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事例集

この施策の費用目安：韓国ブロガー年間50名起用 1,500万円 / 欧米Youtuber3名起用360万円~

某世界的テーマパーク

#韓国 #英語圏 #インフルエンサー #訪日アクティビティー業界

韓国人来訪客 前年比200%達成

事例集

課題：訪日韓国人の集客
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション
概要：韓国人の集客数を上昇させるための韓国向けプロモーション。
3ヶ月に１度、5記事ほどインフルエンサーによる記事を配信。



事例集

この施策の費用目安：5記事200万円

#韓国 #インフルエンサー #ホテル業界

グアムにある日系宿泊施設

1か月で50組、3ヶ月間で170組予約獲得
さらに、韓国人の認知度上昇（=指名検索がされるようになった）。

韓国インバウンドの遅れを完全に取り戻した。

事例集

課題：集客
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション
概要：ブロガーに情報と素材を提供し旅行者に向けた紹介ブログ記事の作成を発注・プロモ
ーションの実行。



事例集

この施策の費用目安：WEB広告月額100万円~ / 韓国ブロガー5名起用140万円

宿泊・レンタカー予約事業

#韓国 # ý #インフルエンサー #WEB広告 #レンタカー業界

コンバージョン前年比2.5倍増！
コンバージョン単価20％減！

事例集

課題：リスティング広告の成果向上
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション/リスティング広告運用
概要：既に他社代理店にて台湾・韓国向けのリスティング施策を行っていたが、成果に課題
があった為リプレイス。Google、NEVER、Yahoo!を使って再施工。合わせてインフルエンサ
ーの起用を行った。現地語ネイティブスタッフと有資格者アカウントプランナーをWアサイ
ンし、新しい広告キーワードの発掘・導入。



事例集

この施策の費用目安：200万円

眼球洗浄液-医薬品製造会社

#韓国 #インフルエンサー #化粧品業界 #医薬品業界

インバウンドの店舗前年比売上110％アップ

事例集

課題：訪日韓国対象の売上・来店数
実施内容：韓国人ブロガーを起用したプロモーション
概要：HOW TO動画を配信し視覚的に訴求。最近の流行として打ち出していき、WEB上で影
響力が非常に高い「日本で買うべきもの10」に入れこんだ。



事例集

この施策の費用目安：150万円

#韓国 #インフルエンサー #小売業界

博多にある複合商業施設

SEOキーワード検索順位一位獲得

事例集

課題：施設のリニューアルの韓国に向けたPR/認知
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション
概要：インフルエンサーを招致しクライアント企業店舗含む博多旅行のブランディングを企
画実行。ブログとインスタグラムにてプロモーション。



事例集

この施策の費用目安：500万円

保温水筒の製造企業

#韓国 #インフルエンサー #WEB広告 #日用品業界

指名検索数が昨年比139% / 月間25770回→3590回
Facebookリーチ:168万人/Impression:1375万回

事例集

課題：韓国若年層への認知度向上
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション
概要：商品が見た目ではなく機能性が魅力のため、実際にNAVER上で著名なブロガーに利用
してもらいコンテンツを作成。さらに目的の認知度拡大のために「ブログでは検索流入」
「Facebookで未認知層」へコンテンツを届けた。



事例集

この施策の費用目安：韓国ブロガー年間30名起用750万円

#韓国 #インフルエンサー #訪日アクティビティー業界

沖縄ダイビング&シュノーケリング体験施設

事例集

知名度0の状態から、投資対効果を見合わせ
年間でインフルエンサー取材記事を30記事以上を量産できる体制に

課題：訪日韓国人の利用者数増加
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション・韓国語プラットフォームの立上げ
概要：年間で30記事以上インフルエンサーの取材記事作成を行なっている。
また、KakaoTalkを活用した韓国語での問い合わせ体制の立ち上げも実施。



