
SNS（ソーシャルネットワークサービス）は、人と人とのつながりを中心に設計されたコミュニケーションプラット
フォームです。既存の企業ホームページやブログよりも、顧客や見込み客であるユーザーとの距離が近く、拡散力が高
いのが特徴です。従来の掲示板やブログと比較すると、気軽に双方向コミュニケーションを取ることが容易で、ネット
版のクチコミにあたる「シェア」や、投稿に共感や良い評価を示す「いいね！」等のアクションを1クリックで行うこ
とができます。また、ユーザーは商品やサービスを「いいね！」や「コメント」などの評価後に購入する傾向がありま
す。SNSは、コンバージョン率を底上げするアシスト効果が非常に高いメディアです。

起業家のための 
SNS使い方ガイド&チェックシート
消費者が情報を入手する場所は、テレビ・新聞・ラジオ・雑誌からWEBメディア
に移行しており、企業にとってはSNS活用の重要性が増してきています。SNSは
導入のみは手軽ですが、活用にあたってはしっかりとポイントを押さえることが
不可欠。自社に合ったSNSを選び、しっかりとした戦略を立てて運用しなければ
なかなか効果を得ることはできません。このシートでは、主要SNSのそれぞれの
特徴や自社にあった活用方法をチェックしていただけるようになっています。シー
トを活用してSNSの効果を最大限に利用し、利益につなげていきましょう！ 

そもそもSNSって？

TwitterFacebook Instagram LINE

次ページから主要SNS4つの特徴をご紹介！

近年では以下の４つのSNSが主要になってきています。その影響力は絶大。それぞれの特徴と活用方法を知り、地道
な情報発信を行うことにより顧客やファン獲得を着実に行っていくことができます。 

主要なものはなに？
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拡散性が高い

拡散性が低い
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※ソーシャルグラフ：ウェブ上でのリアルな人間関係のつながり
※バーチャルグラフ：ウェブ上でのアカウントのみのユーザー同士のつながり
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主要4大ソーシャルメディアの特徴

SNSはサービスによって大きく特徴が異なります。使用感やユーザー数だけではなく年齢層や使用目的も全く異なるため、マー
ケティングを行うためには自社の目的に合った投稿を行う必要があります。その中でも今日影響力を増している主要４大メディ
アである「Twitter」「Instagram」「Facebook」「LINE(LINE@)」。これらの特徴をつかむのに有効なのが、上記のグラフ。 
大まかに、拡散性とユーザー同士の関係がリアルか否かという軸は、SNSの特徴を把握するのに重要になります。

どんなメディア？ メインユーザー層 特徴

Twitter

・「つぶやき」「ツイート」と呼ばれる短文
投稿が時系列通りに表示される、リアルタイ
ム性が非常に高いメディア。 
・国内では、月間1200万人がアクティブユ
ーザーとして利用

・40代以下 
→若年層へ対するリーチや、流行のリサ
ーチに適している

・140字という文字制限があるため気軽な
情報発信ができる 
・爆発的な拡散力 
・炎上しやすい（拡散力があることのデメ
リット）

Instagram ・写真に特化したスマートフォン用SNS 
・国内のアクティブユーザーは月810万人

・10～30代 
・女性ユーザー 
※ただし最近は40代～50代、男性の使
用も増加している

・魅力的な写真やイラストを投稿すること
で、商品のイメージアップや、購買欲の刺激
が可能 
・拡散性はそれほど高くないため、炎上の
可能性は低め

Facebook

・世界最大のSNSであり、ビジネス活用には
必要不可欠なメディア 
・国内におけるアクティブユーザーは月間
2500万人を超える 
・毎日1600万人のユーザーがFacebookを開
いている

他のSNSと比較して30代～40代の割合
が大きく、若年層向けの発信には不向き

・実名制であるため、信頼性が高い 
・炎上しにくい 
・自社ページを作り、商品やイベント等に
ついて、定期的な告知を行うことができる

LINE
1日3600万人が使用すると言われる、国内シ
ェア40％の最強メッセンジャーアプリ ・若年層の割合が高め

・企業が旧来作成していたメルマガの代替
のように利用可能 
・拡散性は低い

主要4大ソーシャルメディアのメインユーザー層と特徴
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1:SNS選定
商品やサービスを広めるにあたって、まず、どのSNSを使っていくかを選定しましょう。どのSNSを企業活用し
ていくかを決める上で大切なことは、自社の顧客層が最も利用しているメディアはどれなのかを考えることです 
。（前項「主要4大ソーシャルメディアのメインユーザー層と特徴」ご参照）

