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Instagramを活用した
新たな集客ツール・サービス

Tagコレクション
インスタキャンペーン運用やインフルエンサーの発掘

収集した投稿を自社サイトのコンテンツ運用とSEO対策に活用！

タ グ

ShopNow申請代行
シ ョ ッ プ ナ ウ

AIを使ったより効率的且つ効果的にオートメーションで“認知”
のお手伝いをし、結果自動でフォロワーを収集します！

“かわいい”“かっこいい”その衝動に対して
購入に至るまでのCVRを向上させることができます！



OtoGRAM

プロモーションで最も大事なこと

“認知”をしてもらう事

①認知

②/⑧興味

③検索

④来店・購入

⑤情報共有

⑦活性化 ⑨共有 ⑩共感 ⑪拡散

⑥

⑫

Instagramは
認知・興味付けが得意分野

AISAS･･･消費者行動心理

行動心理 共有心理



“認知”を強化し
“ファン”を増やす

“認知”から“ファン”へ

この一連の流れをOtoGRAMはAIを使った、
より効率的且つ効果的にオートメーション
で“認知”のお手伝いをいたします！！



ユーザー数・属性

Instagramの利用ユーザー属性
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◆Instagram性年代別利用者数 前年比較

2016年 2017年（増加率）

女

男

287万人 360万人(＋26％)

183万人 244万人(＋22％)

140万人 203万人(＋45％)

97万人 205万人(＋112％)

141万人

104万人

105万人

137万人

219万人(＋55％)

205万人(＋49％)

118万人(＋14％)

172万人(＋64％)

どちらも40代・
50代の伸び率が
目立ちます。

利用目的

特徴

・ビジュアルに関する事
食事･観光地･服装の情報収集・発信

・目的が明確なユーザーが多い
・ハッシュタグを活用する文化
・ポジティブな投稿が多い



検索方法

Instagramはよりイメージしやすいリアルな写真や動画
が多い。
よってInstagram検索ユーザー数が増えてきています。

検索・・・Googleで検索した場合

『渋谷焼肉』 『渋谷美容室』

検索・・・Instagramで検索した場合

『渋谷焼肉』 『渋谷美容室』



ユーザーの動向

ユーザーは何を見て判断するのか

② フォロワーの数

「かわいい」「カッコいい」といった写真と、
その数を見て、そのページに訪れます。

① 写真／写真の数

訪れたインスタのフォロワー数を見て、信用性
や支持率の判断をします。

③ アクション

①と②の総合評価で、予約や来店といった行動
に移ります。

※ウェブサイトのクリックから予約や来店に至る率が0.5％～
1％という統計が出ており、いかにフォロワーの数を増やすこ
とで、そこからのアクション数を増やすかが大事になります。



「かわいい」「カッコいい」といった、“インスタ映え”する写
真を多数アップすることでフォローが増える。

フォロワーが増える仕組み

②

自分のインスタからフォローをすることで、相手
からのフォローバックによって、フォロワーが増
える。

AIが搭載されたOtoGRAMが、フォローバック率
が高いユーザーを選び、自動でフォローをして
いきます。

仕組み

OtoGRAM 自動フォロー

フォローバック

１

２

①

OtoGRAMが行います



フォロー設定の
種類

希望のハッシュタグを設定すると、より相性の良い相手
を見つけて、自動でフォローやいいねを行います。

ハッシュタグ設定

横取りユーザー設定 例えば、ライバル店名を指定することで、そのアカウン
トのフォロワーに自動でフォローやいいねを行います。

＜ライバル店のインスタグラム＞例）

有効

無効

otoqbeauty

975人にフォローをしていきます。

ba

Tag 追加

設定Tag

＃美容室 ＃hair ＃カラー ＃リタッチ

＃ショートヘア ＃アッシュ ＃ボブ ＃地域

＃ネイル ＃秋ネイル ＃まつエク ＃マツエク

最新の投稿に対してフォローを行っていきます。

× × × ×

× × × ×

× × ××

×

無効

最大20個設定可能

より自社のお客様になりやすいユー
ザーに対してフォローを行います。

１

２

最大20個まで
設定可能

最大20アカウ
ント設定可能

最新のフォロワーからフォロー
を行っていきます。



ロケーション設定 Instagram内のロケーション候補のワードで写真をアップ
したことがあるユーザーにフォローやいいねを行います。

有効

無効

最大20個設定可能

追加五反田

ロケーション候補一覧

五反田駅

東急ストア 五反田駅

都営浅草線 五反田駅

五反田駅

選択したエリアにきたことがある
ユーザーへのフォローを行います。

３

フォロー自動解除

五反田ふれあい水辺広場

T.O.C  五反田

無効

無効

クリック

OtoGRAMがフォローしたユーザーが、フォローバック
をしなかった場合、自動でフォローを外します。

自動アンフォロー ON ●

3日 7日 14日

最大20個まで
設定可能

最新の投稿に対してフォローを行っていきます。



近日
リリース

抽選で5名様に商品件プレゼント！！

1年後

いいね
745件

いいね
54件

『森木農園様』(静岡県)

◆コンセプト
『小さな贅沢を送ります』
◆目的
地域ユーザーへのPR

◆結果
かき氷の購入者が連日100人越え
1投稿でメロン購入者40人

◆いいね数
54件→745件 14倍UP              

◆フォロワー数
200人→4,600人（※6か月間）

ご利用者様の声 ①



抽選で5名様に商品件プレゼント！！

『ベーカーズファーム様』
(東京都)

