
SNSマーケティングプラン

企業ロゴ・キャラクターを作って
withコロナ時代
のSNSでのPRに
活かしませんか？
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スカイシーズオリジナルキャラクター翔(かける)君



withコロナ時代
消費者は非常にピリピリしています。
こんな時代のコミュニケーションには
キャラクターの力が有効です

スカイシーズでは、
オリジナルキャラクターの開発と

ＬＩＮＥスタンプ化まで
平均２０万円前後

でお手伝いさせていただいております。
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CNN 2020.03.28掲載

感染リスク低減へ「距離をとって」、企業各社がロゴで呼びかけ

新型ウイルス対策のために人との距離を置くよう求める「ソーシャルディスタンス」や、
マスク着用を求める習慣を広めようと、

おなじみの企業ロゴやキャラクターを変更し、広告キャンペーンを行った。



■コカ・コーラ
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■マクドナルド

今は顧客との間に一定の距離が生まれた状況だが、
両者は「いつでも一緒にいられる」ことを

この画像で表現。

文字同士の隙間が大きくあいた特別バージョンのロゴを採用。
その下には「距離を置くのが、つながり続ける一番の方法」という

スローガンが記されている。

Facebookに掲載

ニューヨーク・タイムズスクエアの広告に掲載
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■サントリーコーヒー BOSS

■フォルクスワーゲン

アルファベットのＶとＷが完全に切り離された特別ロゴ。
「安全のために社会的距離を取ることに

協力してくれていることに感謝。」を示している。

通常のパイプをくわえたロゴにを
マスク着用に変更

さらに・・・

SNSに掲載
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■BOSS 「宇宙人ジョーンズ・宇宙人からのアドバイス」篇
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2020.05.20 webにて公開

2020.05.21 オンエア開始(全国）

2020.06.14現在 再生回数：566万回

2006年4月の第1弾放映以来、14年間放送した
歴代90本以上のCMの中から

19のシチュエーションを抽出し、再編集したもの。

「とにかく、全力で手を洗おう」 「マスクをつけて2メートル以上離れよう」 「家にいよう」 「窓を開けて換気をしよう」



消費者との
コミュニケーションに
ロゴやキャラクターが
役立つことは

Facebookの事例からも
わかります
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２．株式会社スカイアーク

BtoB企業が発信する情報は、固くなりがちですが、キャラクターを作って発信すれば、
ユーザーのタイムラインにうまく溶け込む形で情報を届けることもできます。

Facebookページを運用するにあたっては、対企業だけではなく、一般のユーザーにもファンになってもらえるような、
ユーザーとの距離が近いコミュニケーションを心がけて、よりよい関係を構築し、成功しています。
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マスコットキャラクター、イラスト写真を使用し工夫

Webインテグレーターなどの事業を行っている。
マスコットキャラクターの「そらちゃん」を活用したプロモーションで、

Facebookページでは約7,600人のいいね数を誇る。
投稿内容が誰にでも伝わるように、

イラストや写真をふんだんに使用した投稿がメインです。
BtoB企業なので一般のユーザーとの接点を持つことが

なかなか難しいですが、対企業だけではなく、
幅広いユーザーから支持を集めています。

■BtoB企業 Facebookアカウント運用成功例



Facebook/Twitter
マーケティング調査
と成功事例について



・Facebookのアカウントを使って、投稿内での広告・宣伝活動は無料。

・有料のFacebook広告も自分で出稿が可能
※表示されたりクリックされたりした回数に応じてあらかじめ定めた広告料を支払うという仕組みになっています。

・Facebookアカウントやその投稿が検索エンジンの表示結果の上位に表示される傾向がある。

・Facebookの口コミは実名登録のため、信頼性がある。

・Facebook内のインサイトで無料でアクセス分析が出来る。(ビジネスアカウントのみ)

・有料広告を出した場合は、広告マネージャというツールを使うことで、ターゲット層にどれくらい届いたか、
売上にどれほど貢献したかなどを分析することができます。

特徴

11

■Facebookを使ったマーケティング
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2019年4月時点
国内月間アクティブユーザー数：2,600万人
(2017年9月時点：2800万人)

