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Instagramの成長率

2017年9月にInstagramのMAUは8億人を突破し、Twitterの2倍以上に

SNSの中で最もエンゲージメント率の高いユーザーが集まるコミュニティ
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53.1%

エンゲージメント
4.21%

※エンゲージメント：投稿に対する「いいね」「コメント」の割合
Twitterの120倍、Facebookの58倍

アクティブ率 76.7%
※アクティブ率：月に１回以上起動するユーザーの割合

国内MAUは
2,000万人

※1：http://jp.techcrunch.com/2017/04/27/20170426instagram-700-million-users/

※2：ニールセン調べ

▼Instagram MAU成長率 ※1 ▼Instagram盛り上がり ※2
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①Instagramを中心としたトータルキャスティング
投稿画像の二次利用など広告契約、イベント出演・他SNS（アメブロ・Twitter等）を絡めた実績もあり。

②ハッシュタグ運用ナレッジ
独自の運用ノウハウを活かした、最適なハッシュタグのご提案が可能。

③Instagram ストーリー投稿
最新実績を元に、最適なストーリー投稿活用のご提案が可能。

サイバーエージェントで提供できるメリット
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弊社では、以下3つのメリットをご提供



①Instagramを中心とした

トータルキャスティング



インフルエンサー階層

弊社ではタレントからローカル層まで様々な階層のインフルエンサーをご用意

商材やターゲットに合わせて幅広いキャスティングをすることが可能

タレント

ミドル

インフルエンサー

マイクロ

インフルエンサー

ローカル

インフルエンサー

事務所に所属し、テレビや雑誌・ラジオなどで全国的に活躍する女優・モデル・芸人など。

ファッションやメイク、プライベートのオフショットなど本人の日常が注目される。

マスへの露出は少ないものの、ファッション誌などで人気の高い専属モデルや読者モデルなど。

専門テーマの雑誌の読者層からは絶大な影響力を誇る。

事務所に所属していないものの、SNS上で一般ユーザーに人気の高いインフルエンサー。

ユーザーとの距離が近いことから、フォロワーから信頼されやすくエンゲージメント率が高い。

一般ユーザーにより近いローカル層のインフルエンサー。

知名度はそこまで高くないが、フォロワーから信頼されやすく、エンゲージメント率が高い。

テールユーザー
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②ハッシュタグ運用ナレッジ



人気投稿への掲載ロジック

投稿毎にハッシュタグを細かく設計することで、狙ったハッシュタグの

『人気投稿一覧ページ』に掲載されるノウハウを提供

ハッシュタグ量 ハッシュタグ選定
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ハッシュタグの質

クリエイティブの質

トータル設計



月間平均再生回数

再生率42%

24%
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弊社運用の料理アカウント『ペコリ』のフォロワー数は国内最大規模の約69万人

国内のInstagram料理アカウント市場でダントツの月間平均再生回数と再生率

弊社ハッシュタグ運用実績
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月間平均再生回数

再生率
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フォロワー数推移

過去1年間で

約53万フォロワー増加



#yummy
103,895,345件

#おうちごはん
6,084,847件

#スイーツ
2,738,124件

人気投稿掲載結果

投稿数100万を超えるBIGワードにおいて人気投稿欄に掲載

レシピや料理がメインで投稿されている『おうちごはん』においては１週間以上連続掲載
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③Instagramストーリー投稿



Instagramストーリーとは？

2016年8月にリリースしたInstagramの新機能

写真や動画をスライドショーのような形式で投稿することができる
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利用者は毎日

2.5億人を超える

投稿したストーリーの

掲載時間は24時間
最大15秒の投稿が可能
画面をタップで切り替え



Instagramストーリーの特徴

Instagram >

インスタグラマーの投稿で唯一

外部サイトへの誘導リンクが挿入可能に ※1

※1：この機能は認証アカウントのみに限定的に提供されている
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外部サイトへの誘導リンクが挿入可能

計測リンクにより効果測定も実現

「＠ユーザー名」でタグ付けが可能

プロフィールページへ誘導ができる



Instagramストーリー×ダイレクトマーケティング

Inatagramストーリーでは外部サイトへの誘導リンクの遷移率が高く

購買行動に繋がるため、ダイレクトマーケテイングとも相性が良い
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平均CTRは約1％～10%
※AbemaTVアプリ実績より

SNSにおけるエンゲージメントは

投稿後24時間以内が最も高い

芸能人ブログ記事投稿では
約80%が24時間以外に誘導リンクをクリック

※Ameba芸能人ブログ実績より

SNS広告の平均CTRは約0.2%〜1%
※弊社代理店実績

YouTuberによる動画投稿では
約70%が24時間以内にアプリをダウンロード

※ピグパーティYouTuberタイアップ実績より



Instagramストーリー投稿

弊社実績



AbemaTVアプリ

タレントのセルフィー動画で番組告知を実施

効果の良い事例ではCTR10%超えを記録

CTR約1〜10%
※タレントにより変動
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レシピアプリ・ペコリ

