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SNS時代における消費者の行動

�

DECAXの例

SNSはフロントエンド商品に誘導するツール

例：ダイエットに興味があるAさん　痩せたいAさんは、最近ネットでダイエット関連の記事を読んでいる。

SNSで見ていた記事の中に、あるサ
プリメント販売会社が発信するダイ
エット関連の記事を「発見」する
（ハッシュタグ検索や広告などで）。

その記事が勉強になったり、世界観が
好きなので、そのアカウントをフォロー
し、Aさんとの「関係」が構築され始め
る。

そのサプリメント販売会社の発信
する他の記事も「確認」し、さらに
関係が深まる。

関係＆確認作業の中で比較検討を
行い、Aさんの中でニーズが顕在化
し、思い出すことによって「購入」に
つながる。

そのサービスを「体験」して、その
感想をSNSなどの自身のSNSやク
チコミなどで「共有」する。

Discovery
（発見）

Engage
（関係）

Check
（確認）

Action
（購買）

eXperience
（体験と共有）

POINT

広告が効かなくなってき
ている現状があるので、
いかに広告色なくター
ゲットのユーザーに自ら
「見つけた」と思わせら
れるかが重要。

POINT

ユーザーは、「確認」のとき
に、HP等の飾った情報では
なく、SNS等のリアルな情報
を求めるので、SNSでの情報
発信が必要。

POINT

いきなりバックエンド商品に
誘導するのはハードルが高
いので、セミナーや体験会な
どのフロントエンド商品（入
口商品）を「購入」してもらえ
るように導線を設計。

POINT

指定ハッシュタグ付き投稿で
特典が手に入るなど、ユー
ザーがその体験を共有する仕
組みを作っておく必要がある。
その共有が別の人の新たな発
見につながっていく。

POINT

関係構築段階でアドレス入力などを求め
られるとユーザーは離脱するため、SNSの
フォローやアプリのインストールなど「ライ
トな関係構築」をできるようにしておくこと
が必要。
→消費者は自分の情報を公開せずに、一
方的に情報を集められる優位性を求めて
いる（個人情報を取得したいのは企業側の
考えで、消費者はそれを求めていない）。

フロントエンド＝割引ありの初回購入、無料サンプル提供、セミナーなど
ミドルエンド＝通常価格でのリピート購入、本商品購入、個別相談など
バックエンド＝定期購入、高額商品購入、顧問契約など

SNS フロント
エンド商品

ミドル
エンド商品

バック
エンド商品【例】



ニュースフィードの基本的なアルゴリズム

・SNS内でアカウント同士がどれだけ
深く交流できているかを示す基準。
・いいねやコメント、メッセージのやり
とりなどが考慮される。

・いいねやコメントなどの反応の数が多い
投稿が優先される基準。
・「いいね＜コメント＜シェアor保存」の
順で重みが高い。

・時間的に新しい投稿の方が優先さ
れ、時間が経過するに伴って表示順
位が下がる基準。

主に上記の基本的なアル
ゴリズムと、次ページのア
ルゴリズムでニュース
フィードは構成されている。

主に上記の基本的なアル
ゴリズムと、次ページのア
ルゴリズムでニュース
フィードは構成されている。

時系列重視ではあるが、上
記「RELATIONSHIP：関係」
に似た基準も採用されて
いる。

タイムラインには友だちになっ
ているアカウントの投稿が流
れてくるが、上記のようなアル
ゴリズムも導入されている。

【経過時間】
TIMELESS：新しさ

【重み】
INTEREST：関心

【親密度】
RELATIONSHIP：関係
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その他の重要なアルゴリズム（Facebook）

その他の重要なアルゴリズム（Instagram）

◆ 動画ファースト（特にライブ動画）
◆ ビジネスページの投稿より個人アカウントの投稿を優先
◆ ユーザーが住む地域のニュースを優先表示
◆ アカウントのプロフィールが完全に入力されているなど、 ユーザーからの信頼性が高いアカウントの投稿は優先表示
◆ 「エンゲージメントバイト」の優先度は下げる
◆ URL（リンク）付きの投稿は優先度が下がる
◆ エンゲージメントを生成しないコンテンツを投稿するとアカウントのスコアが下がる 等