事例集

この施策の費用目安：韓国ブロガー2名起用 60万円

#韓国 #インフルエンサー #小売業界

大阪某ショッピングモール

韓国人来場者アンケートの結果

70%がブログを閲覧し来場したと回答

事例集 極秘

課題：訪日韓国人の集客
実施内容：ブロガーを起用したプロモーション
概要：韓国人ブロガー2名が取材&記事執筆。さらに写真モデルとしてブロガーを起用し、韓
国人向けパンフレットを作成、店舗で配布を行った。さらに、訪日韓国人が利用するコミュ
ニティーサイト「ネイルドン」での広告出稿も行なった。



事例集 #韓国 #インフルエンサー #WEB広告 #レンタカー業界

この施策の費用目安：韓国ブロガーを年間で50名起用 - 1,500万円

掲載から3ヶ月で約 600 件の予約が発生
（顧客単価 8,000円 ~ 24,000 円）

事例集

訪日外国人向けレンタカープロモーション

課題：レンタカーの予約数向上
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション
概要：韓国人パワーブロガー５名が東京・大阪・沖縄・九州の４エリアにあるレンタカーを
紹介。ブログ内に予約サイトへのURLを貼り付け、送客を実施。



事例集

この施策の費用目安：200万円

ディスカウントドラッグストア

#韓国 #インフルエンサー #小売業界 #医薬品業界

全国各地のクライアント様店舗の知名度向上
・コスモスドラッグストアと検索した際の検索上位獲得

・指名検索ボリュームは施策実施前の2~3倍に増加

事例集

課題：来店促進
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション
概要：全国各地にあるドラックストアーチェーン店をインフルエンサーが取材。大阪の店舗1 
/ 福岡の店舗6 /  対馬の店舗2記事配信。



事例集

この施策の費用目安：WEB広告月額 50 万円~ / 韓国ブロガー5 名起用150万円

グアムにあるレンタカー企業

#韓国 #英語圏 #インフルエンサー #WEB広告 #レンタカー業界

指名検索数ほぼ 0 件→月間 4,000 件に増加

事例集

課題：グアムを訪れる韓国人を集客
実施内容：ブロガーを起用したプロモーション
概要：ブロガー施策を実施。投資対効果が良く、現在では年間で100記事程をインフルエンサ
ーを起用して記事作成。



事例集

この施策の費用目安：多言語サイト制作500万円 / WEB広告月額50万円

#韓国 #台湾 #中国 #国内 #英語圏 #その他 #サイト制作 #WEB広告
#訪日アクティビティー業界

自転車レンタル企業

1予約あたり500円までCPA削減
低単価商材にも関わらずリスティング広告で費用対効果を合わせる

事例集

課題：訪日外国人の呼び込み強化
実施内容：多言語サイト制作・リスティング広告
概要：全12言語の自転車予約サイトを制作。さらに各国へリスティング広告でプロモーショ
ン。



事例集

この施策の費用目安：韓国ブロガー6名起用 200万円

課題：訪日韓国人数増加
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション/facebook広告の運用
概要：長崎市内にある魅力的なコンテンツをアピールすべく韓国ブロガーの２泊３日の取材
ツアーを実施。さらに、公開されたコンテンツをFB広告で配信し認知拡大。

長崎市某自治体

#韓国 #インフルエンサー #WEB広告 #地方自治体・行政

長崎のローカルな魅力を韓国人目線から6記事で配信
Facebook広告では「韓国在住」「旅行者が多い層30代以下」

「日本旅行や食に興味の情報を日常的に閲覧している層」にリーチ

事例集



事例集

この施策の費用目安：韓国ブロガー4名起用 200万円

福岡市のファッションビル

#韓国 #インフルエンサー #WEB制作 #小売業界

通常のブログコンテンツ作成だけでなく、
WEBサイトで「ブロガーおすすめ」という見せ方を作成。

今後のプロモーションの基盤を作った

事例集

課題：訪日韓国人への知名度向上
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション/多言語サイトの制作
概要：訪日韓国人の中で最も来日人数が多い20代向けのプロモーション。韓国人著名NAVER
ブロガーによる取材を行い、さらにそのコンテンツを活用し韓国語サイトをリニューアル。



