」のInstagram立ち上げと運用、EC販売サイトの立ち上げと
販売実施

③株式会社ベティスミス
ベティスミスのデニムサイト「デニムワークス」オープンキャンペーンとして、モデル/インフル
エンサーとコラボレーション企画、Instagram/ECサイトで周知実行
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(４）バズマーケティング試行モデル事業

４．実施結果のまとめと検証

①広島筆産業株式会社の試行モデル事業
イラストレーターがプロデュース、コラボレーションするクラウドファンディングを実行

○試行内容概要
・広島筆産業株式会社が主体/パラレルがディレクターとなり熊野筆の化粧筆をリターン品として提供するクラウドファンディング
を実行します。
・熊野筆の歴史、広島筆産業の想いと、商品の品質、全国/SNSで活躍する専門家それぞれが引き立つ内容でプロデュース。
・本試行事業およびクラウドファンディングならではの限定感を出すために、3名のイラストレーターとコラボレーションした巾
着を限定製作。また化粧筆へのイラストレーター直筆文字をレーザー刻印する特典もセットに。
・クラウドファンディングページで必要となる動画/画像も、全国で活躍する専門家が参画し作成(Instagramでも活躍している)。

○効果測定方法
・クラウドファンディングの支援総額 / 年代別 / 男女比 / PV数
・イラストレーターによるInstagram投稿のリーチ数
・広島筆産業ホームページ(ECサイト)へのクラウドファンディング期間前と期間中のPV数

○実施媒体と実施URL
・クラウドファンディングサービス 「CAMPFIRE」https://camp-fire.jp/projects/view/38442

○実施期間
・2021年2月6日〜2021年2月22日
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４．実施結果のまとめと検証

①広島筆産業株式会社試行モデル事業 : クラウドファンディングページ

https://camp-fire.jp/projects/view/384425
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４．実施結果のまとめと検証

①広島筆産業株式会社試行モデル事業 : クラウドファンディング

○制作メンバー
ディレクター/イラストレーター

ナガキパーマ
イラストレーター・デザイナー。現在は東京・仙台の二拠点にて活動。Instagramフォロワー15,000人｡
https://www.instagram.com/nagaki perm/?hl=ja

企業とのコラボ商品や雑誌・広告のイラストを手掛ける。イラストレーター業のほかセレクトショップの経
営や催事プロデュースなど多岐に渡り活動中。

和泉 琴華 (いずみ ことか)
東京にて2016 年よりフリーランスのイラストレーターとして活動。若い女性を中心に人気を集め､
Instagramフォロワー総数約80,000人｡https://www.instagram.com/kotoka izumi/?hl=ja

2019 年バレンタインでは GODIVA とデザインコラボレーション。他全国の蔦屋書店でのポップアップ
ショップ販売や､各商品ブランドとのデザインコラボレーションも多数実施している｡2020年8月株式会
社IN設立。プロデュース業も開始。

鱗缶(うろこかん)
イラストレーター。https://www.instagram.com/urocokan/

長崎県生まれ。バンドのフライヤー、グッズ制作やファッションブランドとのコラボなども手掛け、主
にウェブ上で活動中。描くイラストは、無表情の中から一つ一つの線と空気感で人物の感情を表現して
いる。
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４．実施結果のまとめと検証

①広島筆産業株式会社試行モデル事業 : クラウドファンディング

○制作メンバー
カメラマン

河澄大吉
写真家、映像ディレクター。https://www.instagram.com/daikichi kawazumi/?hl=ja

1995年生まれ。アーティストの撮影や、 ファッションムービー、ミュージックビデオなど主に音楽や
ファッションのジャンルを中心に活動している。(THE)LIVING ROOM STUDIOというクリエイティブ
スタジオも主宰し、クリエイティブを通した社会活動への貢献をテーマに活動する。

動画URL : (long ver.)https://youtu.be/HmB6dkivX-s / (short ver.)https://youtu.be/QGoMJzVosI4
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４．実施結果のまとめと検証

①広島筆産業株式会社試行モデル事業 : クラウドファンディング

2.イラストレーターによるInstagram投稿のリーチ数

ナガキパーマ : フィード投稿

・フィード投稿は2回実行し
ました。

・一度目の投稿で約8000名
の方への周知を、二度目では
約6500名への周知を獲得し
ています。
※左記データは一度目

ナガキパーマ : ストーリーズ投稿

・ストーリーズ投稿は2回
実行しました。

・投稿1回でクラウドファ
ンディングサイトへ557名
の流入を獲得しています。
※リンクのクリック数参照
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４．実施結果のまとめと検証