◆ 積極的にアクションを起こしているユーザーの投稿は優先される
◆ ユーザーが過ごした時間が長い投稿は重要視される
◆ FBと異なり、ビジネスアカウントか個人アカウントかを区別しない
◆ FBと異なり、画像か動画かで区別されず、エンゲージメントで判断する　 
◆ FBと異なり、フォローしている全ての人の投稿が表示される
◆ フィード投稿もストーリー投稿も万遍なく行うアカウントの投稿を優先する
◆ ハッシュタグが多いなどの理由で、優先順位を下げたりしない
◆ ハッシュタグと写真の親和性が重視される 等 �



各SNSの特徴
※2021年5月現在

弊社では、お客様のサービスやターゲットに合わせて、様々なSNSなどを組み合わせた施策のご提案が可能です。

世界総ユーザー数

SNS

国内アクティブ
ユーザー数

利用者層

特　徴

��億�,���万人/月

�,���万人/月

20～50代。
男女ともに幅広く利用さ
れている。

ユーザー数世界一のSNS。
外国人を取り込むには必
要。フィードが単なる時系列
では無いため、仕組みを理
解した運用が必須。今後
オープンなコミュニティか
ら、プライバシー重視のプ
ラットフォームへ方向転換。

��億人/月

�,���万人/月

国内では男性43％、女性
57％の割合。Instagramの
投稿から購買に至った経験
をもつ女性は、全体の4割以
上というデータも。

直近では、TikTokのような
投稿機能「リール」や、投げ
銭機能「バッジ」など多くの
新機能が実装。アプリ内で
購入が完結するショッピン
グ機能のアップデート予定
も。アクティブ率がLINE並み
に高い。

�億�,���万人/月

�,���万人/月

10～20代の若年層が中
心。

文字制限がある（日本語は
140文字まで）。Instagram
のストーリーズのような24
時間で消える投稿「フリー
ト」が実装。

�億�,���万人/月

�,���万人/月

月間アクティブ率 ��.�％ ��.�％ ��.�％ ��％

全年代幅広く使われてい
る。日本人の2人に1人以
上が利用。

メールマガジンと比較して、
開封率やクリック率が高く、
その代替ツールとしてLINE
を活用する中小企業が多
い。2019年4月に「LINE@」
が「LINE公式アカウント」に
統合。
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Instagramの台頭
※2021年5月現在

P5の情報に加え、公表されているものを以下にまとめました。

他にも、アメリカでは、Instagramショッ
ピングがアップデートされ、ECサイトが
なくてもInstagramアプリ内で買い物が
完結する機能が実装されるなど、
Instagramは人々の生活に欠かせない
ツールになってきています。

 80％のユーザーが
ビジネスアカウントをフォローしている。

国内では、男性43%・女性57%という割合になり、
男性ユーザーも増加している。

日本では、1日700万件のストーリーズが
投稿されている（2年で20倍）。

日本のDAUの70％がストーリーズを利用しているため、
通常投稿と同様にストーリーズの活用も必須に。

ユーザーの80%が、商品の購入を決めるために
Instagramを訪れる。

日本ユーザーがハッシュタグ検索をする回数は、世界平均の約5倍にのぼることから、
日常共有だけではなく、情報収集にも活用されていることがわかる。

ユーザーの80％以上が投稿をきっかけに、
なんらかの行動を起こしたことがある。

国内・アジア圏で5万部を突破した弊社ファウンダーの著書
「Instagramでビジネスを変える最強の思考法」では、
このようなInstagramを活用したマーケティングについて取り上げ、
Instagram時代に必要な考え方や集客の本質、実例を交えた
Instagramの活用法などについてまとめられています。

