
Instagram活用のご提案(アパレルブランド)



「インポートセレクト  ボーテ」という、海外の洋服のオンラインセレクトショップの会社に
ご提案をしているという設定です。※架空の会社となります

事業内容：
オーナーがヨーロッパを周りながら直接買い付けた服をオンライン上で販売。

ブランドコンセプト：
あなたの毎日にちょっとした異国情緒のアイテムがでアクセントを加え、心躍る瞬間をつくります。

事業の課題：
まだまだブランドの認知度が低く、ターゲットの人たちにアプローチができていない。
一応Instagramのアカウントは開設してみたものの、詳しい人が社内にいないため、あまりフォロワーも増え
ず、反応もないまま放置になってしまっている。

提案SNS：
Instagram

　　✓今回の例について



御社の一番の課題として挙げられたのは、まだまだブランドの認知度が低いため集客が難しい状
態にあるということです。

なので、本アカウントの大きな目的としては、今まで ブランドのことを知らなかったお客様に対して、
まずは知ってもらうきっかけをつくる 、ということに定めました。

もちろん、知ってもらうだけでは意味がありませんので、知ってもらったところから普段の Instagram
上でのコミュニケ―ションでいかに購買意欲を高め、購入にまでつなげられるかというところの設計
も含めてご提案させていただきます。

　　✓提案概要



誰に
ファッションに敏感で、無名な海外ブランドでオシャレなものを見るのはもともと好き。

ただ、値段が高いことが多いであまり買えない /雑多なインポート通販の中で自分の好きなも

のを探すのは結構大変という悩みを抱えている。

何を届けるか

・見ているのがワクワクするような写真とその商品の背景 →投稿

・ファッションのポイントなどを実際に着用したりしてみながら紹介→ライブ配信＆ IGTV
・買い付けなどのリアルタイムの情報発信→ストーリーズ＆投稿

・購入レビューの紹介→投稿

・何が知りたいか？どんなものが欲しいか？などの アンケート→ストーリーズ

なぜフォローされ

るのか

・どんどん新しい、異国情緒あふれる素敵なイメージとその商品の背景が投稿され、見てい

るだけで楽しいから。

・無名のインポートブランドを日本人が実際に着用イメージなどを見せながら紹介してくれる

ところは他にはないから。

・買い付けの様子など、裏側を見るのがワクワクするから。

流入経路
インフルエンサーによる紹介、いいねやコメント 、ハッシュタグ、メディアでの紹介

✓アカウント設計―概要



コアターゲットのペルソナ

性別、年齢、家族 女性、30代前半、夫と2人暮らし

職業、年収 会社員、400万円

休日の過ごし方

Instagramで情報収集をし、行きたい場所を見

つけて行ってみたり、買いたいものをみつけて

買ったりすること。

カスタマージャーニー

ファッションが好きで、人と被らないオシャレなものを着こなしたい彼女は、いわゆる有名ブランドではないブラン
ドを集めたインポートのブランドショップなどを見つけるのが好きだ。

インスタグラムでは、自分が目指したいオシャレな人たちをフォローしたりしている。

ある時、その人がボーテで買った、という投稿をしているのを見て、アカウントに行ってみたら、すごく自分の感性
にピッタリの商品が並んでいて、思わずフォローした。

その時は特に購入には至らなかったが、フィードやストーリーズに流れてくるものを日々見ている中で、「これ可
愛いな、欲しいな」とチェックするものが増えていった。
インスタライブをやっているのも知って、観てみたら、着こなしなども説明しているところがとても魅力的で、購入
に至った。

✓アカウント設計ーターゲット、カスタマージャーニー



投稿

購入共感・記憶情報収集認知・興味関心 シェア・拡散

ストーリーズ

IGTV

インフルエンサー
の投稿から、アカウ
ントに来て、今まで

の投稿などを
見る

定期的にタイムライン
に流れるものを見る

インスタライブに参
加する

検討

購入する商品をイ
ンスタライブで決

め、購入

自分のアカウント
で商品の写真を
撮って投稿

する

行

動

思

考
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ト

自分の好きなインフル
エンサーの投稿を見

る

みんなにも自
慢したい！
ショップについ
ても紹介しちゃ
おう。

ずっと気に
なってたこの
商品、買っ
ちゃおう！

着たときのイ
メージも見えて
くれるから安心
だな。

この人の着て
る服、どこで
買えるんだろ
う？

インフルエンサー
の投稿

素敵なセレク
トショップだ
な、フォロー
しておこう。

個人のインスタ

商品について
の背景もすごく
分かるし、面白
いな！
これもあれも可
愛い！！

アカウントの
今まで投稿された

コンテンツ
インスタライブ



✓プロフィール

シンプルに、ブランド名＋ officialで良いと思い
ます。
あまり複雑な名前にせず、検索しやすくして
おくことが必要です。
(案)beaute_official