事例集

この施策の費用目安：月額30万円

事務・光学機器などの製造を行っているメーカー

#英語圏 #その他プロモーション #日用品業界

月間フォロワー増加数5倍
運用開始前と比べて平均エンゲージメント率1.5倍UP

事例集

課題：グローバルアカウントのフォロワー増加・認知度UP
実施内容：インスタグラムの運用
概要：既存のアカウントのフォロワー増加のため、データ分析、ハッシュタグ PDCAを回し
ながら検証。



事例集

この施策の費用目安：WEB広告月額80万円~

訪日公道レンタカー事業

#英語圏 #台湾 #WEB広告 #訪日アクティビティー業界

プロモーション初月から50件以上の予約
プロモーションの効果が高く、一時的にゴーカート数が足りない状態に。

事業立ち上げから1年で多店舗展開準備に踏み切る。

事例集

課題：事業立ち上げに伴い０からの戦略及びプロモーション実行
実施内容：多言語リスティング広告・FB広告
概要：事業立ち上げ前から相談を受け訪日プロモーションを戦略策定から実行までを担当。



事例集

この施策の費用目安：30万円／月

半年間で2000フォロワー増加(8,000人から10,000人に)

増加の50%が外国人ユーザーでグローバル展開を後押し

某珈琲チェーン店

#英語圏 #台湾 #韓国 #国内 #その他プロモーション #飲食業界事例集

課題：インスタグラムの運用実行部分
実施内容：インスタグラム運用・コンサルティング。
概要：台湾現地に2店舗展開を2018年に行なったため、そのプロモーションを加速させる手
伝い。ハッシュタグを多言語化し、訪日外国人に対する認知度を拡大



事例集

この施策の費用目安：WEB広告月額50万円~

白衣の企画・製造・販売

#英語圏 #台湾 #WEB広告 #ファッション業界 #医療業界事例集
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課題：海外市場での売り上げ
実施内容：リスティング・SNS広告
概要：アメリカ・台湾向けたリスティング・SNS広告を実施。その他リマーケティングやディ
スプレイ広告の運用・実行を行うなど、内部施策を厚くするようコンサルティング。クーポ
ンの配信キャンペーンを仕掛け、取りこぼしユーザーへのリーチを測った。



事例集

この施策の費用目安：50万円／月

訪日外国人予約サイト

#英語圏 #台湾 #WEB広告 #訪日アクティビティー業界
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事例集

課題：訪日外国人の集客
実施内容：リスティング広告の運用
概要：台湾・英語圏に向けたリスティング広告の運用。国によって最適な検索サイトやキー
ワードを効果的に変更。



事例集

この施策の費用目安：150万円

課題：英語圏向け認知度アップ
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション
概要：インフルエンサーを日光に招待して、ツアーガイドと共に一泊二日で観光をして頂い
た。キャニオニングやサイクリングなどアウトドアアクティビティーがメインでツアー後動
画にしてYouTubeとインスタグラムで拡散した。

日光のプロモーション

#欧米 #インフルエンサー #自治体

再生回数40,000人、232コメント獲得

事例集



事例集

この施策の費用目安：1名120万円

港区プロモーション

#欧米 #インフルエンサー #自治体事例集

再生回数35,000回、220コメント獲得

課題：港区としての知名度向上
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション
概要：東京都における区単位のプロモーション。欧米・台湾のインフルエンサーを起用し、
区で作成した動画をSNSで投稿。



事例集

この施策の費用目安：120万円

ARアプリ

#英語圏向け #インフルエンサー

再生回数82,000人、来期リピート確定

事例集

課題：欧米 アプリのDL数向上
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション
概要：在日ユーチューバーを大阪に招待して、旅行ARアプリを実際に体験していただき、ア
プリを使いレストランを探して頂いた。



