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『3分でわかる』



　　Rec Loc Japan が 解決する課題

海外事業担当者の抱える2大課題

海外現地で

商材の認知を高め、商材の理解を広めたい（ P10へ ）

態度変容を起こし、商材の購入や利用を後押ししたい（ P11へ ）
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　　Index
はじめに

この度は『3分でわかる Rec Loc Japan 』をご覧いただき、ありがとうございます。

本資料では日本好き外国人が集まるSNSメディア「Rec Loc Japan」について簡単にご紹介いたします。
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・調査メニュー



　　Rec Loc Japan とは

SNSフォロワー数

150,000人

月間リーチ数

200万人

エンゲージメント率

9%（平均値の2倍）

15万人〜の日本好き外国人が集まるSNSメディアです



　　Rec Loc Japan とは

レポートやナレーションおよびバズ企画を得意とするクリエイター。日本のインターナ
ショナル企業でマーケターとしての経験もあるため、マーケティング目線の企画が得
意。スペイン語、英語、日本語を話すトリリンガル。 

Luis Martín 
企画力抜群 エンターテイナー クリエイター 

 

Chie（王婕） 
 

日本若者文化に精通する女性クリエイター 

Javier Escobar 
 

TVレポーター出身クリエイター 

スペインの映画関連会社でプロデューサー、エディター、レポーターを行って 

いたため、クリエイターとしての経験が豊富で様々な形式の動画をハイクオリ 

ティで制作することが可能。スペイン語と英語を話すバイリンガル。 

ビューティー系を中心としてファンション・コスメを得意とするクリエイター。他にもレ

ビュー動画や店舗紹介動画など、様々なコンテンツを制作することが可能。中国語、英

語、日本語を話すトリリンガル。 

一部メンバー抜粋

日本と現地の文化を理解した技術力の高い外国人クリエイターが

蓄積したデータを基に高エンゲージメントのコンテンツを日々、発信しています



　　Rec Loc Japan とは

複数のプラットフォーム × コンテンツ企画で情報を配信

動画 カルーセル ストーリーズ

ランキング ミーム 日本語 How to

配信形式

コンテンツ
企画

×
and more



　　Rec Loc Japan のユーザー

男性

44%
女性

56%

性 別 日本への関心軸 地域分布

アメリカ

32%

台湾 / 香港

13%

インドネシア

11%

イギリス

10%

その他

34%

日本の魅力や価値に共感する15万人以上のユーザー登録数



　　Rec Loc Japanの独自性

日本製品購買意思

購買意思有り
94.6%

購買意思無し
5.4%

日系コンテンツ視聴意志

視聴意思有り
98.8%

視聴意思無し
1.2%

日本への関心

関心有り
100%

全てのユーザーが日本に関心 直接購買に繋がりやすい ユーザー

商品やサービスを紹介

▶ユーザーを直接購買に繋げることができます

※Rec Loc Japanユーザーに対する2020年実施の自社調査

Rec Loc Japan は「日本好き外国人」に特化したメディアです



　　Rec Loc Japanの独自性

ユーザー視点

※Rec Loc Japanユーザーに対する自社調査

企業色・広告臭が少なく、ストレスを感じないためユーザーからの信頼度が

担保されているのが特徴です。

ない

 35%
ある

65%

Q : 広告コンテンツを見て不快に
      思ったことがあるか？

その他

 5%

好き

 まあまあ好き

95%

一般広告 Rec Loc

クライアント視点

Q : 自社で行った配信と比べたエンゲージメント比較

70%リーチ数

95%Like数

100%保存数

90%シェア

伸びた 変わらない・減った

※弊社クライアントに行ったヒアリング調査（n=10）

Rec Loc Japanのコンテンツは不快に

思われず好意的に受け入れられているのが

特徴です

Q : Rec Loc Japan の
　  コンテンツ対する好感度は？
      

自社や他社でのコンテンツ配信に比べ

Rec Loc Japanでの配信はユーザーの

興味関心を得ることができます



　   マーケティング課題の解決 ｜商品理解を高めシェアを拡大

Rec Loc インフルエンサー 企業