調理動画を投稿し、レシピページへ誘導

1回投稿・複数回投稿ともにエンゲージメント率が高かった

もっと見る
もっと見るもっと見るもっと見るもっと見る

完全再現!?もっちもち
ポンデリング風♪

CTR2.29% CTR2.83% CTR3.01% CTR3.54%CTR6.46%
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1回投稿 複数回投稿



商品メニュー



タレントキャスティングプラン

商品を体験後、感想を投稿するプラン

静止画または動画を選択可能

イベント体験後、感想を投稿するプラン

静止画または動画を選択可能

※稼働内容は要相談

タレントがブランドアンバサダーとして

中長期的に投稿するプラン

静止画または動画を選択可能

商品を体験後、ストーリーで投稿するプラン

外部サイトへの誘導リンク挿入可能

静止画または動画を選択可能

¥400,000〜（目安）

※金額についてはお問い合わせください
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商品サンプリング イベントキャスティング

複数回投稿プラン ストーリー投稿



インスタグラマーキャスティングプラン

※イベントキャスティングは稼働内容によって別途追加費用が発生致します。
※フォロワー5万以下のアサインも可能です。別途ご相談ください。
※事前の掲載可否が必須となります。
※二次利用に関しては別途お見積りさせて頂きます。
※ストーリー投稿（静止画及び動画）は「動画・商品サンプリング」の金額で実施相談可能です。アカウントにより実施が出来ない場合がありますので都度ご相談くださいませ。

フォロワー5万以上の一般人インスタグラマーを1名ずつ指名できるプラン

ブランドの世界観に合わせたお取り組みが可能

掲載レポート投稿商品体験

アサイン期間：5〜10営業日 制作期間：15〜25営業日 終了後10営業日〜

オリエン商品発送アサイン本発注
希望事項

ヒアリング
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プラン フォロワー数 人数 金額（Gross） リーチ単価

150,000 ¥350,000 ¥2.3

100,000 ¥300,000 ¥3.0

50,000 ¥200,000 ¥4.0

150,000 ¥550,000～ ¥3.7〜

100,000 ¥450,000～ ¥4.5〜

50,000 ¥250,000～ ¥5.0〜

150,000 ¥400,000 ¥2.7

100,000 ¥350,000 ¥3.5

50,000 ¥250,000 ¥5.0

150,000 ¥600,000～ ¥4.0〜

100,000 ¥500,000～ ¥5.0〜

50,000 ¥300,000～ ¥6.0〜

商品サンプリング 1

イベントキャスティング 1

商品サンプリング 1

イベントキャスティング 1



インスタグラマーパッケージプラン

※アサインは媒体任意となります。
※20名以下のアサインの場合ジャンルの指定が可能ですが、21名以降のアサインの場合ジャンルの指定はできかねます。
※商材によってはジャンルの指定ができかねます。
※男性インスタグラマーをアサイン希望の際は別途ご相談ください。
※イベントキャスティングは稼働内容によって別途追加費用が発生致します。
※事前の掲載可否が必須となります。
※二次利用に関しては別途お見積りさせて頂きます。

※ストーリー投稿（静止画及び動画）は「動画・商品サンプリング」の金額で実施相談可能です。アカウントにより実施が出来ない場合がありますので都度ご相談くださいませ。

フォロワー数1,000以上〜1万未満の一般人インスタグラマーのパッケージプラン

複数人を起用することで低単価でお取り組みが可能
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掲載レポート投稿商品体験