【ユーザー数】

出典：SanFranTownWebマーケティング
2019年8月更新！ソーシャルメディア最新動向データまとめ

・30～40代での利用者が多い
・テキストでの投稿が中心なため情報商材など
無形商材を取り扱っている企業に向いている
・中小企業の経営者から高い支持を集めている

【特徴】

【フォロワー多い企業アカウント】

1位：楽天/7,224,053人
2位：ANA/1,824,820人
3位：Softbank/1,392,462人

＜Facebookの年代別人口比グラフ＞

■Facebookについて
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■SNSを活用している企業
平成30年通信利用動向調査の結果
ソーシャルメディアサービスの活用状況（企業）（出典：総務省）

平成30年の段階ではSNSを活用する企業が年々増加傾向。（ここ数年の傾向は不明）

利用目的では、宣伝、定期的な情報の提供が上位。
次に会社案内、人材募集です。

平成30年の段階では個人でも全体の60％がSNSを活用、
20代は78.5％、30代は74.8％、40代は70.6％が活用しており、全世代で平成30年の段階では利用する人が増加しています。
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【個人アカウント】 【ビジネスアカウント】

大きな違いとして、ビジネスアカウントでは複数人の管理人を設定することができます。
マーケティング担当者が複数人おり、

広告担当やアクセス解析担当にわかれる場合は、それぞれ権限設定も可能。

SSSの
アカウントはこちら

■Facebookアカウント種類について
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◆解析例
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【PC表示】
◆投稿は文字数に関係なく、6行目から「もっと見る」として省略される。
◆空白の改行も1行としてカウントされ、全てを含めて6行目以降が省略される。

【スマホ表示】
◆投稿は150文字目まで表示され、以降「続きを読む」として省略される。
◆改行も1文字としてカウントされる。

いかに5行目・150文字目までに読者を引き込めるようなコンテンツを練り込めるか。

■Facebook投稿表示
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BtoB

・自社サービス紹介
・セミナー、展示会案内
・ブログ更新お知らせ
・企業歴史
・業界ニュース
・サービス、商品の導入例
・リンク投稿(ＨＰリンク）
・画像投稿

BtoC

・キャンペーン告知
・新商品情報
・写真などのビジュアル
・サービス、商品の導入例
・リンク投稿(ＨＰリンク）
・画像投稿
・動画投稿

■Facebookにおける企業アカウント投稿内容の特徴



18

◆BtoB企業のFacebookアカウントでは、企業が発信したい投稿とファンが求める投稿のバランスが大切。

◆Facebookは集客の入り口とし、具体的な宣伝や成約は自社のWebサイトと役割を分けることで売上に結びつく。
一見集客に繋がらなさそうな投稿で、人々の興味を引きつけて自社サイトに誘導して集客する。

◆2日に1投稿（週に4投稿）程度が理想だが、投稿回数より質が重要。

◆よくある質問のQ＆Aを投稿したり、親しみが感じられるように、身の回りの出来事を写真つきで投稿する。

◆自社のブランディングにあった投稿を心がける。

◆ベストな投稿タイミングは、21時〜22時。
通勤や帰宅時、就寝前に、チェックする方が多い。

Skyseas

■Facebook集客成功事例



1. シュワルツコフ プロフェッショナル

本来はBtoC企業ですが、「シュワルツコフ プロフェッショナル」では美容業界で
働く方々（美容師やサロン経営者等）にとって役立つ情報発信を行っています。
自社商品に関するノウハウだけでなく、ヘアケアに関する情報を広く扱うことで、

業界内で一定の支持を獲得することに成功しています。
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顧客という概念は取り払い、美容業界のプラットフォーム

ヘアケア製品で世界的に知られるシュワルツコフは、
BtoB向けのシュワルツコフ プロフェッショナルを

Facebookにアカウントを設けています。
インターナショナルアカウントのため、
ファン数は100万件以上ですが、

投稿は各国でローカライズされています。
1～3日に数回、写真の投稿が多いのが目を引きます。

■BtoB企業 成功例
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3.ウサくま有限会社

Web制作などの事業を行っている。
手がけた動画のシェアはもちろん、Facebook担当が

気になった記事などのシェアや
日常生活の中で撮影した写真なども投稿されている。

一般ユーザーが見て楽しむことができる投稿

企業ページというよりも個人ページのようなFacebookページ。
企業に対して自社のデザイン力のアピールをしているだけではなく、

一般ユーザーが見て楽しむことができる工夫をしている。

■BtoB企業 成功例
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◆Facebook
投稿シェア+自分の意見など ブログ更新コラム