アイコンはブランド名を覚えてもらいやすい
ようにロゴタイプをいれましょう。

カテゴリがここに表示できます。
「ショッピング・小売り」を選びましょう。



✓プロフィール プロフィール文では、どんなブランドなのか、何を発信して
いくのか、どこで商品を売っているのかを明確にしましょ
う。UGCを促す#も入れておくと良いでしょう。
(案)
インポートセレクト ボーテ公式

現地に行ってセレクトしたヨーロッパの洋服を販売しています👗
あなたの毎日に異国情緒のアクセントでちょっとした心躍る瞬間
を💓
・商品の背景を知れるコンテンツ
・着用ポイントをお伝えするインスタライブ
をお届け♪
購入したら#インポートボーテ を付けて投稿いただくとご紹介さ
せていただくことも！
↓ECサイトで販売中

ハイライトの項目案
・新商品
・買い付け
・インスタライブ
・ブランド

URLはECサイトを設定



✓投稿内容について

コンテンツは大きく分けて、 5種類をご提案いたします。

①見ているのがワクワクするような写真とその商品の背景 →投稿

➁ファッションのポイントなどを実際に着用したりしてみながら紹介→ライブ配信＆ IGTV

➂買い付けなどのリアルタイムの情報発信→ストーリーズ＆投稿

④購入レビューの紹介→ストーリーズ＆ハイライト

⑤何が知りたいか？どんなものが欲しいか？などの アンケート→ストーリーズ



見ているのがワクワクするような写真とその商品の背景

商品が魅力的に撮れている写真を 1枚目に、商品の背景がわかる写真を 2枚目以降に入れましょう。

商品写真に関しては、ショッピング機能でタグ付けをしましょう。

※Instagramショッピング機能について

https://business.instagram.com/shopping/setup?locale=ja_JP
キャプションに関しては、どんなブランドなのか簡潔に、また背景の説明も入れましょう。

値段などの最低限の購入を検討するのに必要な情報も入れておいてあげると親切だと思います。

イメージ

✓投稿案① 頻度：週2程度

本日ご紹介するのは、スペインの新ブランド、
agradable👚

デザイナーのアドリアナはまだ30代と若く、現代美
術を研究してたどり着いた斬新なデザインが得意
🎨

着ているだけで気持ちが明るくなるようなスペインら
しい商品です✨

シャツ　￥10,000
パンツ　￥12,000
シューズ　￥18,000



✓投稿案➁ 頻度：週1程度

ファッションのポイントなどを実際に着用したりしてみながら紹介→ライブ配信＆ IGTV

どうしても基本的に普段の商品の着用写真は外国人のものが中心になるため、日本人が実際に着用したイ

メージをしっかり見せてあげる機会が必要と思います。

毎週〇曜日〇時～など決めて、お客さんに覚えてもらえるようにすると良いでしょう。

ライブ配信をした後、そのまま IGTVに載せて、ライブ配信を見ていなかった人も閲覧できるようにしましょう。

イメージ



✓投稿案➂ 頻度：買い付け時

買い付けなどのリアルタイムの情報発信→ストーリーズ＆投稿

買い付けに行った際には、現地の様子などをリアルタイムで発信するようにしましょう。

気軽に撮ったものについてはストーリーズに、素敵な写真がとれた時は普通の投稿にするなどの使い分けを

すると良い思います。

イメージ



✓投稿案④ 頻度：レビューを見つけるたび

購入レビューの紹介→ストーリーズ＆ハイライト

エゴサーチをしたときにお客さんの投稿が見つかったら、積極的にスクリーンショットをしてハイライトに載せる

ようにしましょう。

メンションと感謝のコメントをつけて載せてあげるとレビューを書いたお客さんも喜んでさらに拡散をしてくれる

可能性があります。

イメージ



何が知りたいか？どんなものが欲しいか？などの アンケート→ストーリーズ

✓投稿案⑤ 頻度：月2程度

ストーリーズのアンケート機能を使いましょう。

アンケートをとることで、お客さんのニーズがわかるとともに、お客さんがブランドに参加をしている気分になる

ことでブランドへのロイヤリティも高まります。

イメージ



真面目さの中にもちょっとした遊び心や親しみやすさを感じさせるキャラクター

特別に立ったキャラクターでなくても良いです。
真面目さを感じさせながらも、少し親しみを持てるように、
・基本語尾は「です・ます」調
・絵文字を一投稿に3～5個くらい遊びで使う
トーンが良いと思います。