�



運用のポイント
SNSの投稿には主に以下の４つの投稿の種類があります。

日常型投稿

全く宣伝色のない内容で
ファンに共通点を見つけてもらい、

親近感を演出するための投稿
例：人間味のある内容で箸休めとして使う投稿

（季節感のある投稿やスタッフ紹介など）

情報提供型投稿

フォロワーが
「役に立った」と

喜んでくれるような
情報の投稿

例：自身の専門分野の豆知識などを
動画や画像で伝える形の投稿

（近年のSNSでは長文は読まれにくい傾向）

間接宣伝型投稿
宣伝色は出していないが

サービス名が文章に出てきていたり
商品が写真に

写っていたりする形の投稿
例�：写真や文章で世界観を伝えて

「この場所にいる自分」「この商品がある生活」を想起させて、
　　 集客につなげていくための投稿

例�：イベントの準備風景や、商品の製作過程など
プロセスを見せる投稿

直接宣伝型投稿

明確に宣伝色が
出た投稿

【Facebook・Twitter・LINE例】
販売ページの外部リンクを貼る形の投稿

【Instagram例】
ショッピング機能付きの投稿

�



運用のポイント

投稿の種類を使い分ける

適切な投稿タイミング

多くの企業様は集客のために直接宣伝型の投稿ばかりを行い
ますが、宣伝色の強い投稿はSNSでは避けられてしまいます。

直接宣伝 間接宣伝 情報提供 日常 適切な配分で投稿の種類を
使い分けることで

新規顧客の獲得に繋がります

1,500

1,000

500

0
真夜中 3：00 6：00 9：00 正午 真夜中15：00 18：00 21：00

BEST ��時～��時頃の夜の時間

BETTER �時台、１２時前後、��時台

※ターゲットや職種・目的などによっては、
　上記に当てはまらないケースもあります。

�
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投稿のポイント

適切な投稿の回数

実施期間

参加方法

結　果

［通常投稿］

3日1回～週に1回
［ストーリーズ］

1日1回以上

1日5回以上

［通常投稿］

1日1回～2日に1回
［ストーリーズ］

1日1回以上

［LINEタイムライン］

1日1回～3日に1回
［LINEメッセージ］

週に1回



投稿のポイント

投稿スケジュール

SNSは継続が必須。「今日はなにを投稿しよう」という状態では絶対に続かないので、予め投稿スケジュールを
作成しておく必要がある。

��

ex.スプレッドシート

ex.Trello（トレロ）



SNSキャンペーン

フォロワーやUGCを増やすことができる

活用事例
ニコンのカメラやレンズで
撮影され、光をテーマにし
た写真に、「#light_nikon」
のハッシュタグ付きでユー
ザーが投稿したコンテンツ
の中から、アカウント管理
者が選んだ作品をリグラム
する形の常時開催型キャ
ンペーン。

実施期間 常時

参加方法 指定ハッシュタグ付きの投稿

Instagramで���万件以上の投稿結　果

自社製品に関心のある
フォロワーの獲得を目
的に、自社製品をプレゼ
ントする形のInstagram
キャンペーン。

アカウントのフォロワー増
加を目的にした自社製品
であるシャンプーをプレゼ
ントするInstagramキャン
ペーン。

実施期間 �週間

参加方法 フォロー・いいね・コメント

当キャンペーン経由で�,���名以上の
フォロワーを獲得結　果

実施期間 �週間

応募方法 フォロー、いいね、コメント

���名の応募者が集まり、キャンペーン
実施月のフォロワー増加数は���名結　果

※弊社は様々なキャンペーンのご提案を行ってまいりました。SNSでのキャンペーン企画・実施の際は、ぜひご相談ください。

ハッシュタグを付けて投稿をしたり、フォローをするだけなので、申し込みフォームを記入したり、郵送で申し込んだりす
るよりも、ユーザーにとっては参加しやすい。企業側も自社キャンペーンに関する投稿を収集・管理しやすくなる。また、
プレゼントキャンペーンでフォローを条件にすることで、自社製品に興味のある見込み度の高いフォロワーを増やすこ
とも可能。

��



インフルエンサーマーケティング

インフルエンサーにPRしてもらう手法
SNS上で大きな影響力をもつ「インフルエンサー」に商品をPRし
てもらい、口コミを通して消費者の行動に影響を与えるマーケ
ティング手法。
企業が消費者に対して直接メッセージを発信する従来型のマー
ケティングと比べ、消費者の視点を取り入れた共感性と訴求力
の高いPRにより、商品やブランドに対する認知や購買意欲の向
上を期待できる。

UGCマーケティング

お客様の声を活用する手法
UGC（User Generated Content）とは、ユーザーの手によって生成された
コンテンツのこと。このUGCを生み出し、うまく活用することで、企業側はコ
ンテンツを作る工数を削減でき、場合によっては同時にユーザーレビュー
にもなり、口コミ効果も期待できる。
広告費をかけずに拡散していくUGCの活用は、近年のSNSマーケティング
において必須の施策と言える。

