
　皆さま、ご参加ありがとうございました。貴重なお時

間を一緒に共有出来嬉しく思います。また LinkedIn 
Japan 皆さま、特に編集部 蛯谷さん、村井さん

ご協力深謝申し上げます。ご協賛ありがとうございま

した。

　昨日 資料をお送りします。こちらが昨日 ポストですが、 10時

間ほどで2081 viewsになっています。これ 一人で なかなか到

達できない数値です。ブーストと読んでいますが、エンゲージメント

を高めるに 組織で動いた方が良いと言う実証例になりました。

　私たち アプローチ 従来 方法と 全く異なり、中長期に渡る

継続的な成長を絶対的な価値観としております。

　多く 方からもっと具体的な方法について知りたいと 要望を頂

き、とても嬉しく思っています。ニーズに合わせたプログラムも用意

しております で、お気軽にお尋 ください。
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　こちらが、皆さまより頂いた評価です。多く

方に喜んで頂けたという印象です。ありがとう

ございました。また、様々なインプットも頂きあ

りがとうございます。当日行ったアンケートに

ついて 次 ページ以降にて参照出来ます。

明らかな課題として 、「短い時間でど テー

マを扱うか」でした。ニーズや置かれている立

場が様々です で、最大公約数を目指しまし

たが、や り無理があったようにも思えます。

課題としたいと思います。

　個別に回答したい ですが、生憎どなた

コメントかを特定出来ない で、別途 msgを

頂けれ 有り難く存じます。
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MeetUp Tokyo 2について 評価

● ストーリーがあってわかり易かったですが、短い時間で プレゼンでした で、広く浅くといった感じです。次回 個人 プロファイル

づくりに絞ってご説明いただきたいです。

● 同窓会で ページ作成検討に入ろうと思います。

● 初めて知ることが多くて、とてもためになりました。linkedin 必要性を十分理解できるも でした。今日 帰り道 電車から、

Linkedin プロファイル作りを頑張ろうと思います。

● 大変参考になりました。今日 参加者 皆さん リテラシー 、もしかしたらもう少し上かな？と感じますが。いかがでしょうか。

● リンクトインを使う事 メリット 何となくわかりました。観察をする事をお勧めされていましたが、お勧め アカウントなどを教えてい

ただけるとありがたかったです。

● 非常に良かった ですが、駆け足過ぎて1つ1つをもう少し深掘りして聞きたかったです。質疑応答というと堅苦しいですが、もう少し

双方向にディスカッションができるとより良いなと感じました。

● 今回 内容が、広く浅くリンクドインで出来る事をお話し頂いたかと思います。こ アンケートにどこに一番興味を持ったかを聞い

て、そこを深堀頂いても良いかと思いました。

● 現状 Linkedin 立ち位置やユーザー数など一部知っている情報もあったが、最初から最後まで興味を持ってお話を聞くことが出来
ました。

● プログラム 内容より ど ように活用し成果につながった かなどを具体的に聞くことが出来れ より興味が湧いて聞くことが出

来たと思う。

● ど ようなコンテンツを配信したら良い か、頻度とあわせ、具体例をお教えいただけるとありがたいです！それが、職業・業界別にお
見せいただけるととても嬉しいです。
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● 何故、日本で LinkedInが浸透しきれていない か？海外と 使い方に違いがある か、国 文化・国民性な か、リアルな意見を
細かく聞きたかったです！また、冒頭に今日 Goalがより明確だと期待値も設定出来てより良かったと感じました。と 言え学び多く、
ぜひ次回も参加&引き続きお付き合いお願いします！

● 貴重なお話、ありがとうございます。初心者がつまずきがちな部分をひっくり返す、というセッションがあると嬉しいです。

● 自分 プロフィールを人 目に止まるように書いたつもりでしたが、まだ気がついていない点が沢山あった。アルゴリズムを考えな

がら書くという事を意識しないといけないと気が付きました。

● 今回 ありがとうございました。会社ペース 運営 もう少し目的を検討したいと思います。

● パーソナルブランディング 熱狂が企業ブランディングにつながるという話がとても参考になりました。リクルートも、メルカリもパーソナ
ルブランディングから 気がしました。

● あとアルゴリズム 秘密 話が他で知り得ない話でした。即使おうと思います、ありがとうございました。

● とっても良い話をしている(Linkedinにおける自身 在り方) ですが、頭 良い人にありがちな話が飛ぶ。ストーリー性に欠ける。

結局何が言いたい か分からない。みんなが他 人にシェアがあまり出来ないかもしれません。

● トップページ プロフィールを充実させることと日本語と英語を両方入れること 勉強になりました。ありがとうございました。

● 細部 内容をもっと知りたい部分がありました。社員 エンゲイジメントを具体的にどう上げて行く か、などなど 途中で見失ってし

まう項目がありました。全体的にとても元気をいただけました。ありがとうございました！

● LinkedIn 知らなかった機能や、ポイントが知れて、早速実践しようと思いました。

● グローバルカンパニーで働いていますが、ApacやUSと、日本 マインドセット 温度差に日々悩んでいますが、LinkedIn 角度か

らパーソナルレベルを視点で今日 ような話をして貰えたら、じんわりグローバル 動きや大事さ、スピード感を体感から体得しても

らえそうだなと感じました。

● 海外で 利用状況 肌感をもっと共有してほしいです。
● 日本でまだ浸透していない で感覚がわからないです。
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● 結局SNS 周りが使ってないとなんか面白くないし活用する が難しいと思ってました。そしてなかなか周りに伝えずらかったですが
LinkedInを使ってもらうポイントや価値が深まった。一部いうてること 理解できるけど何を使えたかったかわかりにいことがありまし
た。 今から話す 、