事例集

この施策の費用目安：120万円

訪日アクティビティ予約サイト

#欧米 #インフルエンサー

再生回数19,000人、コメント獲得

事例集

課題：欧米向け 認知UP
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション
概要：フード系ユーチューバーとバーホッピング体験ツアーを実施。地元のガイドさんがイ
ンフルエンサーを地元ならではの飲食店に招待し、このツアーサービスをプロモーション。



事例集

この施策の費用目安：450万円

#英語圏 #WEB制作 #日用品業界

越境ECサイト制作

https://bar-times-store.tokyo/

事例集

https://bar-times-store.tokyo/


事例集 #英語圏 #韓国 #台湾 #WEB制作 #飲食業界

多言語ランディングページ制作

この施策の費用目安：300万円

http://www.1899.jp/ochanomizu/tw.php

事例集

http://www.1899.jp/ochanomizu/tw.php


事例集

この施策の費用目安：250万円

多言語ランディングページ制作

#英語圏 #台湾 #WEB制作 #ホテル業界

https://fresa-inn.jp/eng/kashiwa/lp/

事例集

https://fresa-inn.jp/eng/kashiwa/lp/


事例集

この施策の費用目安：450万円

#英語圏 #台湾 #WEB制作 #地方自治体・行政

多言語アクティビティ予約サイト

https://miescape.jp/en/

事例集

https://miescape.jp/en/


事例集 #台湾 #インフルエンサー #WEB広告 #化粧品業界

コスメ製造・卸企業

この施策の費用目安：台湾ブロガー1記事80万円

商品名やブランド名での検索結果1位獲得
その他化粧品関連キーワード1~16位複数獲得

事例集

課題：台湾での認知力
実施内容：ブロガーを起用したプロモーション
概要：台湾人は商品購入直前にブランドの信頼度を確かめるために検索を行う傾向がある為
検索結果にブログ記事を多数載せる施策を実施。



事例集

この施策の費用目安：台湾ブロガー記事2本150万円 / WEB広告月額60万円

#台湾 #インフルエンサー #WEB広告 #アプリ業界 #ゲーム業界

ネットUFOキャッチャーゲーム会社
1日あたり

100アプリインストールを獲得
1インストールの獲得単価は¥125円

事例集

課題：台湾進出に伴う認知
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション／Facebook広告
概要：インフルエンサーが実際にアプリを体験する記事を作成。さらにその記事をFacebook
広告で拡散した。



事例集

ブランド品特化型フリーマーケット運営会社

この施策の費用目安：台湾インフルエンサーSNS投稿5名100万円

#台湾 #インフルエンサー #アプリ業界 #ファッション業界

記事執筆+SNS投稿という通常プランの3分の1程の費用で

いいね数2,000 / リーチ数40,000
を記録。

事例集

課題：台湾での認知力向上
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション
概要：台湾現地でのアプリ販促イベントへの集客施策で、台湾人インフルエンサー5名を起用。
「キャンペーン投稿をコメント付きでシェア」する施策。



事例集

この施策の費用目安：120 万円〜

ラテ兼営の特定地上基幹放送事業者

#台湾 #インフルエンサー #ホテル業界事例集

台湾向けの越境 EC で 前年比 200 % 超え の販売数達成

課 題：台湾人への認知向上と売上向上
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション
概 要：インフルエンサーを活用した越境ECへの送客および刈り取り。台湾向け越境 EC 
の販売促進および認知拡大を行いたい。



事例集

この施策の費用目安：台湾ブロガー2記事160万円

浅草にある和装写真スタジオ

#台湾 #インフルエンサー #訪日アクティビティ業界
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事例集

課題：台湾人の認知・集客数
実施内容：ブロガーを起用したプロモーション
概要：実際に浅草の店舗にて着物の着用をしたコンテンツを作成してSEO対策を行った。



事例集

この施策の費用目安：WEB広告月額100万円~

#台湾 #インフルエンサー #化粧品業界

1ヶ月に1,000件以上の定期購入を獲得！
これを半年以上継続中

事例集

台湾向け化粧品越境ECマーケティング

課題：台湾人の認知・集客数
実施内容：WEB広告複数組み合わせ運用
概要：フェイスパック系商品を単品越境ECにて定期購入式で販売している事例。アフィリエ
イト施策・リスティング広告・Facebook広告・Yahoo Geminiを組み合わせたプロモーショ
ン



