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マーケティングが得意な私達はもちろん⾃社でも
店舗経営、EC事業、メディア事業を⾏います。

マーケティング キャスティング HP制作/映像制作 ⼈⼯知能開発

店舗運営 EC事業 メディア事業 投資事業

インスタグラマー
を通して最新の企

業PRを提供	

Google	を始めとする
オンラインマーケティ

ング代理運用	

世界トップクラス
のターゲティング

精度を誇る人工知
能開発	

イマドキのトレンドデ
ザインを組み込んだ

HP/映像制作	

アメリカLA大手モ
デル事務所との提

携ECサイト	

カフェダイニングバー、
スパ、エステの店舗
運用とプロデュース	

海外への素早い
展開を可能にする

投資事業	

インスタグラマー達が
創るEC事業(月間
400,000pv数)	

アメリカより返還された⼟地、オアフ島のワ
イマナロ地区。2015年全⽶No.1ビーチに選
ばれた宝⽯のように美しいワイマナロビーチ
もここにある。この独⽴主権国家へのマーケ
ティング・ブランディング・そして暗号通貨
(アロハコイン)を使った国家建設など、ハリ
ウッド映画にもなった壮⼤なプロジェクトの

リーディングカンパニーとなります。

Branding ✖  Marketing
国家マーケティングも担当します



はじまりは ”うどん屋のおばちゃん”
美味しいうどん屋さん、でも裏路地だからあまりお客さんが来ない。

だけど、「ホット◯ッパー」や「ぐる◯び」はやっぱり⾼いし費⽤対効果が・・・

美
味しいのに、いいサービスなのに、いい商品なのに、

⼈の集め⽅がわからない



リリース2ヶ⽉で14業種、2300アカウント以上が利⽤！
アジア最⼤のインスタ集客プラットフォーム

モデル・タレント ネットショップ整体・マッサージ

美容院・サロン メイクアップ・美容 お花屋さん

ウェディングプランナー 個⼈カメラマン 英会話教室

ペットサロン モデル・アイドル 企業⼈事部・採⽤

個⼈事業主 アーティスト ECサイト



イマドキ検索は # 
もうネット検索は”⾯倒くさい”