イメージ

✓キャラクターとトーン＆マナーについて

本日ご紹介するのは、スペインの新ブランド、
agradable👚

デザイナーのアドリアナはまだ30代と若く、現代美
術を研究してたどり着いた斬新なデザインが得意
🎨

着ているだけで気持ちが明るくなるようなスペインら
しい商品です✨

シャツ　￥10,000
パンツ　￥12,000
シューズ　￥18,000

商品は写真をクリックして出てくるリンクか、プロ
フィールURLのオンラインストアからチェックできま
す👀



✓ハッシュタグについて

ハッシュタグは基本的に画像と関連のあるものをつける必要があります。
画像と関連するもの＋毎回つけるハッシュタグという組み合わせでつけていくと良いです。

ハッシュタグを考える時のポイントは、 その投稿を探す人はどんなハッシュタグをつけて探しそうか を考えて
つけることです。
30個までつけられますが、 15個くらいつけるのが良いと言われています。
関連性が低いものは付けないようにした方が良いです。

また、検索数が多すぎるタグは最初のうちは表示されないため、検索数が少ないものもバランス良く入れて
いくことが必要です。 (とはいえ1,000件以下などはそもそも検索されていない可能性も高いので、少なすぎ
るものは避けましょう )

具体的なハッシュタグは次ページでご説明します。

海外のファッション等に興味がある方がそのような情報について調べたときに見つかりやすいように
しておく必要があります。



基本的につけるタグ

・すべて⇒#インポートボーテ  ＃インポートセレクトショップ ＃海外ファッション  ＃海外コーデ  #海外トレンド #トレンドファッ

ション #服好きな人と繋がりたい

・その時の投稿に合わせたもの⇒ #初夏コーデ  #きれいめファッション #大人女子コーデ #30代ファッション #柄ブラウス #
キャップコーデ 
などの季節/年代/アイテムに沿ったもの

✓ハッシュタグについて

https://www.instagram.com/explore/tags/%E5%A4%A7%E5%A1%9A%E7%BE%8E%E5%AE%B9%E5%AE%A4/


✓分析方法(Instagram インサイト)

ブラッシュアップしていくために見るべき指標

Instagramのインサイトを定期的に見てどんな投稿が反応が良いのかを
確認していくことは非常に大切です。

主に見ていただきたい点でいうと、

①プロフィールへのアクセス
→この投稿をみてからプロフィールへと飛ばれた回数です。ここが多いと
フォローにつながりやすいので、大切な数値です。

➁リーチ
→この投稿をみたユーザー数です。

➂保存
→投稿が保存された数です。発見に表示されていろんな人の目につく投稿
になるためにかなり大切な数値です。

④ウェブサイトクリック
→プロフィールに飛んで、プロフィールの URLがクリックされた回数です。こ
の数値が多いほど、購買意欲を高めた投稿だといえると思います。

① ➁

➂

④



SINISを活用

Instagramのインサイトでも分かることは多いのですが、 SINISだとより期間を絞れたり、細

かい数字を一覧でみられ、 CSVダウンロードもできるので、こちらを活用して分析をしていく

のが一番良いです。

facebookページの管理者になると利用が可能です。

https://sinis.jp/

✓分析方法(SINIS)



✓投稿時間

なるべくターゲットが見ている時間に投稿することが大事です。

御社のフォロワーさんの情報をインサイトから確認したところ、 18時～一番見ている人が多いため、その少し
前の17台くらいに投稿するのがベストと考えられます。

この時間帯に難しい際にはクリエイタースタジオ
(https://www.facebook.com/business/learn/lessons/creator-studio-overview)などの予約投稿機能
を使ったりするという手もあります。

この時間帯に投稿しなくても問題はないのですが、ブラック企業と思われないように、 22時以降は避け
たほうが良いと思います。



✓フォローする /しないの基準

基本的にフォローは積極的にしなくて OK

しっかり人気があるアカウントとしてみてもらい、フォローされやすくなるために、 フォロワー数＞フォロー数であ
ることが大切です。

そのためにも、こちらからのフォローは積極的にしなくて大丈夫です。

フォローされた場合にも、フォローバックは基本なしで OKです。
フォローバックをしていると、ファンの中でも、「なぜこの人はフォローバックしているのに、自分はしてもらえな
いのか」などの不公平感が出る可能性があります。