◆特徴
東京都世田谷区にあるパン屋さん

◆目的
お店イチオシ『ネコパン』のPR

◆結果
『インスタを見て来ました！』続出
ネコパン目当ての購入者が連日来店

いいね
725件

いいね
38件

◆いいね数
38件→725件 20倍UP              

◆フォロワー数
152人→1,269人（※3か月間）

ご利用者様の声 ②



指定ハッシュタグ分析
関連ハッシュタグ分析
インフルエンサー発掘

近日
リリース

Tagコレクション

１

特定のハッシュタグを含む投稿を分析します。
ユーザー名、投稿数、リアクション数、関連ハッシュタグ等
を全て分析できます。

例）
検索＃イルミナカラー

「＃イルミナカラー」が含まれる投稿の直近1000件
を収集します。



関連ハッシュタグ分析

「＃イルミナカラー」が含む投稿の関連ハッシュタグ
を全てリスト化します。

日々の投稿やInstagramキャンペーン等の参考として
ご利用いただけます。



インフルエンサー発掘

『いいねが多い投稿＝影響力の高い投稿（ユーザー）』

影響力の高いユーザーを発掘し、インフルエンサーマー
ケティングを可能にします。

投稿者／投稿内容／投稿日／投稿人数／投稿数／投稿URL／リア
クション（いいね）数が分析できます。



収集した投稿を自社サイトに
コンテンツとして自動活用

２

収集した投稿を自社のホームページ等に『リアルな口コミ』
として自動で表示させることができます。
またご希望のリンク設置もできるため、“目的”までの成約率
を一気に高めることが可能になります。

※Instagramには飛びません。
※自社コンテンツとして表示が可能です。

お持ちのWEBサイト

Instagram

クリックするとポップアップが表示され、
より口コミ詳細を表示することができます。

お好きなテキスト／リンク先の
設定が可能です。



その他のカスタマイズ３
表示のカスタマイズ ①

・最新の投稿日順

・いいねが多い順

お好きな表示順を選べます。

表示のカスタマイズ ②

コンテンツ毎の表示の有無
や表示の固定の設定ができ
ます。

click

個別リンク設定も1つのコン
テンツに対して、複数の設
定が可能です。



活用例

美容サロンの場合

来店されたお客様に対して”インスタキャンペーン“を行い、指定した
ハッシュタグを含む投稿をしてもらい、サロンのプロモーションと同
時にお客様の分析を図る！

・投稿した方全員に5％OFF

・抽選で1名様にディズニー
ペアチケットプレゼント

・抽選で5名様にトリートメ
ントプレゼント

など

キャンペーン例

投稿を収集し、ユーザー分析
を行い、影響力の高いお客様
に対してキャンペーンの当選
をDMで伝える。

再来＆再投稿

ユーザー分析 HPにコンテンツ引用

収集した投稿に対して、予約
リンクを設定し、自社HPにリ
アルな口コミコンテンツとし
て活用。

指名＆予約促進



OtoGRAMの特徴

運用代行

一度の設定で自動で増える！
スマホ・タブレット・PC

全てに対応

すぐに効果を発揮
1ヵ月で1,000フォロワー！

インスタグラムの
複数アカウント管理が可能！

簡単設定

カスタマイズ自由で
より効果的な収集が可能 安心のサポート

Easy!

APIを使わない独自解析システム

※追加ごとに追加料金となります。

高度な分析機能 相互フォロー解除 WEBサイトへの表示



ShopNow

ECサイト

Instagramを活用して
ECサイト売上UP



ECサイト売上の構造

『売上＝UU×CV×単価』

UU＝セッション数
CV＝転換率

セッション数→転換率の増加

【POINT】は

購買意欲の高い状態を維持
High Motivation

ShopNow



ECサイトの集客

ユーザー Web検索

サロンへ来店

商品を知る

興味を持つ
ECサイト 購入

投稿記事から

ECサイトへ

直接誘導

【現状：来店ユーザー主体】

Instagramで

商品記事の

投稿 来店

LP

ブログ

SNS

【導入後：すべてのユーザーが対象】

リピート購入商品を使用

する

サロンへ

興味を持つ

【POINT】
Instagram×商品告知
＝UU増＋HM×CV増＝売上UP

High Motivation

ShopNow



Instagramの投稿で気に入った商品をクリックすると
ECサイトへ誘導でき、そのまま購入する事が出来ます。

ハッシュタグ設定

最新の投稿に対してフォローを行っていきます。

×

×

大20個まで設
定可能

Instagramからの購入の流れ

InstagramにShopNow機能の申請を行うことで
商品のタグ付けができるようになります。

※商品によっては申請が通らない場合があります。

ShopNow



横取りユザー設定

ShopNowの申請代行

最大20アカウ
ント設定可能

】

Instagram運用なら全てお任せ下さい！

【こんな方でもお問い合わせ下さい】

・そもそもインスタのアカウントを持ってない方
・これからECサイトを構築したい方
・アカウント開設からShop Nowまで1から全て教えてほしい方

最短1日で申請を行います。
※Instagram側の判断によるため最大10日ほどかかる場合もあります。

ShopNow



ご利用プラン （税別表示）



ご利用プラン （税別表示）



運営会社

［運営］株式会社original

［住所］〒141-0022 東京都品川区東五反田1-11-7 三ツ星ビル1号館5F-B

［お問合せ番号］03-6455-7955

［お問合せアドレス］otoiawase@original-inc.com

［HP］http://original-inc.com/

［設立］平成25年 11月

［代表取締役］森木陽輔

［事業内容］OtoQ BEAUTY事業／OtoGRAM事業／OriHub事業／OriMAP事業
OriPano事業／広告代理業／WEB制作事業

Instagramに関するサービスのお申込みは下記URLから行えます。

http://instagram.sns-pro.info/

mailto:otoiawase@original-inc.com
http://original-inc.com/