①広島筆産業株式会社試行モデル事業 : クラウドファンディング

2.イラストレーターによるInstagram投稿のリーチ数

KotokaIzumi : フィード投稿

・フィード投稿は1回実行し
ました。

・投稿で約20,000名の方へ
の周知を獲得しています。

・フォロワー数が76,000人
近くいるため、リーチ数もそ
の分増えています。

KotokaIzumi : ストーリーズ投稿

・ストーリーズ投稿は3回
実行しました。

・ 投稿1回でクラウドファ
ンディングサイトへ284名
の流入を獲得しています。
※リンクのクリック数参照
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４．実施結果のまとめと検証

①広島筆産業株式会社試行モデル事業 : クラウドファンディング

2.イラストレーターによるInstagram投稿のリーチ数

鱗缶 : フィード投稿

・フィード投稿は2回実行し
ました。

・一度目の投稿で約1400名
の方への周知を、二度目も約
1400名への周知を獲得して
います。
※左記データは一度目

鱗缶 : ストーリーズ投稿

・ストーリーズ投稿は複数
回実行しました。

・投稿1回で毎回約500名へ
の周知を獲得しています。
※フォロワー1万名以下はURL
リンクを貼れないため、
URL先への誘導は不可。



62

４．実施結果のまとめと検証

①広島筆産業株式会社試行モデル事業 : クラウドファンディング

3.広島筆産業ホームページ(ECサイト)へのクラウドファンディング期間前と期間中のPV数/ユーザー数比較

実施前の1月20日〜2月5日と実施中の1月20日〜2月5日の比較
・実施中の17日間と実施前の17日間のPV数等
を掲出しました。微増ではありますが、約
1,000アクセスほどが増加しています。

・クラウドファンディングは基本的にクラウ
ドファンディングページ内で完結しやすいこ
と、今回ホームページやECサイトのUI/UXの
改修は未着手のため、このような結果にい
たっています。

・実施中の17日間と実施前の17日間のユーザー数等を
掲出しました。

・PV数と同様に、それぞれの数値は伸びています。新
規でホームページ/ECサイトを訪れるユーザー数も増
加しました。

・施策で何を最も優先し進行するかによって、結果は
また違いますが、全体的な底上げ効果をもたらしてい
ます。
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４．実施結果のまとめと検証

①広島筆産業株式会社試行モデル事業 : クラウドファンディング
○まとめ

クラウドファンディングでの支援者117名の内110名がイラストレーターとコラボレーションした商品を購入していることから、
イラストレーターによる影響力が今回の結果に大きく寄与していることがわかります。ただし、イラストレーターだけの力だけで
はなく商品そのものの品質と知名度、SNSを日常的に使う世代に合わせた施策が合わさった結果です。

・事業者が保有する商品/サービスにひとつコラボレーション要素を加える
→本件ではイラストレーターを活用しています。イラストレーターが巾着を提供するだけでは117名中110名がイラストレー
ターコラボの支援を行うことはなかったはずです。事業者が自社の商品にひとつ工夫を設ける、今回であれば熊野筆に対しイラ
ストレーター直筆のレーザー刻印、という要素を加えたからこそ特別感が発生しました。この工夫は事業者にとって手間になり
ますが、新商品開発コラボ等の大きなリスクを背負う必要もなく現実的な施策となります。

・事業者もしくは商品/サービスと親和性のある専門家(インフルエンサー/クリエイター)とコラボレーションを実施する
→今回、熊野筆の化粧筆を元にクラウドファンディングを実行しました。コラボしたイラストレーター3名とも女性で、それぞ
れのファン層も20代〜30代がメインです。全世代の中でECを最も活用する世代は30代、20代です。その層をファンとして持ち、
化粧に嗜みのあるイラストレーター3名だからこそ、本件は成り立っています。

・ストーリー/背景を作り込む
→WEBやSNSで情報や口コミが散見されるからこそ、「なぜこれを行うか」、「誰がどのような理由で」をシンプルに伝えるこ
とは重要です。広島筆産業が本事業に参加した理由からヒアリングし、誰に何を届けたいか/現実的なスケジュールや資源範囲
で事業を実施することができるか、そのためには誰と何をなぜ行うか、を吟味し、その背景をストーリー立てて発信しています。