事例集

この施策の費用目安：WEB広告月額300万円

展示会の多言語集客支援

#台湾 #英語圏 #その他 #WEB広告 #IT業界 #展示会業界

年間で平均10展示会の集客を実施
長期間のプロモーションと多数の展示会のプロモーションを同時に実行。

それにより費用対効果も加速度的に向上。

事例集

課題：展示会出展社・来場者の両面の集客
実施内容：リスティング広告・Face book広告
概要：日本最大の国際見本市主催会社の多言語プロモーション。年間で約230本の展示会を開
催。WEB広告を使用し１００カ国以上にプロモーション



事例集

この施策の費用目安：500万円

大手ディスカウントストア

#台湾 #インフルエンサー #小売業界

店舗紹介のブログpvが10万人の台湾人にリーチ

事例集

課題：台湾人への認知向上
実施内容：インフルエンサを起用したプロモーション
概要：都内５店舗にインフルエンサーをキャスティング。季節に合わせ売り出している商品
及び店舗の紹介。写真つきブログの作成依頼



事例集

この施策の費用目安：300万円

沖縄にある動物園付随テーマパーク

#台湾#訪日 #訪日アクティビティー業界

来園者数前年比150％UP

事例集

課題：訪日台湾への認知度向上
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション
概要：２名のトップインフルエンサーを招致し沖縄こどもの国含む沖縄旅行のブランディン
グを企画実行。SNSにてプロモーション



事例集

この施策の費用目安：360 万円〜

玩具・日用品メーカー企業・卸

#台湾 #インフルエンサー #ホテル業界

海外からのお問い合わせが発生し、安価で
海外展開の足がかりになった。

事例集

課 題：海外の顧客との取引手法の効率化および一元化が必要という課題感・
実施内容：B to B の越境 EC の制作（英語圏、繁体字）
概 要：海外向けの越境ECを流用し「カタログ型」で取引を簡易化した。



事例集

この施策の費用目安：100 万円〜

沖縄県某イベント

#台湾 #インフルエンサー #ホテル業界

�ÉË)* 0 ��� ýwħ�¾�
2,000 w{r#é¾

事例集

課 題：新しく中華圏向けの集客を開始したい。ゼロからなので何をすればいいのか不明
実施内容：繁体字での LP 制作 + 台湾インフルエンサー
概 要：沖縄の読谷村という立地に着目し、位置情報+インフルエンサーの情報発信



事例集

この施策の費用目安：150 万円〜

岩手県某自治体

#台湾 #インフルエンサー #ホテル業界事例集

３人の台湾人訪問！地域の魅力洗い出し！（案件進行中。）

課 題：岩手県釜石市に台湾人観光客を集客したい
実施内容：台湾人モニターツアー + 地域の魅力の洗い出し
概 要：日本在住の台湾人が、釜石市を訪れ、台湾人目線での魅力の発掘を実施。



事例集

この施策の費用目安：インフルエンサー2名を3泊4日のツアー参加&SNSで5回投稿 - 100万円~

秋田県某自治体

#台湾 #インフルエンサー #地方自治体・行政

台湾のマイクロインフルエンサー2名を起用
３泊4日のツアーで10箇所以上の観光名所を取材した

事例集

課題：国外に対する認知・集客力
実施内容：インフルエンサーを起用したプロモーション
概要：田県の魅力を世界各国に発信するプロモーション。
SNSでの発信力の強い各国のインフルエンサーの観光ツアーを企画、実行。



事例集

この施策の費用目安：1,000 万円〜

#台湾 #インフルエンサー #ホテル業界

鳥取県某自治体

事例集

台湾で大人気の TV 番組を誘致した（案件進行中。）

課 題：鳥取県、島根県に台湾人観光客を誘致したい。
実施内容：台湾の人気 TV 番組「őÃă¿」を招待し、撮影をサポートを実施。
概 要：総務省の補助金事業だが、補助金取得から撮影サポートまでを行った。