��



バックエンド商品の売上から、フロントエンド商品に誘導する際の広告費を捻出する。

WEB広告について

広告費を捻出する考え方

��

SNS フロント
エンド商品

ミドル
エンド商品

バック
エンド商品

・投稿
・広告

＋¥50,000円

＋¥460,000円

ex.個別相談
（単価￥0×3人）

ex.誘導率
30% ex.誘導率

30%

ex.セミナー
（単価￥5,000×10人）

ex.顧問契約
（単価￥460,000×1人）

※「（月3万円×12ヶ月）＋決算月10万円」の税理士の場合

－¥150,000円

=>+¥360,000

ex.CPA
￥15,000×10人



広告費は安く済むが、本来の目的であるバックエンド商品の販売からは遠ざかってしまう。

主要WEB広告の役割
高

顕在層

リスティング
広告 S

N
S
広
告

SNS投稿

潜在層

対象人数の多さ

低

見
込
み
度

リスティング広告は、
顕在層へのアプローチが

得意

SNS広告は、
潜在層にも

届けることができる

WEB広告について

直接フロントエンド商品に集客しない場合の広告手法

��

◆ メールアドレスなど見込み客のリストを集める
【CPA相場】　1メールアドレス＝1,000～2,000円

◆ SNSアカウントのフォロワーを増やす
【CPA相場】　1フォロー＝50～300円

◆ SNS投稿のエンゲージメント数を上げる
【CPA相場】　1エンゲージメント＝数円～30円

◆ SNS投稿のリーチ数を伸ばす
【CPA相場】　1リーチ＝0.1～1円



WEB広告について

リスティング広告の特徴
リスティング広告とは、GoogleやYahooのような検索エンジンの検索結果に表示される広告のこと。
ユーザーのWEB検索、つまり、ユーザーの悩みやニーズに対して広告を表示できるため、ニーズが明確な顕在
層に対し、効率よくアプローチをすることができる。

��

リスティング広告を導入する主な理由と留意点

デメリット

商品名やブランド名の検索に対して確実に広告表示したい

メリット 商品やサービスへの関心度が高い人に表示できるため、
費用対効果(CPA)が良い

認知度に左右されるため、対象人数（集客量）は少ない
認知度が低く検索量が少ないと、広告表示すらできない

ニーズが顕在化したユーザーに対してアプローチをしたい

メリット

デメリット

中長期の運用で費用対効果を改善しやすい

対象人数（集客量）はそれほど多くない
競合が多い検索キーワードを狙う場合、広告費が高くなる



WEB広告について

SNS広告の特徴
SNS広告では、SNSを利用しているユーザーに広告を表示することができる。
利用数・利用時間が増えるSNSに対して広告配信するため、リスティング広告より多くのユーザーにアプローチができ、一般認
知度の低い商品やサービスを認知拡大・販売することが可能。
広告配信するSNSを選ぶ際は、SNSの利用層（年代）や配信面の特徴を考慮する必要がある。

��

SNS広告を導入する主な理由と留意点配信面の特徴とユーザーの心理

・フィードやメッセンジャー上に広告表示
・近況や公式情報をチェック
 おすすめ　情報提供型の広告

・タイムラインやニュースなどに広告表示
・トークやニュースのチェック
 おすすめ　情報提供型or話題性のある広告

・フィードやトレンド欄などに広告表示
・情報や流行、面白ネタをチェック
 おすすめ　情報提供型or話題性のある広告

・フィードやストーリーズ上に広告表示
・企業やブランドなどの画像や動画をチェック
 おすすめ　画像・動画で訴求する広告

若年層に対してアプローチをしたい

メリット

デメリット

従来の広告では届きにくい潜在層や若年層にアプローチできる

インフルエンサーやUGCを活用するなど、
若年層に受け入れてもらいやすい広告にする必要がある

まだ認知度が低い商品をより多くの人に告知したい

メリット

デメリット

年齢・性別・地域の指定が可能なので、
より正確にターゲット層の認知を増やすことができる

売り込みが強い広告は嫌われる傾向にあるので、
潜在層に響く広告クリエイティブとLPの用意が必要



WEB広告について

広告にかかる費用

広告費の��%

※初期設定費やレポート費用は別途加算

広告運用代行費

※商品単価やターゲットなど様々な要因によって数値は
　変動しますので、一度ご相談ください。

・有料セミナーへの誘導
��,���～��,���円×集客したい人数

広告予算の例

広告費
推定CPA×集客したい数＝広告予算

��

LP制作費
��～��万円程度

※内容や対応範囲により費用は異なります。



各SNS広告の特徴

Facebook・Instagram

SNSの中でも特にFacebookは実名登録制なので、Instagramも含めて、その正確な情報を基にターゲティングできる。
特に、年齢・性別・地域を正確に分類できるのは強力。