2:SNS利用目的やペルソナを設定
利用するSNSを選定したら、次に「どんなユーザーにどうアクションしてほしいか」を決めておく必要があります。 
✔20代女性にサービスや商品を知ってほしい   
✔40、50代会社役員層とコミュニケーションを取りたい  
✔10代若者に親近感を持たせたい  
など、具体的なターゲット像である「ペルソナ」を設定し、 運用の方向性を決めることが大変重要です。 

3:SNS立ち上げ
運用前の戦略を練った後は、SNSの立ち上げです。選定したSNSメディアでアカウント(利用する権利)を作成し
ます。必要項目は、「名前」「メールアドレス」「パスワード」。名前は表示されるものなので、企業名やブラ
ンド名など認識しやすいものが良いです。メールアドレスは登録内容の確認や各種通知を受ける際に使用するも
のなので、SNS担当者のアドレスを設定します。パスワードは、他の人に知られないように安全性が高く、推測
しにくいものに設定する必要があります。 

４：投稿戦略
運用前の最後のステップです！実際に投稿するための具体的な計画を立てます。 
✔投稿の頻度（毎日、週に2～3回等） 
✔投稿内容（商品紹介） 
✔会社の舞台裏(ユーザーの見えない部分)等 
✔画像(静止画、動画) 
など運用前に決めておくと、軸がブレず、スムーズに運用を始められます。

事前準備で決めた内容に沿って、実際に投稿してみます。投稿毎にユーザーから多くのリアクションがあったか
を確認しながら、ユーザーとコミュニケーションをとっていきます。社内向けには運用目的やルールを定め浸透
させ、ユーザー向けには企業アカウントの対応方法・投稿内容・注意点をまとめたような「ソーシャルメディア
ポリシー・ガイドライン」も作成し、運用していくと良いです。 
ユーザーからコメントが来たら、きちんと対応していきましょう。

事前準備

これからSNS運用を始める！という方へ。 
運用を行うにあたってどのような事前準備が必要か？
など、始めるための手順をご紹介します。

運用

実際に投稿するだけでは、進歩しません。必ず分析をしていきましょう。一定期間、運用してみてユーザーの反応
を確認します。例えば、 
✔投稿の人気の有り無しの要因や現状を分析 
✔ユーザーに投稿が見られている時間帯を分析（一部のSNSに限る） 
✔どんなユーザー層に見られているのかを分析（一部のSNSに限る） 
など継続的に改善していきましょう。運用の効率化を図る上で、投稿した情報がより多くのユーザーに届く様に環
境生成していきます。

4ステップ

運用

分析

運用、分析、仮説、改善… とPDCAを回し、SNS運用の効果を最大化させていきましょう！

分析

SNSビジネス運用を”本格的に”始めるための手順

次ページから主要SNS4つそれぞれの活用チェックポイント・事例をご紹介！３



事例

活用チェックポイント

事例①：見やすい、読みやすい、伝わりやすいコンテンツ作り

事例②：ただの宣伝にとどまらない、読者想いのコンテンツ作り

事例③：“中身”が見えるコンテンツ作り

Facebook
Facebookはそのメディア属性から30歳以上の男女を想定すると良いでしょう。 
Instagramとは違い、投稿に外部リンクを貼るとそのままクリックできるので、積極的に活
用していくことをおすすめします。他のメディアと比較したときに、文章量が多い傾向にあ
るので、「（文章を）もっと見る」をクリックさせるような導入がポイントになります。

✔外部リンクを貼る。 

✔文章は「もっと見る」をユーザーにクリックさせるよう、 
    興味を引かせる内容にする。 
✔目に留まりやすい写真・動画を載せる。 

✔コメントに返信し、コミュニケーションを取る。 

✔宣伝投稿は少なくする。 

✔会社の中の人を見せる。 

✔会社の商品・サービスを体験したくなるような投稿を載せる。 

✔メディア属性を考え、30歳以上を想定した情報にする。

こちらはスターバックスの事例。写真がきれいでインパクトがあり、添えられる文章はあまり長く
ないことがわかります。なぜなら、スマホで表示されるとき、文章が長すぎると「もっと読む」が
表示されて、パっと見で内容全体が分からなくなってしまうからです。改行も含め150文字以内、
かつ5行以内に収まる投稿がオススメです。PC・スマホ、両方の読者にとって見やすく、理解しや
すい投稿を心掛けましょう。（※もちろん、意図的に文を長くして「もっと読む」形式にし、ボタ
ンを押させることでアクション数を増加させリーチを伸ばす場合もあります。）