・商品が保有するイメージを活用し、初見の人にも購入しやすい金額を設定する(消費者目線)
→熊野筆の化粧筆は、サッカーなでしこジャパンがワールドカップ制覇した際に注目を浴び、熊野筆=品質よく高価な化粧筆と
いうイメージが世間にありました。優れたものであるというイメージは一朝一夕では作ることができません。ただ、そのイメー
ジだけ活用しても、商品自体の金額が消費者(本件ターゲットだと20代〜30代前半)が購入しようと思った際に、かけ離れた金額
だと購入には繋がりにくくなります。特に今回のように、初めて熊野筆の化粧筆を使うであろう消費者に商品を届けたい場合は、
金額が適正であるかどうかは重要です。

本事業での学び
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(４）バズマーケティング試行モデル事業

４．実施結果のまとめと検証

②モードプランニングタニモトの試行モデル事業 : Instagram立ち上げとECサイト立ち上げ
ブランド「ThornyPath(トニーパス)」のInstagram立ち上げと運用、ECサイトの立ち上げと販売
を実施します

○試行内容概要
・モードプランニングタニモトさんによるInstagram立ち上げ、ECサイト制作と販売をプロデュースします。 InstagramもECサ
イトもゼロからの立ち上げということで、ひとつずつ周知を拡大し、EC売上の基盤を作ります。
・吹春友介さんhttps://www.Instagram.com/fukiharu0804/ 、まつきりなさんhttps://www.instagram.com/matsuki rina/ を起用し、ト
ニーパスの衣装にマッチしやすい自然にあふれるキャンプ場(静岡県)で撮影。
・撮影した写真はInstagramおよびEC販売サイトで使用します。
・トニーパス在庫数と初のEC販売を鑑みて、EC販売期間は10日間の限定販売で実施します。

○効果測定方法
・Instagramのフォロワー数比較 / フィード投稿比較 / ストーリーズ投稿比較
・ECサイトへの流入数比較 / 販売個数

○実施媒体と実施URL
・Instagramトニーパスアカウント https://www.instagram.com/thornypath.official/

・トニーパスEC販売サイト(STORESにて作成) https://thornypathofficial.stores.jp/

○期間
・撮影2020年12月14日〜2021年1月31日 / Instagram運用2020年12月8日〜2021年2月14日 / EC販売2021年2月5日〜2月14日
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４．実施結果のまとめと検証

②モードプランニングタニモトの試行モデル事業 : Instagram立ち上げとECサイト立ち上げ

Instagram
https://www.instagram.com/thornypath.official/

EC販売ページ
https://thornypathofficial.stores.jp/
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４．実施結果のまとめと検証

○制作メンバー
プロデューサー

和泉 琴華 (いずみ ことか)
東京にて2016 年よりフリーランスのイラストレーターとして活動。若い女性を中心に人気を集め､
Instagramフォロワー総数約80,000人｡https://www.instagram.com/kotoka izumi/?hl=ja

2019 年バレンタインでは GODIVA とデザインコラボレーション。他全国の蔦屋書店でのポップアップ
ショップ販売や､各商品ブランドとのデザインコラボレーションも多数実施している｡2020年8月株式会
社IN設立。プロデュース業も開始。

モデル

まつき りな
岡山県出身。イベントやライブ番組のMCなどを中心に活動。Instagramストーリーズで始めたこじらせた
人への恋愛相談返しが話題となり数万件の質問が殺到。毎週第2・4日曜日には渋谷クロスFMにて「まつき
りなのこじらせラジオ」がスタートし、メインパーソナリティーとしてお笑い芸人さんのゲストとリス
ナーからの恋愛相談にのっている。
https://www.instagram.com/matsuki rina/

吹春 友介 (ふきはる ゆうすけ)
読者モデルやサロンモデルをやっていた延長線で、SNSの活動を開始。理学療法士として活躍しながら、
モデルやインフルエンサーの仕事を行っている。
https://www.instagram.com/fkharuu/

②モードプランニングタニモトの試行モデル事業 : Instagram立ち上げとECサイト立ち上げ
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４．実施結果のまとめと検証

アシスタント

浅利 琳太郎(あさり りんたろう)
東京在住｡BARKINSTYLE所属の現役モデル｡http://barkinstyle.jp/model/957.html
Twitterフォロワー94,000人､Instagramフォロワー109,000人｡インフルエンサーのキャスティングや
youtube運営を行う｡

カメラマン

井崎 竜太郎 (いざき りゅうたろう)
福岡出身。2016年より拠点を東京に移し写真家として活動。広告、ファッションのみならず、向井太一
のアーティスト写真や、雨のパレードのグッズヴィジュアルなど音楽のジャンルでも活躍。また、自身
の作品制作や展⽰活動にも注力している。
https://www.instagram.com/izryu/

