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Ammonite Works Inc.
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出展：メディア総接触時間の構成比 時系列推移（1日あたり・週平均）：東京地区 博報堂DYメディアパートナーズ メディア環境研究所
「メディア定点調査 2019」

出展：博報堂ＤＹグループ・ソーシャルメディア・マーケティングセンター
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地方自治体主催
フォトコンテスト

アパレルEC

文房具メーカー

ライフスタイル
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女性向けアパレルECアカウントにおいて、コンテンツ投稿、プレゼントキャンペーン施策、UGC
（ユーザー投稿コンテンツ）促進施策等実施した結果、大幅な数値の改善を達成。

自社運用
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アンモナイト
ワークス運用

フォロワー数推移

5,000増加

20,000増加

UGC投稿数推移

約500から2,000超へと
4倍以上の増加
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目標フォロワー
1,000人
～3000人

目標フォロワー
3,000人
～8,000人

目標フォロワー
8,000人
～数万人
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1.Instagramアカウント運用で大事な4点。

・「世界観」の構築

・フォロワーとのコミュニケーション

・「数値」の把握
→細かなテクニックも必要だが、テクニックだけではフォロワー数は伸びません。
アカウントのコンセプトとなる「世界観」を決定しそれに沿って投稿、
投稿に関してフォロワーとのコミュニケーションを密に行い、
これらの運用状況を常に数字でチェックすることが重要です。

・集客キャンペーンと広告
→通常の投稿だけでは短期間で大きくフォロワーを増やすことは困難です。
アカウント運用は既存ユーザーの「リテンション」と考えて、
集客のためのキャンペーンや、広告の実施も併せて検討します。
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2.「世界観」の構築
・ターゲット設定
・投稿コンセプトの決定
・統一感のある写真
→「拡散性」の低いInstagramは「一気にバズる」ことはなく、コツコツと
「ファン」を集めていく運用イメージです。「ファン」を増やすために、
ステキな、価値ある世界観をアカウントの投稿一覧に構築します。

3.フォロワーとのコミュニケーション
・いいね！、コメント、DM
・一般ユーザーへのフォローバック
・フォロー・フォロワー比（FF比）：1～5%程度

4.数値の把握
・インサイトの分析と活用
・目標とする数値（KPI）の設定（フォロワー数、エンゲージメント率を重視）
・新規フォロワー獲得と、フォロワーの維持（リテンション）の施策を分ける
・新規フォロワー獲得の施策（キャンペーン、ハッシュタグの活用）
・リテンション施策（ファンを増やす）
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5.テクニック集
・ハッシュタグ有効利用（オリジナルの統一ハッシュタグを決定）
・フォロー＆イイねによるプレゼントキャンペーン
・フォローバックせず、イイねや返信、ストーリーを活用してコミュニケーション
・他メディアからの流入
・テキストのレイアウト
・グリッド投稿
・リポストによるUGCの利用
・動画（ストーリー、IGTV、リール）の活用
・インフルエンサー
・投稿時間、頻度
・アカウント名、プロフィール欄
・画像フィルター
・いいね、フォローのポリシー設定
・フォロワーへの投げかけ投稿
・アンケート機能
・ビジネスアカウント設定
・フォトコンテスト 「グリッド投稿」例

!
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6ヶ月契約
月額運用費

3ヶ月契約
月額運用費 初期費用 月間フィード投

稿回数
アカウント
設計 投稿戦略 月次レポート

コンサルティング
プラン ¥50,000/月 ¥60,000/月 ¥50,000 当社では投稿は行わず、貴社スタッフ投稿の分析と

改善提案、サポート、コンサルティングを提供
ライトプラン ¥145,000/月 ¥150,000/月

無料
3～5回

◯ ◯ ◯スタンダード
プラン ¥285,000/月 ¥300,000/月 8～10回

備考
・投稿素材はご提供をお願いします。
・投稿へのコメントやDM返信はフォロワー獲得の観点から可能な範囲で実施希望いたしますが、貴社コミュニティガイドライン等に抵触する場
合は対応方針を協議させていただきます。
・契約期間満了後は、同期間と金額での更新となります。終了時は1ヶ月前までにご連絡ください。
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投稿素材制作 投稿に必要な素材を当社で制作や撮影代行いたします。 1点1万円～

インフルエンサーPR インフルエンサーを活用したプロモーションです。
アカウントと親和性の高いインフルエンサーをアサインします。 5万円～

プレゼントキャンペーン企画 賞品選定、キャンペーン設計、投稿、等。
賞品費用、発送料等は別途ご負担をお願いします。 10万円～

Facebook/Twitter/LINE対応 Instagram投稿をベースにテキスト調整、画像リサイズ、URL追加、等を行い
投稿を最適化します。 10万円/月～

Instagram広告配信 フォロワー獲得、投稿のエンゲージメント向上の広告配信を行います。 10万円～
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一般事例：ご参考
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