事例集

この施策の費用目安：200万円

複合商業施設

#中国 #インフルエンサー #小売業界

クーポンページまでの取り込み 1万件
CPA50％減で CV150％UP

事例集

課題：訪日中国人の集客
実施内容：リスティング広告
概要：Bp^nAdn]pn#½áoŀ�8½á��4�*�fpGp#�4Ļ-ÁĚ��
�Ĭĩ#\lcpHgn�



事例集

この施策の費用目安：WEB広告月額50万円

映像・動画・イラスト制作会社

#中国 #WEB広告 #IT業界 #ゲーム業界 #アニメ業界

継続的にBからのお問い合わせを獲得し、最大で 200万円の案件を百度
リスティング経由で獲得。中国向けBtoBマーケティングで成功

事例集

課題：中国・欧米への事業拡大
実施内容：リスティング広告の運用（百度・Linkedin）
概要：多言語声優・イラスト作成・動画アニメーション作成を中国向けに提供したいという
相談から、中国で最も利用されている百度でリスティング広告を1年以上実施継続中。(現在、
欧米向け施策とLinkedIn広告を実施中)



事例集

この施策の費用目安：WEB広告月額50万円

課題：中国向けの認知・売上向上
実施内容：リスティング広告運用
概要：中国のバイヤーや取引先に向けて認知獲得プロモーションを実施。部品名などで細か
い百度リスティング広告を実施。

換気設備設計施工企業

#中国 #WEB広告 #部品メーカー

難しいといわれる中国B向け市場において売上ゼロからスタートし、
毎月安定した件数の取引関連の問い合わせを獲得

事例集



事例集

この施策の費用目安：WEB広告月額300万円~

IACC-住宅関係比較サイト

#国内 #WEB広告 #住宅業界

5P 6
A P

事例集

課題：リスティング広告の目標CPA達成
実施内容：リスティング広告の運用
概要：運用方針や現状を理解した上で戦略的にリスティング広告の運用を実施。



事例集

この施策の費用目安：WEB広告月額500万円~

アクティビティ販売サイト

#国内 #WEB広告 #旅行業界

開始2ヶ月で売上が倍！単月売上2000万円UP！
ãÀó�Ċ1000ŕUPŔ

事例集

課題：集客増加
実施内容：リスティング広告の運用
概要：WEB広告全般のご相談。リスティング広告を運用し、見込み顧客に深くアプローチ。
キーワードの追加とキャンペーンの設計を大幅に改良し効果的にユーザーを呼び込んだ。



事例集

この施策の費用目安：WEB広告月額150万円~

留学斡旋会社

#国内 #WEB広告 #旅行業界 #留学業界

3 C 3
5 A P

事例集

課題：リスティング広告のCPA達成
実施内容：リスティング広告、Instagram広告
概要：キャンペーン構造から作りなおして、最適化。今まで着手していなかったInstagramも
スタートし、１ヶ月目から目標CPA達成。展開国も６カ国以上拡充。



事例集

この施策の費用目安：WEB広告月額800万円~

家具卸し事業

#国内 #WEB広告 #日用品業界

コンバージョン数5倍UP！
コンバージョン単価25％減！

事例集

課題：iIP<nCÊ¦#�Ă�
実施内容：リスティング広告の運用
概要:元々他での広告運用を行っていたが、さらに効果を高める為ご相談をいただいた。
運用を最適化し、パフォーマンスをあげた。



TV番組 The Social への出演

登壇・寄稿・メディア掲載実績
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イマラボ - Inbound Marketing Lab

登壇・寄稿・メディア掲載実績

https://lifepepper01.peatix.com/view

https://lifepepper01.peatix.com/view
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マーケティングメディア での連載寄稿

登壇・寄稿・メディア掲載実績

https://ferret-plus.com/writers/lifepepper
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メディア での連載寄稿

登壇・寄稿・メディア掲載実績
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