②モードプランニングタニモトの試行モデル事業 : Instagram立ち上げとECサイト立ち上げ
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４．実施結果のまとめと検証

○Instagramアカウント/ECサイト開設と運営のポイント
・初めてのInstagram/ECサイト運用なのでファン開拓をゼロからスタート
・井原デニムの各ブランドが集まる店舗のメイン客層(50〜60代が中心)とは異なるターゲット選定(20〜30代)
・既存の「トニーパス」シリーズの服を活用して展開し、可能な限り費用を抑えて進行
・アパレルの新作も定期では出していないため継続的な訴求には工夫が必要
・モデル、インフルエンサーの周知力を可能な限り活かし、運用の基盤を作る

Instagramアカウント
https://www.instagram.com/thornypath.official/

EC販売サイト(STORESにて作成)
https://thornypathofficial.stores.jp/

②モードプランニングタニモトの試行モデル事業 : Instagram立ち上げとECサイト立ち上げ

○Instagramアカウント開設/ECサイトの開設結果

フォロワー161の獲得、アパレル2着の売上を獲得しました！！



69

４．実施結果のまとめと検証

○効果測定
1.Instagramのフォロワー数比較 / フィード投稿比較 / ストーリーズ投稿比較の3種類
2.ECサイトへの流入数比較 / 販売個数の2種類

1. Instagramのフォロワー数比較 / フィード投稿比較 / ストーリーズ投稿比較の3種類

フォロワー数 : 2ヶ月間で0フォロワー → 161名 フィード投稿 : リーチ数が初回投稿12/8で89 → 1/15投稿で1412

ストーリーズ投稿 : リーチ数が12/18で214 → 2/7で850

Instagram立ち上げから数カ月後までの比較 :
・スタート時から投稿を重ねていき、2ヶ月で160名を獲得
しました。フィード投稿のリーチ数も1ヶ月で15倍の伸び、
ストーリーでも4倍ほどの伸びを見せています。

・日々の投稿で着実に周知が広がっています。

②モードプランニングタニモトの試行モデル事業 : Instagram立ち上げとECサイト立ち上げ

初回 2020/12/8 最新 2021/2/4
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４．実施結果のまとめと検証

2.ECサイトへの流入数比較 / 販売個数の2種類

ECサイト立ち上げから販売までの比較 :
・InstagramからECサイトへの流入数は12/8で1件のみでした。そこから1ヶ月後の1/11のInstagram一回の投稿によって30アクセ
スに至っています。1回の投稿でこのアクセス数を獲得しており、その後の投稿でも安定したアクセス数となっています。

・ECサイト立ち上げを12月から実施し、WEB上での知名度がない状態にも関わらず、1月2月ともにアクセス数は月1500件を越える
数を作ることができました。ただ、ECサイトの平均滞在時間が12秒であることは課題です。商品数増加や商品金額の見直し、商品を
伝えていく動きを取る必要があります。

②モードプランニングタニモトの試行モデル事業 : Instagram立ち上げとECサイト立ち上げ

ECサイトへの流入数 : 1月、2月で毎月1500程度のアクセス

※青グラフが2月、赤グラフが1月

ECサイトへの流入数 : 初回投稿で1クリック → 1月時点で30クリックへ

初回投稿
2020/12/8

1月時投稿
2021/1/11
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４．実施結果のまとめと検証

2.ECサイトへの流入数比較 / 販売個数の2種類

販売について :
・トニーパス在庫数と初のEC販売を鑑みて、2/5~2/14までの限定販売を実施しましたが、2着8万円の販売となりました。12月上旬
にはじめてSNS/WEBでお披露目をし周知を広げましたが、売上は思うように伸びませんでした。WEB上での情報の蓄積や認知度を
向上させるための時間が必要であったこと、商品単価が高いということ影響していると推測します。

・70ページ目右側の訪問者数で確認できますが、2/15以降も毎日訪問者は発生しており、個別に問い合わせもきています。継続的な
発信や購入しやすい商品展開やキャンペーン等を実施すれば、今後の販売増は期待できます。

②モードプランニングタニモトの試行モデル事業 : Instagram立ち上げとECサイト立ち上げ

ECサイトでの販売個数 : パンツ1着、コート1着 79,200円
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４．実施結果のまとめと検証