関係のある会社や団体のアカウントだけフォローバック する形で良いと思います。



✓コメントに対しての返信

必ず心をこめた返信をしましょう

コメントに対して返信をしてもらえると、コメントした人は嬉しいので、ファンとのつながりの濃いアカウントになっ
ていきます。

「コメントありがとうございます！」に加え、 その方だけに対しての返信であることがわかる ものだと良いと思い
ます。

(例)
コメント：とてもカワイイお洋服ですね！

返信：
コメントありがとうございます✨
こちらのお洋服は私もスペインで一目ぼれしたものです ☺
○○様のような鮮やかな色を着こなされる方にはぴったりだと思います♡



✓炎上対策

普通の運用をしていれば極端に恐れる必要はないですが、最低限以下は守りましょう

炎上対策として、以下のような内容を投稿したり、投稿にコメントやいいねをしたりするのは避けましょう。

政治 / 宗教 / 性的なもの  / 差別 /特定の有名人を批判するようなもの  / 賛否両論ありそうな話題



まずは、ルーティーンとして以下を回していくと良いと思います。

・投稿の分析(20min)ー2週に1回

・上記を踏まえての次週の案だし (1h)ー2週に1回

・投稿作成(20～30min)ー週3～4回

・インスタライブ (準備30min 実施30min)ー2週に1回

✓ルーティーン

・ターゲットに対してのいいね (20～30min)ーできれば毎日 (空き時間などでOK)

・インフルエンサーアプローチ 5件(15min)ー週3～4回



まず、アカウント自体に気づいてもらうために、フォロワーをたくさん持つインフルエンサーの方に商
品とアカウントを紹介してもらうという施策が有効です。

フォロワー数十万人規模のインフルエンサーになるとかなりの金額を払わないと厳しい場合がほと
んどなので、まずはそこまでではないけれど、 確実にファンがいる方に対して商品を提供する代わり
に宣伝をしてもらいましょう。

DMでその旨をご連絡して、OKをもらえたら、商品を送って投稿してもらいます。
その際、必ず「#PR」はつけてもらうようにしましょう。

✓ターゲットに気づいてもらう方法①　インフルエンサー施策



インフルエンサーの探し方について

探す方法としては、つけるハッシュタグのところでご提案したハッシュタグ (＃インポートセレクトショップ 
＃海外ファッション  ＃海外コーデ  #海外トレンド #トレンドファッション #服好きな人と繋がりたい 等)を検索に
かけ、「人気投稿」にあがってくるアカウント を見ます。

それを一つひとつ確認し、下記ポイントをチェックします。

・ブランドのイメージとあっている方か

・フォロワーは多すぎ /少なすぎないか (5000人～1,2万人くらいがオススメです )

・フォロワーを買っているアカウントでないか (フォロワーをチェックしたときに外国人が多すぎたりしな
いか)

・その方のフォロワーは届けたい層なのか (今回のブランドは女性がターゲットなので、男性フォロ
ワーが多すぎるとNG)

✓ターゲットに気づいてもらう方法①　インフルエンサー施策



✓ターゲットに気づいてもらう方法➁　いいねをする

ターゲットにいいねをしてまわりましょう

確実に自分たちのアカウントに気づいてもらうための施策として、 ターゲットの投稿に対していいねをしていく と
いう施策は、地道ですが有効ですので、続けていくと良いと思います。

ターゲットの人がつけていそうなハッシュタグ に対していいねをしていきます。

(例)
＃おしゃれさんと繋がりたい
＃服好きな人と繋がりたい
＃海外ファッション  
＃海外コーデ 
#海外トレンド 
＃トレンドファッション

「最近」タブに切り替えて、左上の投稿をクリックし、上から
順ににいいねをしましょう。



✓ターゲットに気づいてもらう方法➁　いいねをする

いいねをする際の注意点

1回あたり100いいねを、1時間以上間隔をあけて行ってください。

1時間あたり100いいね以上、1日に1000回以上はやらないようにしてください。 (ブロックされる可能性がある
ため)

万が一ブロックされてしまった場合には、一度ログアウトしてまたログインをすると解決される場合が多いです
が、なるべくされないように注意しましょう。



KGI

KPI

運用開始から半年で30名/月新規購入

毎月リーチ：約30,000

毎月オンラインストア誘導
(プロフィールクリック、ショッピングリンククリック )：約300人

新規購入オンラインストア誘導 ⇒

30名

10％

300名

✓KGI・KPI

リーチ

30,000リーチ

⇒

1％

半年後の月間目標

プロフィールクリック
ショッピングリンクのクリック