アサイン期間：5〜10営業日 制作期間：15〜25営業日 終了後10営業日〜

オリエン商品発送アサイン本発注
希望事項

ヒアリング

プラン 合計フォロワー数 人数（目安） 金額（Gross） リーチ単価

250,000～500,000 50 ¥1,700,000 ¥3.4〜

150,000～300,000 30 ¥1,100,000 ¥3.7〜

100,000～200,000 20 ¥750,000 ¥3.8〜

50,000～100,000 10 ¥400,000 ¥4.0〜

25,000～50,000 5 ¥250,000 ¥5.0〜

100,000～200,000 20 ¥1,750,000～ ¥8.8〜

50,000～100,000 10 ¥950,000～ ¥9.5〜

25,000～50,000 5 ¥500,000～ ¥10.0〜

250,000～500,000 50 ¥1,900,000 ¥3.8〜

150,000～300,000 30 ¥1,350,000 ¥4.5〜

100,000～200,000 20 ¥1,000,000 ¥5.0〜

50,000～100,000 10 ¥600,000 ¥6.0〜

25,000～50,000 5 ¥300,000 ¥7.0〜

100,000～200,000 20 ¥2,000,000～ ¥10.0〜

50,000～100,000 10 ¥1,100,000～ ¥11.0〜

25,000～50,000 5 ¥600,000～ ¥12.0〜

イベントキャスティング

商品サンプリング

イベントキャスティング

商品サンプリング



オプションメニュー



二次利用

該当案件の投稿内容を二次利用するメニュー

画像だけでなくテキストも素材として使用可能

※事前の掲載可否確認が必須となります。
※案件実施前に必ず使用範囲をご相談ください。
※誤認を与えかねる二次利用についてはお控えください。
※個人情報の表示はお控えください。
※投稿内容の文意が変わる範囲での二次利用はお控えください。
※ユーザーからやむなき理由で、二次利用中断の依頼を受けた場合は使用中の記事を削除いただく場合がございます。
※ユーザー自身の判断で投稿内容を変更または削除する可能性がございます。予めご了承ください。
※タレントの二次利用に関しては別途お見積りさせて頂きます。
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期間 金額（グロス） 利用用途 利用項目

半永久 ¥0 ・Amebaメディアへの出稿

1回

※3か月以上の使用は応相談
¥30,000×利用枚数

・貴社オウンドサイト及びSNSへの掲載

・他社メディアへの掲載

・商品パッケージ及び店頭POPへの利用

・他社メディアへの出稿

・ユーザーアカウント名

・アカウントURL

・プロフィール画像

・該当案件の投稿URL

・該当案件の投稿スクリーンショット

・該当案件の投稿画像

・該当案件の投稿内容（抜粋も可）



投稿の合計フォロワーリーチ数をご報告
いいね数・コメント数をご報告

エンゲージメント率を高める投稿内容を分析
良質な投稿を抜粋してクリッピング

※投稿URLは別途リスト化

投稿におけるフォロワー上昇率をご報告
※キャンペーン実施の場合

投稿者・投稿内容分析/総リーチ数を計測
※キャンペーン実施の場合

特定アカウントのアカウント運営の方針や
プロモーション手法を分析

リーチ エンゲージメント分析投稿キャプチャ

フォロワー上昇率 ハッシュタグ計測 アカウント分析

レポート

インスタグラマー分析ツールを活用したレポートを提出

詳細に分析することで、次回プロモーションに活かすことが出来る

♥

※実施内容に伴いご提出内容が変動いたします。

実施内容・詳細は別途お問い合わせください。

♥
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注意事項

発信者の自発性・自由な意志を尊重し、「企業情報や商材紹介の強要」
「記事内容に対する指示」「事実に基づかない虚偽の記載」などは一切行いません。
閲覧ユーザーの利益を保護し、企業とユーザーの良好な関係構築を行うことに努めて参ります。
各プラットフォームのマーケティング上での規約に応じ、随時対応して参ります。

メディアの特性に応じて、ユーザー体験を失うことない最適な形式での関係性の明示を心がけます。
例）instagram #PR #クライアント名（サービス名）_PR #sponsored など

1)興味・参加への意思が得られない場合は、情報提供を行いません。
2) 情報提供による投稿を強要することを行いません。
3) 画像を投稿する際、掲載される写真の伝え方などに関しては指示出来ません。
4) 画像を投稿する場合、掲載される画像内容の事前確認・修正は出来ません。
5) 競合排他はできません。（契約を絡めた案件を除く）
6) 詳細な掲載日時の指定は出来ません。
7) 関係性を明示するよう努めます。
8) 偽装行為は禁止しております。

・名前や肖像を用いた著作物の利用は、全て本人、又は所属事務所に確認が必要となります。
・掲載された画像や肖像を利用する場合、利用範囲を明記した契約書を締結させて頂きます。
・事前の掲載可否確認が必要になりますので、お取り組み内容をご相談ください。
・掲載可能な#ハッシュタグの数はユーザー毎に異なりますので、都度ご相談ください。

インスタグラム投稿におけるガイドライン

関係性の明示に関して

他詳細規定

注意事項

ユーザーに誤解を与えず、最終的には貴社にもご迷惑のかからないよう、明確なルールを定めて進めて参ります。
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お問い合わせ先

株式会社サイバーエージェント
メディアディベロップメント事業本部

TEL：03-5459-0513 
FAX：03-5459-1880

【決定アドレス】 ameba-kettei@ameba-ad.jp
【入稿アドレス】 ameba-nyukou@ameba-ad.jp

【問い合わせ・掲載可否】 ameba-kahi@ameba-ad.jp

当資料のAmebaメディア、ならびにAmebaメディア内で開設されるブログに関する情報の著作権は、株式会社サイバーエージェントに帰属します。当該
データの一部、あるいは全てにおいて、文書による許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、複製することは禁じられております。

25適応期間：2018年1月1日～2018年3月31日掲載分迄