Facebook・Instagramの広告はターゲティング精度が高い

YahooやGoogleの広告では、ユーザーのWEB内の行動
（見ているページなど）によって、年齢・性別を判断しているので正確性に欠ける。
※InstagramはFacebook傘下のため、Facebook広告の配信面の一つとして扱うことも多く、精度は同等。

Twitter LINE
Facebook広告は、個人情報（性別,年齢,居
住地など）や興味関心で配信対象指定を
することに対し、Twitter広告は、ツイート内
容やアカウントフォロー情報を基に配信対
象指定。

特に、アカウントフォロー情報を指定する
「フォロワーターゲティング」は有効な配信
方法。ある特定のアカウントのフォロワーだ
けに広告を出稿することも可能で、例えば、
“成功している競合他社のアカウント”や“著
名な有名人や専門家”などのフォロワー（貴
社のサービス・商品に興味を持つ可能性
が高い類似ユーザー）にのみ広告をかける
ことが可能。

LINE広告(LINE Ads Platform)は、高いアクティブ率を出しているLINEのタイムラインやLINE NEWS
内などに広告配信することが可能。

��



SNS広告運用のポイント

広告イメージと動画について
広告イメージについて 画像広告より動画広告

セミナー
タイトルあり
CTR：0.68%
CVR：0%
CPA：-

セミナー
タイトルなし
CTR：0.88%
CVR：5.71%
CPA：2,853円

視認性・情報量の面で、
画像よりも動画の方が
高い効果を得られる
場合が多い

「Facebookブランディング
  セミナー」の集客
業界平均のCPA：15,000円

CVR CPA
画像

動画

1.73%

6.50%

6,897円

2,765円

配信期間：2016年6月～2017年3月

広告文について
宣伝色を消して、情報提供色を入れることで反応が良くなる場合もある

CPC
CTR
CPC（リンク）
CTR（リンク）

137円
3.02%
183円
2.26%

先着○○名限定！
初回半額！

CPC
CTR
CPC（リンク）
CTR（リンク）

69円
4.08%
126円
2.23%

○○は食べ方は
△△だけじゃない！

○○はアレンジ自在！

反応が良い

（＝CTRが
高い）ことで

、

CPCが低く
なり、

リンクへの
誘導単価

（＝ CPC（
リンク））も

低くなる

※某大手食品メーカーのSNS広告を担当した際の事例。
��

一般ユーザーの投稿に近いフィードに馴染む広告にする



SNS広告に適したWEBページ

SNS広告で集客して、LPで教育する

LPの構成

SNS広告を成功させるには
「集客」・・・Facebook等のSNS広告
「教育」・・・ランディングページ（LP）「集客」と「教育」が必要

「LP」とは、ランディングページと呼ばれ、ホームページなどとは異なり、一つ
の目的に特化した、縦に長い一枚もののWEBページのことです。 リンク
が少なく（例：セミナー申し込みのLPであれば、セミナーに申し込むためのリ
ンクのみを設置するのが一般的）、訪問者は上から下に読み進めていくこと
になるので、WEBページ上で顧客教育ができるという特徴があります。
ここにWEB広告経由で見込み客を集め、その目的の商材を販売していくとい
う手法が、現代のWEBマーケティングでは主流な戦略です。
しかし、ただリンクが少ない縦に長いページを作ればよいというものではな
く、見込み客に「その商品は自分に必要だ」と正確に伝える“ライティング”
と、それを視覚的に表現する“デザイン”、そのLPに見込み客を効率よく集客
する“広告運用”が必要となります。