②モードプランニングタニモトの試行モデル事業 : Instagram立ち上げとECサイト立ち上げ
○まとめ

SNS/ECサイトの立ち上げを行ったことは、WEB施策の土台作りとなっています。SNSの効果的な手法や投稿がまったくわからな
い状態において、2ヶ月間で160フォロワーを作り、お客様候補を獲得したのはひとつの成果です。一方で、SNSマーケティング
や売上獲得を着実に上げていくためにはもう少し(数ヶ月〜半年)の時間が必要となります。この基盤を日々活用し高めていく作業
が必要となります。

・SNS/ECにおいてブランドイメージを明確に表現する
→検討会や個別研究会実施の経緯で、SNS/ECでは20代をターゲットに撮影や発信を行っています。これまでのトニーパスの客
層が60代中心の中で、トニーパスが保有する20代向けの商品を活用しイメージをひとつずつ作っていきました。ターゲットに
一致するブランドイメージを作り、それにそったスチール撮影を実施、発信を行っています。

・SNS/ECと合わせたリアルでの展開
→他社主催で備前・備中・備後(福山・井原。倉敷)のブランドが集まる三備インディゴワークスが2021年2/16〜3/31で開催さ
れ、3/10~3/12に東京で開催されるリアル展⽰会には、トニーパスも出展します。初めてのSNS/ECで一定数の認知を獲得しな
がら、実際にバイヤーや消費者と直接会うことができる場所を作ることは重要です。

・ターゲットとしている消費者を考えながらEC販売を行う
→本事業のトニーパス商品は仕様や縫製を非常にこだわったものにしているため販売価格は安くありません(シャツで2万円ほど、
コートは5万円ほど)。新たに作った商品ではなく、既存でトニーパスが持つ商品でEC販売を行いましたが、20代というター
ゲットに対して金額が高かったことは事実です。もちろん、ブランド展開の方向性がハイブランド志向の場合もあります。ター
ゲットとしている消費者を細かく設定して販売していくことは重要です。

・地道な運用
→SNSやEC運用は、立ち上げて即満足した販売につながるわけではありません。ブランドの歴史やこれまでの事業活動等、色々
な要因を活用し成長していきます。トニーパスにおいても、今回の基盤をもとに、主体的に東京での展⽰会/SNS運用/定期的な
新商品開発/購入しやすい商品も準備していく等を考え、進行しています。

本事業での学び
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(４）バズマーケティング試行モデル事業

４．実施結果のまとめと検証

③株式会社ベティスミス
ベティスミスのデニムサイト「デニムワークス」オープンキャンペーンとして、モデル/インフル
エンサーとコラボレーション企画、Instagram/ECサイトで周知実行

○試行内容概要
・モデルやインフルエンサーを活用し、InstagramとベティスミスHP(EC)でデニムづくりのキャンペーンを実施、SNSとECで
キャンペーン内容を周知し、店舗訪問の関心とSNSでの盛り上げ、EC販売のきっかけを作ります。
・キャンペーン内容は「ベティスミスと歩く、ベティスミス恵比寿工房&岡山店舗さんぽプランPR」。東京、岡山で撮影実施。
・Instagramで「店舗でデニム制作体験」企画を公開することで店舗の来場者増加、SNSのファン増加を狙います。加えて、EC売
上げにもつなげます。

○効果測定方法
・ベティスミスInstagramアカウントフォロワー数、リーチ数比較 / Instagramからキャンペーンサイトへのアクセス数の3種類
・モデル/インフルエンサーの投稿によるベティスミスInstagram流入数 / キャンペーンサイトへのアクセス数の2種類
・ベティスミスサイトのPV数比較 / デニムワークスのPV数比較 / カスタムデニム販売本数比較の3種類

○実施媒体と実施URL
・ベティスミスInstagramアカウント https://www.instagram.com/bettysmith1962/
・ベティスミスホームページ記事 https://betty.co.jp/2021/02/10/orderweb insta/
・ベティスミス運営「デニムワークス」 https://denimworks.co.jp/custom jeans/#/

○実施期間
・撮影2021年1月31日 / キャンペーン期間2021年2月10日〜21日(モデルのInstagram投稿期間2月14日~2月21日)
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４．実施結果のまとめと検証

③株式会社ベティスミス : Instagram/ECサイトキャンペーン
ECサイトキャンペーン
https://betty.co.jp/2021/02/10/orderweb insta/

Instagram
https://www.instagram.com/bettysmith1962/
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４．実施結果のまとめと検証