9.0%

※1 TANKE社 2021年1月のRec Loc Japan instagram平均値

※2 InfluencerDB社による2019年の調査

※3 株式会社コムニコによる 2018年の調査

7.5%

5.3%

高エンゲージメント率を維持

（企業平均の約2倍）
従来の広告

企業

理解への抵抗感がある

企業のメッセージが伝わらない

ユーザー

当社タイアップ投稿

企業 Rec Loc

POINT

Rec Locユーザーの好む
ストーリーで自然に紹介

楽しみながら理解も深まる

ユーザー

企業のメッセージを自然に理解

　　　
課題：海外現地でまずは認知を広く取っていきたい

解決アプローチ：広告臭・ストレスの少ない第3者視点で商材を紹介



Like率 0.8% 5.5% 690% UP

投稿保存率 0.1% 4.1% 4100% UP

エンゲージメント率 1% 9.7% 970% UP

　   マーケティング課題の解決｜態度変容の醸成

　　　

Before （自社配信） After （ JTB × Rec Loc ）

JTB メディアリテーリング様 ｜インバウンド向け旅行案内

課題：コンテンツを見たユーザーに態度変容を促したい

効果：コンテンツ接触者の各項目での態度変容を大きく後押し



　　  クライアント実績

　　    クライアント実績  　  社以上

株式会社キリンビバレッジ様 キッコーマン株式会社様

株式会社ジーアングル様 ゼブラ株式会社様

株式会社せーの様 株式会社LIXIL様

象印マホービン株式会社様 株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ様

株式会社リコー様 クラシコ株式会社様

600

・有名な会社を上、マイ
ナーが下

・企業名いらないのでは？
ロゴだけにする

By Jona3
01/26 



　

・推奨動画秒数は60秒

・人気コンテンツ企画とのタイアップで商品を自然な流れでご紹介

①投稿 ②動画再生 ③動画終了時  ロゴ表示

　　広告メニュー 紹介

 タイアップ広告（動画）



　　広告メニュー 紹介

　  タイアップ広告（カルーセル）

・推奨枚数は5〜6枚

・人気コンテンツ企画とのタイアップで商品を自然な流れでご紹介

Swipe

受注数 No1



　　広告メニュー 紹介

　  Instagram ストーリーズタイアップ

・Rec Loc Japan のストーリーズに掲載（24時間掲載）

・静止画の掲載

・指定URLへのリンク設定可能

① Instagram 
　 ストーリーズで配信

② キャンペーンサイトや  
　 指定URLへ誘導



① 設問を設計し

　 アンケートフォームを作成

② フィードに投稿し

     回答者を募集、選出

③ 調査結果の集計  
     & レポーティング

　　調査メニュー 紹介

　  ユーザーアンケート

・Rec Loc Japan ユーザーに独自調査が実施可能

・特定国、趣味嗜好などセグメントも可



　　調査メニュー 紹介

　  態度変容計測_A

① コンテンツを投稿 ② カルーセル内に

　 アンケートリンクを表示

③ アンケート実施 ④ コンテンツ接触後の

　  態度変容を可視化

・コンテンツ配信に態度変容調査を付属

・コンテンツ視聴後のRecLocユーザー視点での態度変容を可視化することができます



　　調査メニュー 紹介

　  態度変容計測_B

広告接触者

広告非接触者

・コンテンツ配信による市場の態度変容を調査

・コンテンツ視聴後の現地一般顧客の態度変容を可視化することができます

① 広告配信 ② パネルの選定 ③ 調査実施 ④ 調査集計

①Facebook
②Instagram
③Youtube

グローバル  リサーチシステムの活用

居住国・エリア・性別・年代・家族構成・年収など

調査対象のカスタマイズが可能

認知や購買意欲など

広告による態度変容

を可視化



　　調査メニュー 紹介

　  オンラインインタビュー

・Rec Loc Japan ユーザーからモニターを募集

・外国人ペルソナの声から外国人の響く、貴社の商材の価値や魅力を可視化

① モニターを募集 ③ レポート 作成・納品② オンラインインタビュー

世界中の外国人ユーザーから

条件に合うモニターを選出



広告出稿のご依頼、ご不明な点などがございましたら

弊社セールス担当までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

株式会社LIFE PEPPER
TEL : 03-6869-7976

kyosuke_imaizumi@lifepepper.co.jp