「今日は渋谷にデート♪少しお腹が減ったな。」	

ページに行けば直接	
電話予約も可能	

ピンをタップすると	
そのまま道案内開始	

今までこのカフェに行ったこと	
がある人達がズラーっと見れる	

アプリを開いて
⾍眼鏡から検索

投稿⼀覧からオシャレな
写真を選んじゃおう

実際のコメントが⾒れちゃう！
店名をタップしてお店をチェック

ファッションや雑貨、エステや美容など幅広く検索されています。



HEY. ITʼS 2017
今は2017年。CMなんてスキップ。雑誌なんて邪魔。

ある	
78%	

ない	
	22%	

SNSでフォローしている人に影響されて	
実際に何か購入したことがありますか？	

25%	

8%	

12%	

19%	

22%	

25%	

その他	

旅行	

インテリア	

美容	

飲食	

ファッション	

ファッションを中心
にSNS上で誰かに影
響されて購買につ

ながっている。	

レストラン	

例えば、友達の投稿に「この〇〇いい！」という	
のを見て実際に自分も行った/買ったことがある人。	

商品	 旅行	

サービス	



このターゲット精度は世界でもLimだけ。



【エリアターゲット】	
指定エリアにいる人	

にターゲット可能	

【頻度ターゲット】	
指定エリアに	

月に何回来る人など	

【性別ターゲット】	
指定の性別に	
ターゲット可能	

【年代ターゲット】	
指定の年代に	
ターゲット可能	

【興味ターゲット】	
ママであれば	#子育てを	

頻繁に利用します	

【コミュニティターゲット】	
旅行会社のアカウントを	

フォローしている人は旅行好き。	

もし渋谷にある	
「おしゃれカフェ」 	
オーナーだったら	

エリア・頻度 

渋谷に月に2回以上 
来ている人 

18歳~35歳 
の女性 

#109 #カフェ #グルメ 
#カフェ巡り #女子会 

#渋谷カフェ #アラサー 
高確率 

ターゲット 
132
万人	 73	

万人	
15	
万人	

コメント	

いいね	

フォロー	

アクションをされた人は気になってあなたのページに訪れ、あなたをフォロー。	
その後、購買や来店につながる。また来店後や購入後も継続プッシュが可能	

年代・性別 

興味・コミュニティ 

アクション 



23 

896 

1788 

2544 

0	 5	 23	 68	

利用前 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 

フォロワー増加推移例	 実際の来店	

飲食店の実例	
湘南に2016年にできた新店。 
今ではテレビにも取り上げられる話題店に！ 

店長コメント	

鎌倉によく来る人、また住んでいる
人に対してターゲットを設定しまし
た。毎日増えるフォロワーにも驚き

ましたが、それ以上に実際に「イン
スタ見て来ました」という方が最近

よく来るようになりました。	

		ネットショップの実例	

2538 

4633 

7485 

10234 

14039 

245	
1249	

3642	

7843	

9104	

18	 45	 74	 123	 197	

利用前 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 

フォロワー増加推移例	

サイト訪問UU数	

月間購入回数	

店長コメント	

導入した当日から目に見える
効果。実際の購入者の方から
直接インスタでコメントが来る

ので、そこで仲良くなって再購
入していただけてます。	

実際の反応



5822円	

2332円	

ホットペッパーCPA	 弊社経由のCPA	

都内に数店舗の美容院を経営するLumino_Hair_Studio様 

オーナーコメント	

今までホットペッパービューティーに月
に60万円以上払っていましたが、クー
ポンやディスカウント目当てのお客様

が多くなかなか固定客になりませんで
した。インスタ経由のお客様は実際に

写真を見て気に入って来てくれている
ので固定客になる傾向にあります。ま
たサロンモデル募集や求人でも実際に

活用できており、あっぱれです！笑	

		その他の事例一部紹介	

CPA=コスト÷問い合わせ数	

【アパレルブランド】	 【モデル・タレント】	 【セミナー・説明会】	

美容院の実例	



Simple Plan Regular Plan Business Plan 

⽤途説明 とにかくフォロワーを
増やしたい個⼈向け

店舗やサイト
運営者向け 幅広いビジネスに対応

⾃動いいね ○ ○ ○

⾃動フォロー ○ ○ ○︎

⾃動アンフォロー ○ ○︎ ○

⾃動コメント ○ ○

コメント⽂指定 ○

詳細ターゲティング ○
コミュニティ
ターゲティング ○
ターゲット分析
（⼈⼯知能） ○ ○ ○

エリアターゲティング ○ ○
アカウントプランナー

相談 ○ ○

優先メール対応 ○

価格 ¥3,980/⽉ ¥9,980/⽉ ¥14,980/⽉

解約料はあるの？ 
一切ございません。効果がなけ
ればメールひとつで、いつでも
システム停止が可能です 

お支払い方法 
(Visa/Masterのみ) 
クレジットカード 

ご登録方法 
サイトからご登録ください。(簡
単2分程度)(https://www.lim-

japan.com/follower-up) 検索：
ファン獲得システム 

プラン⽐較

【自動いいね】		自動でいいねを行います。	
【自動フォロー】�		自動でフォローを行います。	
【自動アンフォロー】		フォローをするとフォロー数が増えてしまうので自動でアンフォローを行います。	
【自動コメント機能】		自動で指定されたコメントを行います。(例：素敵なお写真ですねetc)	
【コメント指定】		指定コメントではなく、ご自身で決めたコメントが可能です。	
【詳細ターゲティング設定】		例えば過去3日以内に写真を投稿したユーザーに対してアクションを行うなど細かい設定が
可能です。	
【コミュニティターゲット】�　競合アカウントをフォローしているユーザーに対してアクションができます。例えば旅行好きの
人をターゲットしたい場合はHISのアカウントをフォローしている人をターゲットにできます。	
【ターゲット分析(人工知能)�】　一定期間人工知能がアクションをすると自動的にどのターゲットからのアクションバック率
が高いかを分析し、ターゲットの絞り込みを行います。	
【エリアターゲティング】　特殊な位置情報取得機能を使い自分のターゲットエリアに近い人に対しアクションを行えます。	
【アカウントプランナー相談】　様々なご不明点をアカウントプランナーが教えます。	
�【優先メール対応】　日々殺到するメールの中でも優先的に担当者に届くように設定されます。	



ファン獲得システム	

Googleで検索
(https://lim-japan.com)

ターゲットの設定&申し込み完了
24時間以内に弊社から連絡があります	

ご本⼈認証
ご登録後、3つの認証パターンにランダムで分かれます。	

認証有効時間（１時間程度）を過ぎた場合は再度お送ります	

アプリ画面認証	 メール数字認証	 SMS電話数字認証	

トップから⼀番下へスクロール
エリアターゲットや専属アドバイザー
をご希望の⽅は法⼈申し込み