③株式会社ベティスミス : Instagram/ECサイトキャンペーン

○制作メンバー

和泉 琴華 (いずみ ことか)
東京にて2016 年よりフリーランスのイラストレーターとして活動。若い女性を中心に人気を集め､
Instagramフォロワー総数約80,000人｡https://www.instagram.com/kotoka izumi/?hl=ja

2019 年バレンタインでは GODIVA とデザインコラボレーション。他全国の蔦屋書店でのポップアップ
ショップ販売や､各商品ブランドとのデザインコラボレーションも多数実施している｡2020年8月株式会
社IN設立。プロデュース業も開始。

見津 賢(みつ さとし)
東京在住のプラチナム所属現役俳優｡https://talent.platinumproduction.jp/mitsusatoshi
Instagramフォロワー16,000人｡カメラ撮影やAdobeイラストレーター､フォトショップ､
Premiere Pro､アフターエフェクト等の技術を有し､パッケージなどのグラフィックデザインや
アニメーショングラフィックエディター、カメラマンとして幅広く活動している。
・CALATAS SHAMPOO 企画デザイン、ECサイト運営管理
・RUIEN 19AW ビジュアル撮影(vivi 19年11月号掲載)
・Hart 2019AW ルック撮影 など

ディレクター/カメラマン
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４．実施結果のまとめと検証

③株式会社ベティスミス : Instagram/ECサイトキャンペーン

○制作メンバー
モデル(東京チーム)

ChiEmi(ちえみ)
自身でアパレルブランドLINK(リンク)を
運営している、ブランドプロデューサー/
ディレクター。
https://www.instagram.com/cyoshi
/

上杉圭哉(うえすぎけいや)
ちえみさんの実の彼氏。日常をInstagram
に乗せています。
https://www.instagram.com/keiya ue
sugi/

モデル(岡山チーム)

ISAKO(いさこ)
ドライブ好きなアラサー女子₃
▷おでかけ情報︓岡山たまに県外
▷グルメ︓ランチ・スイーツ
https://www.instagram.com/isakooon
/

RYOTA(りょうた)
◼◼岡山県在住 / シンプル男子 / フリーラン
ス
◼◼『こなれ感』のあるシンプルファッション
◼◼効果を実感できるスキンケア紹介
https://www.instagram.com/ ryt. /
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４．実施結果のまとめと検証

③株式会社ベティスミス : Instagram/ECサイトキャンペーン
○Instagram/ECサイトキャンペーンのポイント
・Instagramフォロワー数増加、実店舗への訪問意欲向上を中心に施策組み立て
・結果としてデニムのEC販売売上向上につなげていく
・店舗の魅力、デニムの質の良さを伝えていく

○Instagram/ECサイトキャンペーン結果

ベティスミスInstagramフォロワー数335名増加！ECサイトPV数10倍以上増加！
ECでのカスタムデニム注文数8本獲得！！
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４．実施結果のまとめと検証

③株式会社ベティスミス : Instagram/ECサイトキャンペーン
○効果測定

1.ベティスミスInstagramアカウントフォロワー数/リーチ数比較 / Instagramからキャンペーンサイトへのア
クセス数の3種類
2.モデルの投稿によるベティスミスInstagram流入数 / キャンペーンサイトへのアクセス数の2種類
3.ベティスミスサイトのPV数比較 / デニムワークスのPV数比較 / カスタムデニム販売本数の3種類

1.ベティスミスInstagramフォロワー数比較 / キャンペーンサイトへのアクセス数の2種類

フォロワー数 : 335名増加(キャンペーンスタート前から14.6%増加)

画像下部の数字は投稿を見た人数→

ベティスミスInstagram比較 :
・キャンペーン実施前2/9から2/21
まででフォロワー数が335名増加し
ています。キャンペーン前からは
14.6%も伸びており、大きな効果を
もたらしています。潜在顧客350名
近く獲得できたことは、大きな成果
です。

・各投稿の閲覧数も増加、投稿の
リーチアカウント数も20,000件を超
え、キャンペーン前の30日間と比べ
270%増となっています。

・ベティスミスがホームページや
Instagramを過去から継続的に運営
してきたことにより、情報/信頼の蓄
積が出来ていることは大きな要因と
なります。
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４．実施結果のまとめと検証

③株式会社ベティスミス : Instagram/ECサイトキャンペーン
○効果測定
1.ベティスミスInstagramフォロワー数比較 / キャンペーンサイトへのアクセス数の2種類