○ これ、これ、これです。（目次みたいな ）
○ 最後にまとめとして、これこれこれを理解できましたか？
○ そして一番大事な これだから 。
○ と最後に理解 確認を促すとより、自分 理解が正しいか確認できる で助かります。

● 信頼している分、質問を用意して参加したが出来なかった。消化不良(時間が足りない)→それだけ中身に満足をし、今後 期待が

高いと捉えていただけましたら幸甚です。

● LinkedInをなぜ今活用すべきな か、どうしたら効果的に使える かが、論理的かつ簡潔にまとめられており分かりやすかった。貴

社 ど メニューを利用すれ 、個人・企業でどれだけ 費用対効果が得られる か、具体的な事例が入っていると、より客観的

な説明で説得性が増したと思う。本日 ありがとうございました。

● Linkedin ことをほとんど知らない状態で参加したためか、FBと 違いがまだイマイチ掴めませんでした。そ 辺りをもう少し説明し

て欲しかったです。

● 有意義な時間でした。そ ように理由として 、大きく二つあります。一つ目が、Linkedin 理解を深めることができたから。特に
Facebookと 違い、ほか SNSと 用途 違いを学ぶことができて、今後使い分けやすくなったと感じています。二つ目 、Linkedin

必要性を感じることができたから。今後 トレンド・キャリア 考え方(仕事を探している人 プッシュ→プル型へ シフト)を学んでそ
こから、よりLinkedin 人 透明性 高さがこ トレンドにマッチしていると学ぶことができた。

● 会社、人、組織 観点でとても有意義なセッションでした。
● 個人的に 20代 キャリア支援をしている で、海外 学生へ 講義でど ようにLinkedInを組み込んでいるかを発信いただけると

幸いです。
● また、小さくても優良企業 日本にもたくさんあります。弱者 戦略として、LinkedIn 有効なツールになりうると思います。が、ツー

ル あくまで手段で、LinkedInを戦略に組み込むために、個人、組織が掲げるミッション、バリューから、持つべき意識、価値観、行

動にど ように落としこむか、貴社 コンサルティングサービス内容について、もう少し因数分解したお話をうかがいたいです。



LinkedIn 疑問に答えます

Tokyo 2019 06 12
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企業・大学(教育機関)向け 提供プログラム 

◆B2B ocial elling Program (法人アカウント運用支援) 

LinkedIn 法人アカウント「Pages」を活用。運用 基礎から日常 運用までをコンサルティングします。 

※B2B Corporate ideo Marketing Program 

法人アカウント支援に動画活用を加えたプランです。案件ごとに内容をお伺いしながら制作物 概要や見積もりを提示します。 

 

◆B2B N  program

社員個々 アカウントにおいてLinkedInで 発信力を高め、企業活動 訴求と実利につなげます。初期段階で 社内で希望者を募り運用状況をチェックし

ながら効果を高めます。 

※ご要望に応じて早期退職者支援Planなどもご提供可能です。 

 

◆早期退職者サポート Program

個人 能力をLinkedInを活用して発信、よりよい再就職先と コンタクトを支援します。 

 

◆B2B Inbound Program

LinkedInを じめ、サイトや他 N を活用しながらリード獲得、提案に至るまで プロセス構築をサポートします。 

 

◆学生就業サポート Program

大学・専門学校向けに用意したプログラムです。学生がよりよい就職先とマッチングするため N 活用プランです。 

 

◆ パーソナル・サポート Program

個人向けに用意したプログラムです。リンクトイン プロフィール 整備からパーソナルブランド お手伝いをします。 

  tamotsu.kamata@academyin.biz



AcademyIn 欧州で育ったB2Bデジタル・コンサルティング会社です。LinkedInを中心とした企業内パーソナルブランド確立、次世代 ビジネスプロセス

運用、そして個人と組織を同時に成長させることを目標にしています。 

LinkedInでB2B企業をサポート 

◆B2Bも「ひと」が企業 価値を高める。  
B2B 購買プロセス 大きく変わって、特定 営業担当者を知っているというアプローチから、あ 人「たち」を知っているという視点に移り
つつあります。こ 「人たち」 世代も専門も異なります。従って特定 担当者に頼ったアプローチで 、購買過程における企業 信用確
保 限定的です。
 
購買過程において57%が、対象会社にアプローチする前にすでに購買調査を終えていると言う調査結果もあります。ますますネットや N
における日常的な発信やコミュニケーションが必要になっている です。
 

◆PushよりPullに重点を。  
従来 Push型 広告戦略から、継続的な情報発信によるPull型営業にシフトすることを目標とします。顧客 事前にあらゆる情報をネット
収集します。次 ステップで最適と思われる担当者を探します。あらかじめ担当者 信頼を得ておけ 、購買プロセスに至る大きな可能性
に繋がります。そこで私どもがお勧めしている新手法 、従来 会社中心 情報発信から、「ひと」を中心とした情報発信へ シフトです。
個人 価値を高め、信頼されるパーソナルブランドを作り上げていく手法です。「こ 人なら大丈夫、信頼できそうだ」という「ひと」を御社か
ら多く輩出できるよう、複数 カリキュラムを駆使してサポートします。
 

◆で 、AcademyInと ？  
既に多数 実績があり(600時間、総参加人数300人)、 ocial sellingを熟知しているメンバーを揃えました。 ocial sellingに 実際にB2Bに
おける購買プロセスを理解し、また実際 営業経験がある我々でしか伝えること できない事例が豊富にあり、リアル感を持って伝えるこ
とができます。ヨーロッパで 手法を日本向けにアレンジし、御社 タレント育成をサポートします。 

実績

www.linkedin.com/company/academyin/
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