※リンクはここだけ

※リンクはここだけ

➀呼びかけ

➁キャッチピー

➂特典

➃こんなお悩み
ありませんか

➄問題の原因や
解決法などの解説

➅スペシャリストからの
推薦やメディア掲載

申し込みボタン

➆お客様の声

➈追伸

➂特典

➇Q&A

申し込みボタン

お申し込みフォーム

��



SNS広告に適したWEBページ

SNS広告に相性が良いLPとは？

高
顕在層

リスティング
広告

SNS
広告

SNS投稿
潜在層

対象人数の多さ

低

見
込
み
度

顕在層にはセールス色の強いLP、
潜在層にはセールス色が弱く共感を呼ぶLPが合う。

��



SNS広告に適したWEBページ

LP制作実績（一部）
株式会社JIMOS様

http://rocinc.co.jp/lp/test/jimos/

Ⅲ FAITHS DJ SCHOOL様

http://3faithsdjschool.com/lp/seminar/dj/

飯塚税理士・行政書士事務所様

http://iizuka-tax.com/lp/seminar01/

株式会社ROC

http://www.rocinc.co.jp/lp/seminar/fb-branding/

��



クライアント実績（一部）

SNS運用代行・内製化支援事業

Sago New Material
Guitars様

株式会社
オーディオテクニカ様

トランスコスモス株式会社様

ビューティーアーマー様太陽堂漢方株式会社様司法書士法人
みつ葉グループ様Ⅲ FAITHS DJ SCHOOL様

ミント神戸様 ��� WORK PLACE KOBE様株式会社三田屋本店様株式会社JIMOS様

��

東武タワースカイツリー
株式会社様 六甲バター株式会社様株式会社JOC様株式会社共立メンテナンス様



クライアント実績（一部）

セミナー集客の広告実績
弊社運用前

（1ヶ月分の実績）

CPA

CV

配信額

CTR

CVR

¥21,234

7件

¥148,639

1.06%

1.54%

弊社運用後（1週間分の実績）

CPA

CV

配信額

CTR

CVR

¥6,295（CPAを約30%に）

5件（月換算で見ると申し込み数、約3倍に）

¥31,477

3.55%（約3.3倍に）

2.87%（約1.8倍に）

静止画イメージによる配信
（2016年6月～2017年1月）

CPA

CV

配信額

CTR

CVR

¥6,897

219件

¥1,510,482

0.60%

1.72%

動画による配信（2017年2月～2017年6月）

CPA

CV

配信額

CTR

CVR

¥4,785（静止画イメージに比べ、約70%に）

34件

¥162,698

1.05%（静止画イメージに比べ、約1.7倍に）

4.94%（静止画イメージに比べ、約2.9倍に）

��

その他の広告実績
教育系ビジネスの
説明会参加募集

年齢指定

サイト訪問者リスト指定

＞　CPA ￥��,���

＞　CPA ￥��,���

��%のコスト削減

ROC書籍オプトイン

興味関心指定　

ハウスリストの類似指定

＞　CPA ￥�,���

＞    　CPA ￥���

会社印鑑のECサイト

過去��日間にサイト訪問した
リストに配信

購入単価�,���～�,���円に対し、
CPA￥�,���で����年�月～�月まで
月平均��件受注

海外進学の資料請求
（目標CPA¥��,���）

年齢指定　
￥��,���分広告出稿し、CVが�件

約��%のコスト削減
目標CPAに対し、
約��%のコストで
申し込み獲得

サイト訪問者の類似×年齢指定
＞　CPA ￥�,���



その他の実績

��

経営者向け有料セミナーにおいて、
業界相場��,���円の集客単価を�,���円で集客。

美容メーカーの
Instagramキャンペーンにおいて、

�週間で���名のフォロワー増を実現。

食品メーカーのInstagramキャンペーンにおいて、
�週間で�,���名以上のフォロワー増を実現。

飲食店のInstagramキャンペーンにおいて、
半年間にわたってCPA約�,���円で来店誘導に成功

（キャンペーン経由の来店客の単価は約�,���円）。

コワーキングスペースの内覧予約が
CVのFB&IG広告において、

CPA�,���円を実現し、その後の
バックエンドへの成約率��%以上を達成。

SNS顧問の契約後�週間で、
Instagramアカウントにおける

平均エンゲージメント数が、
それまでと比較して約�倍にアップ。

Instagram運用代行契約から半年で、
当初からKPIとしていた�万フォロワーを達成。

経営者向けイベントで広告費を一切かけず、
投稿の運用のみで、�,���名以上を集客。