サイトアクセス数 : 1676件 / キャンペーン前30日間と比較し1340%増加

ベティスミスInstagram比較 :
・キャンペーンサイトへは1676件
のアクセスが発生しています。
キャンペーン前のサイトアクセス
に比べ約13倍のアクセス増加と
なっています。

・プロフィールへのアクセス数も
11,000以上獲得しており、ベティ
スミスへの関心を持つ人が、本期
間で11000名以上Instagramを訪
れ、キャンペーンサイトにはその
10%強の1,676名がアクセスし、
潜在顧客を獲得しています。
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４．実施結果のまとめと検証

③株式会社ベティスミス : Instagram/ECサイトキャンペーン

2.モデルの投稿によるベティスミスInstagram流入数 / キャンペーンサイトへのアクセス数の2種類

ChiEmi : フィード投稿

・フィード投稿は1回実行しました。

・一度の投稿で約8400名のいいね獲得、17万人へのリー
チが発生しています。

上杉圭哉 : フィード投稿

・フィード投稿は1回実行しました。

・一度の投稿で約3700名のいいね獲得、10万人へのリーチが
発生しています。
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４．実施結果のまとめと検証

③株式会社ベティスミス : Instagram/ECサイトキャンペーン

2.モデルの投稿によるベティスミスInstagram流入数 / キャンペーンサイトへのアクセス数の2種類

ISAKO : フィード投稿 / リール投稿 ※ISAKOさんはフォロワー10,000人未満のため、インサイト情報表記が異なります

・フィード投稿は2回実行、ストーリーズやリール
は複数回投稿しています。

・フィード投稿では計8000名に、ストーリーズや
リールでは毎回800名程にリーチしています。

・地元岡山で活動するISAKOさんにはベティスミス
の店舗を訪問いただき、本店で体験できるデニムづ
くりのPRを行ってもらいました。

・コメントでも「マイデニムつくります」という嬉
しい声も。
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４．実施結果のまとめと検証

③株式会社ベティスミス : Instagram/ECサイトキャンペーン

2.モデルの投稿によるベティスミスInstagram流入数 / キャンペーンサイトへのアクセス数の2種類

RYOTA : フィード投稿

・フィード投稿は2回実行しました着こなし術(左側)は25,500リーチ、カスタムジーンズ(右側)は105,000リーチ獲得して
おり、投稿内容で佐差が出ています。

・ベティスミスキャンペーンウェブサイトへのクリックも3件と、20件で差が生じる結果となりました。
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４．実施結果のまとめと検証

③株式会社ベティスミス : Instagram/ECサイトキャンペーン

3.ベティスミスサイトのPV数比較

・実施前の1月29日〜2月9日と実施中の2月10日〜2月21日の比較
・実施中の12日間と実施前の12日間のベティ
スミスホームページPV数等を掲出しました。
実施前より38%の増加を見せてます。特にモ
デル各位が告知した14日以降に顕著です。

・なお22日以降のPV数も20日21日と同じよ
うな数を推移しており、引き続き情報発信を
行っていけば、PV数を一過性でなく継続的に
増やすことが可能です。

・実施中の12日間と実施前の12日間のユーザー数等を
掲出しました。

・PV数と同様に、ユーザ数も44%伸びています。新規
でホームページを訪れるユーザー数も増加しました。

・ユーザーからの認知は獲得しているため、次はどの
属性のユーザーにどのような製品をどのような価格で
提供するかを定め、ユーザーターゲットに合った施策
を実施していくことが重要です。
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４．実施結果のまとめと検証

③株式会社ベティスミス : Instagram/ECサイトキャンペーン
○まとめ

Instagramのフォロワー数を増やす、店舗への来訪者を増やすことをメインとした施策として、フォロワー数を大きく伸ばすこと
ができました。店舗来訪者については、コロナウイルス感染症の影響如何によるため、現時点(2021年2月下旬の緊急事態宣言下)
では答えを出すことは出来ない状態です。ホームページ/ECサイトへの誘導も大きな成果を作ることが出来ました。EC販売につい
て8本の販売という結果で、まず第一歩を踏み出したという印象です。WEBマーケティングにおいて、消費者は「認知→関心→検
討→購入→リピート」という消費者の動きがあると言われています。今回はフォロワー増加と店舗来訪者増加という「認知→関
心」をメインに施策を実行しました。

・SNSで何を目的にするか明確にする
→本事業では、SNSを通して「フォロワー数増加」と「店舗認知拡大と関心拡大」を最大の目的として設定した企画を作成して
います。そのためECでデニムを購入する動機を作る企画ではなく、店舗に訪問してみたいという企画に注力しています。SNSを
使い何を達成したいかを明確にしていたため、思った以上の成果を上げることができています。