「バスクリン バスタイムLABO」の事例。単純に商品のPRをするのではなく、あくまでユー
ザーにとって役立つ情報を配信しています。商品の宣伝を必要最低限におさえて、「ここの
ページを『いいね！』すれば、こんなお得な情報が流れてきそう」という雰囲気を上手に
作りだしています。やはり企業のPRがメインとなっては嫌われてしまいファンは増えてい
きません。あまり宣伝っぽくなくて、読者も気楽に読み進められる、ためになるコンテン
ツを目指すことが読者とのエンゲージメントを高めます。

こちらはとある醸造所で製造工程や社員の雰囲気を“見える化”している投稿。「裏側」に興味
を持ってくれる、ある程度ファンのいる知名度の出てきた企業向けの手法です。裏側を見せる
ことにより、商品・企業に対して「安全安心」という印象をユーザーに与えています。つまり、
ユーザーは生産者・販売者の息づかいをFacebookページ一つでリアルに感じ取ることができ
るのです。また、スタッフや商品の裏側、歴史など、自社ならではの情報を扱うので、コンテ
ンツも作りやすいメリットもあります。 
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Twitter

事例

TwitterはFacebookと比較すると若年層向けのメディア。40代以下のユーザーをイ
メージすると良いです。目をひくクリエイティブや動画を用意し、リツイートを促
すことで、記事が拡散されやすくなります。投稿が流れやすいという特徴があるの
で、テキストは短く、読みやすく、キャッチーにすることがポイントです。

✔ テキストは短くする。 
✔ ユーザーに興味を持たせる写真・動画を選定する。 
✔ 外部リンクを貼る。 
✔ 他の人のツイートを再びツイートできる。（リツイート） 

✔ ハッシュタグ(#)をつける。 
✔ 時事ネタを取り入れる。

活用チェックポイント

事例①：ユーザーを楽しませるトーン＆マナーを

事例②：幅ひろい商品や多様なサービス情報をまとめる投稿

タウンワークの事例。公式キャラクター「ジョブーブ」がよくある日常風景をゆるーく紹介してく
れます。親しみやすいトーン＆マナーによって、キャラクターと直に接しているかのような印象を
与えています。それぞれの企業・ブランド商品にフィットしたキャラクター像が確立されていて、
エンターテイメント性が感じられます。これらによって単調な宣伝文句・投稿を打ち出すよりも、
独特な世界観があり、おもしろく、伝えたい情報がユーザーにひびきやすくなります。フォローし
ていてもジャマにならない・ウザがられない投稿を目指しましょう。

楽天の事例。独自の「#楽天探して」というハッシュタグをもちいて、フォロ
ワーと直接的なコミュニケーションをとっています。フォロワーは自分がほしい
ものをこのタグをつけてつぶやくと、当アカウントがリプライで要望に応える商
品を探してくれるというものです。また、ユーザーからの質問に答えるようなア
クティブな使い方もできます。これはTwitterならではの、企業対ユーザーの距
離感の近さが活かされています。

横浜市エリアのハブである赤レンガ倉庫。そこで開催されるイベント情報を、
キャッチーな短文と画像とで簡潔に、かつ繰り返し、発信しています。さらに
は他アカウントの関連ツイートをRTしたりしてリーチ数及び認知度の向上を
図っています。また、2015年末にアンケート機能がリリースされました。当
時ちょっとしたニュースになりましたが、そうした話題に便乗するのも有効で
す。企業の担当者というより、「一個人」として身の回りのニュースにすばや
く反応すると、敷居が低く、ユーザーからも受け入れやすくなります。

事例③：身近なニュースや、地域情報をラフに配信
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Instagram

事例

活用チェックポイント

事例①：自社商品を使用したユーザーの投稿を紹介する

事例②：位置情報を活用する

青色の食用色素を取り扱うDICライフテックの事例。自社の色素を使用して作られたス
イーツや食品を自社のアカウントに多く投稿しています。この際の注意点とポイントは、
顧客の投稿を使用させてもらう際は、必ず顧客にメッセージを送り使用許可を得るように
するということ。その際には使用してくれた顧客とメッセージやコメントでコミュニケー
ションを図り、より深い関係を築けることにもなり一石二鳥です。