※その他の実績は、パンフレットをご確認いただくか、直接お問い合わせください。



弊社の強み

株式会社ROCについて

��

ウェブサイト制作・広
告運用・SN S運用・
YouTube運用など各
分野のプロが在籍して
いるから、WEBマーケ
ティングの総合的な支
援ができる

300社以上の
アカウント運用実績

運用実績
300社
以上

「Facebookを最強の営業ツールに変え
る本」「Instagramでビジネスを変える最
強の思考法」「SNSマーケティング見るだ
けノート」など、累計15万部を突破してい
るSNS本の著者である弊社ファウンダー
坂本翔が監修および社員教育を行なっ
ている



弊社 取締役CMO/ファウンダー 坂本翔について

株式会社ROCについて

��

［講演実績］
株式会社マイナビワークス、株式会社マネー
フォワード、アピデ株式会社、Meet Magento 
Japan、TERACOYA、兵庫県庁、神戸市商工会議
所、船橋商工会議所、船橋市創業塾、三田市商工
会、大阪放送芸術学院専門学校、兵庫県立有馬
高等学校、三田市立藍中学校、嶺東科技大學（台
湾の大学）、國立苑裡高中（台湾の高校） など

フジテレビ「めざましテレビ」、TBS「怒りの追跡バスターズ」、
TOKYO MX「モーニングCROSS」、講談社「現代ビジネス」、
女性セブン、週刊女性、SPA!、神戸新聞、ラジオ関西、
ラジオ石巻、台北在飛躍、Yahoo!ニュース、LINE NEWS、ベンチャー通信 など

［メディア実績］

※ITジャーナリストとして週刊誌などメディアへの寄稿も行っております。

※SNS研修や起業教育について企業や学校で講演活動を行っております。

了解了解
ロックン
株式会社ROC公式キャラクター

LINEスタンプ
発売中！！
購入ページは
こちら

購入ページは
こちら

ROC inc.
株式会社ROC

LINE着せ替え
発売中！！



会社概要

株式会社ROCについて

��

株式会社ROC（カブシキガイシャ ロック）会社名

http://www.rocinc.co.jp/公式サイト

TEL：078-381-7841　FAX：078-381-7842　MAIL：info@rocinc.co.jp連絡先

SNSプロモーション事業、SNS運用支援ツール開発事業事業内容

役員

2014年2月23日創業

2016年2月2日設立

所在地

ROC公式サイト

本社： 〒651-0086 　                  兵庫県神戸市中央区磯上通7丁目-1-5 三宮プラザEAST 9F
東京オフィス： 〒102-0074　    東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F
大阪オフィス：〒530-0001　　大阪府大阪市北区梅田二丁目5番13号 桜橋第一ビル304号

取締役CMO/ファウンダー   坂本 翔
代表取締役CEO                     久保陽介  



弊社 公式メディア

公式メディア

株式会社ROCについて

��

各種メディアにて最新情報を配信中

ROC公式ブログ
http://bit.ly/2Te80xU

Facebook
https://www.facebook.com/rocinc.ss/

Twitter
https://twitter.com/ROCinc_Official

LINE公式アカウント
https://line.me/R/ti/p/%40srl0301e

Instagram
https://instagram.com/rocinc_official

弊社ファウンダー 坂本翔 公式メディア

坂本翔公式アプリ
http://bit.ly/2neX2d0

Facebook
https://www.facebook.com/sho.sakamoto.323

Twitter
https://twitter.com/genxsho

LINE公式アカウント
https://line.me/R/ti/p/%40ygp2918k

Instagram
https://www.instagram.com/genxsho/



お問い合わせ方法

株式会社ROCについて

��

無料相談

お客様の悩みに合わせた窓口をご用意しております。

創業から7年で5000件以上のSNSに関するご相談やご依
頼を受注してきた株式会社ROCが、無料でお話をお伺いし
ます。

無料相談の詳細を確認する
http://bit.ly/2EaM941

講演依頼、取材依頼、その他お問い合わせについて

SNS活用に関する講演や研修のご依頼、弊社ファウンダー坂
本翔への取材、その他お問い合わせ等については、お問い
合わせフォームよりご連絡ください。

お問い合わせフォームを開く
http://bit.ly/2Eb5ja6