・コラボレーションする専門家とのコミュニケーション
→コラボレーションしてモデル、インフルエンサーの方々とは本事業の目的、ベティスミスの強みや魅力に関しての打ち合わせ
を実行しています。共に試行事業を実施する方と、できる限り同じ目線で動いてもらえるようコミュニケーションを取ることは
重要です。

・単発でなく継続を
→今回、恵比寿店舗の撮影をメインにベティスミスInstagramアカウントで投稿企画を実施しています。2月10日~2月14日ま
で繋がりのある写真を5日連続で投稿しました。単発で花火を上げるような動きでなく、継続した施策を実行することは重要で
す。なお、今回の企画だけではなく、ベティスミスでは広報担当を設け日々Instagramの運用やホームページでの情報発信、EC
サイトの新商品販売を行っています。そうした継続的な事業運営が大前提であることは言うまでもありません。

・既存のファンへの発信/コミュニケーション
→今回、335名のフォロワー増加があり、そのうち約2.4%の8本のカスタムデニム販売が発生しました。新規開拓を行うよりも
既存の消費者のリピートを促すのは商売の鉄則です。元々ベティスミスのフォロワーであった約2,200名の方を含めた2,600名
近くのフォロワーに対し、今回の2.4%を購入者数数値目標とした企画やキャンペーンを実施していくことは非常に有効です。

本事業での学び
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４．実施結果のまとめと検証

○本事業全体の振り返り〜準備段階〜

【事業の組み立て方】

①目的を設定する : 何を叶えたいかという命題/最上位の概念

②ターゲットを設定する(誰に) : 資源(ヒト、モノ、カネ、時間等)をどこに集中投下するかの的

③何を販売していくか決める(何を) : 資源をどう使っていくかの配分

④どうやって販売していくか決める(どのように) : 具体的なプラン

例) 妻が誕生日を迎えるのでお祝いしたい(目的)。妻を喜ばそうと思っている(ターゲット)。
旅行に行くのが好きだから、貯金を使って旅行に連れて行こう(何を)。温泉が好きなので有馬温泉に二泊三日
で予約した、車で朝からドライブしていこう。(どのように)

本事業の試行事業では、SNS等の専門家を活用しEC売上に繋げることが目的でした。そこから、各事業者の
ターゲットを選定し、資源を何に使うか設定、その後に具体的に何を行うか決定しました。①の目的がずれる
と、②〜④をすべて見直す必要があります。また、②が変わると③の見直しも起きます。

①②③④の順番で進行し、可能であれば調査やトライアル実施を重ねて、もしくは過去に似たような事例があ
ればその際のデータを参照し、数値目標を設定していくと自社においての情報や知的財産等の資源が蓄積され
るため、根拠を持った事業運営を行うことが可能になります。

事業の準備段階においては、各団体/事業者の事業目的、何を達成したいのか、誰に届けたいのか、どのよう
に行うのかをまとめることが非常に重要です。この部分が定まらないまま進むと目的なき行進となってしまい
ます。まずは、事業を行う際に基本的な項目を確定させることが必要です。
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４．実施結果のまとめと検証

○3事業者との試行事業による振り返り

3事業者との試行事業では、3者3様の事業を実施しました。それぞれ置かれた状況や体制はまったく違うもの
ですが、一般消費者向け(BtoC)に展開するバズプロモーション/EC事業において重要なことは一致します。
外部と連携するどのような場合においても、自助努力を行うことは何よりも重要です。SNSやWEB上で影響
力のある人間を活用 = 何もしなくても自社製品の販売が伸びる、わけではないことを念頭に事業展開を行っ
ていきましょう。下記一部ではありますが、チェックポイントを記載します。

【SNS専門家等を活用した事業を行う際のチェックポイント】※重複している部分あり

・消費者視点に立っているか(商品/価格はターゲットに合っているものか)?

・誰の何のための商品/サービスを提供するか明確にしているか?

・商品/サービスを一言で伝えられるか?

・商品/サービスに親和性のある専門家を選定しているか?

・専門家とコラボレーションする背景、ストーリーを明確にしているか(何のためにコラボするのか)?

・専門家との実施内容範囲や条件を確定しているか?

・日々の情報発信を行っているか?

・情報発信も、見る人達に何のための情報か(見た人がどうなってもらいたいか)を明確にして行っているか?

・専門家だけでなく、事業者も含め双方で結果を出すための努力をしているか?