Instagramの検索にはハッシュタグ検索以外に「スポット検索」があり、位置情報から
写真を探せます。インスタグラムの位置情報を設定する一番のメリットは、ハッシュタ
グ以外からの集客窓口ができること。ユーザーの手間を省くのでページの離脱を防ぐこ
とができ、美容室や飲食店など店舗をお持ちの方はこの設定を行うだけで集客に活か
せます。（投稿時に「位置情報を追加」すればOK。）

Instagramの「ストーリーズ」機能ではライブ配信をおこなうこともでき、その機能を利用して顧
客とさらなるコミュニケーションをとることができます。例えば「ブラウンシュガーファースト」
という食品を販売する企業では自社商品の美味しい楽しみ方を社長自ら実践して配信をおこなって
います。配信を見ているユーザーはコメントすることにより質問も出来るので、顧客とのエンゲー
ジメントを高めるために非常に有効な機能です。

事例③：ストーリーズを活用してフォロワーとの距離を縮める

Instagramのメインユーザーは20～40歳代女性です。他のSNSとは違い、写真がメイ
ンのメディアなので、写真でアピールできる商品やサービスとの相性が良いです。お
洒落な写真の投稿が目立つメディアではありますが、最近では文字だけの投稿、面白
投稿など様々なアプローチが出てきており今後も表現方法の幅が広がりそうです。ま
た、位置情報やハッシュタグ（＃）を有効活用して、その場所やキーワードに興味が
ある層に幅広くリーチする工夫も大切になってきます。

✔ 見たくなるようなプロフィールページにする。 
✔ 写真をおしゃれにする。 
✔ ハッシュタグ(#)を使用する。 
✔ 位置情報を活用する。 
✔ ユーザーを巻き込んだイベントを開催する。

✔仕事の舞台裏を見せる。 
✔ピークタイムに投稿する。 
✔FacebookやTwitterなどのSNSにも同時投稿する。 
✔メディア属性を考え、20～40歳代の女性を想定した情報にする。 
✔ストーリーズを活用する 
✔エンゲージメントを意識したコミュニケーションをおこなう
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LINE
LINEは、企業が利用する際には旧来作成していたメルマガの代替として利用されてい
ることが多いです。店舗やWebページから「友だち」として繋がり、メルマガやクー
ポン配信ができるため、実店舗へ誘導し、顧客との親密性を高めることが可能です。
LINEは一般ユーザー用、LINE＠は企業や個人経営者用となっており、後者はアカウン
ト申請が必要です。今回、ご紹介するのはLINE@の方です。 

使える機能のチェック

1.　メッセージ一斉送信
友達登録をした顧客全員に送信できるメッセージ機能。 
※一部の顧客に送るなどのターゲティングはできません 
無料プランの場合、1か月1,000通までという縛りがありますが有料プランの場合1ヵ月
50,000通送ることが可能です。

2.　自動登録メッセージの設定
顧客にLINEで話しかけられたときに、予め登録したメッセージが自動で応答する機能。自動応答メッセージは、時間帯
によって応答メッセージを変える「自動応答メッセージ」と、顧客から送られてくる特定キーワードによって応答メッ
セージを変える「キーワード応答メッセージ」の2種類の機能があります。

3.　顧客との1:1トーク
普段のLINEのやり取りと同じように、企業と顧客が1対1でトークができる機能。 
※自動応答モードをオフにする必要があります。 
メッセージ一斉送信機能と異なり、トークは無制限でやり取りができます。

4.　タイムライン・ホーム投稿機能
顧客のタイムライン上に企業の情報を投稿する機能いいねやコメントなど、タイムライン上でのコミュニケーションが
できます。また、ホーム投稿を行うと、LINE@を登録してくれた顧客のタイムラインと自分のLINE@アカウントのホー
ム画面に投稿したメッセージが表示されるようになります。

５.　クーポン
LINE@から友達になった顧客へクーポンの配信ができる機能。認証済みアカウントの場合、ユーザー側のクーポン管理機能
（Coupon Book）に反映されることで使用率アップも狙えます。

６.　アンケート
アンケートなどのユーザー参加型のコンテンツを配信できる機能。自社商品やサービス
のリサーチに活用できます。※この機能はPC版管理画面から使用できます。

７.　ショップカード
店舗のポイントカードの作成や発行ができる機能。 
店舗型のビジネスの場合、顧客が来店して商品購入を行った際にポイントカード機能でポイントを付与することができます。

７