■企業代表取締役アカウント

経営者が会社としてではなく、個人で活動している人が多く
経営者同士の交流をはかることで、

パートナーを増やしている企業が多い傾向があります



◆広告表示箇所：3か所

・デスクトップ右側広告枠(PCのみ)
・デスクトップ/モバイルニュースフィールド
・Facebookの提携するデベロッパーアプリ
（Facebook、Instagram、Audience Network）

・年齢や性別などプロフィールを活用した精度の高いターゲティングが可能。
・リスティング広告に比べてクリック単価が安価のため、少額(100円～)から実施できる。
・Facebook内だけでなく、外部サイトへの誘導が可能。
・自分たちで運用することが可能

・リンク広告
・カルーセル広告 ※1つの投稿に複数のリンク付き画像を投稿すること

・動画広告

◆広告の種類：3種類

【メリット】
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カルーセル広告

■Facebook広告

※広告画像内に20％以上テキストをいれてはいけないルールあり。
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◆料金

■Facebook広告

◆ 1日の最小予算
インプレッション（表示）: 1日当たり100円～
クリック、「いいね！」、動画再生数、または投稿のエンゲージメント: 1日当たり500円～
クーポンの利用、アプリのインストール、他の頻度の低いイベント: 1日当たり400円～

https://www.facebook.com/business/help/716180208457684?id=1792465934137726

掲載する広告ごとに予算を設定。
広告掲載期間を通してなるべく均等に予算を消化するようにしている。
設定した予算を超える料金が請求されることはない。消化金額はいつでも管理可能。

※予算:広告の掲載で消化する予定の金額です。
消化金額:実際に支払う金額(予算の範囲内で使用された金額)です。

https://www.facebook.com/business/help/203183363050448?id=629338044106215

https://www.facebook.com/business/help/203183363050448?id=629338044106215

https://www.facebook.com/business/help/716180208457684?id=1792465934137726
https://www.facebook.com/business/help/203183363050448?id=629338044106215
https://www.facebook.com/business/help/203183363050448?id=629338044106215
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2018年10月国内月間アクティブユーザー数：4,500万人
(2016年9月： 4,000万人）

【ユーザー数】

【特徴】

【フォロワー多い企業アカウント】

・140文字以内でつぶやくシンプルなSNS
・リアルな友人関係だけではなく、好きな芸能人や
コミュニティーなどの「興味関心」でつながっている
・メインとなる属性：10～30代の男女

1位：ローソン/4,950,131人
2位：スターバックスコーヒー/4,802,034人
3位：セブン・イレブン・ジャパン/3,378,467人

■Ｔｗｉｔｔｅｒについて

＜Twitterの年代別人口比グラフ＞

出典：SanFranTownWebマーケティング
2019年8月更新！ソーシャルメディア最新動向データまとめ
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◆Twitter

・株式会社ベイジ 枌谷力社長

フォロワー数：49,000
フォロー数：2,408
ツイート数：14,000

■企業代表取締役アカウント

■伝わる提案書の書き方をアップ ■WEBセミナーの開催を告知

・会社のHPの社長の記事にリンク

いいね数：5,706、リツイート数：1,014、
コメント数：7を獲得

「WEB制作」のジャンルに限らず、「BtoBマーケティング」「デザイン」「組織論」
「キャリア論」といったことを中心にツイートしています。

・peatixのイベント紹介記事にリンク
1,600名以上が参加

いいね数：314、リツイート数24、
コメント数：11を獲得
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・株式会社才流（サイル） 栗原康太社長

フォロワー数：18,000
フォロー数：26
ツイート数：20,000

■企業代表取締役アカウント

■「企業に必要なマーケティング施策」を紹介 ■セールスコンテンツの重要性を紹介

・ほとんどのBtoB企業で取り組んだ方が良い
マーケティング施策を紹介
いいね数：2,362、リツイート数：441、
コメント数：4を獲得。

BtoBマーケティング支援を行なっている、（株）才流の代表の栗原さんのアカウント
は戦略立案から実行支援まで行なっており、ツイート内容もとても質が高いものば
かりなので、多くの人にシェアされています。

・トップセールスの条件としてコンテンツを
作れるということを紹介
いいね数：84、リツイート数：14、を獲得。

◆Twitter


