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テストマーケティング＆商品コンセプトの受容性調査を兼ねたイベント企画

Japanese Foodie

米国市場プロモーション
【Japan Holiday Partyの開催について】



進出前の調査がしたい
リニューアルを検討したい

ブランド認知を上げたい
コンテンツをたくさん作りたい

本企画の趣旨
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【企画趣旨】
米国市場における売り上げ拡大や、今後の米国進出の検討、さらには外国人に認知拡大を目指す各ブランド向けの企
画です。インフルエンサーマーケティングサービス【House Party】を活用しテストマーケティングの中で、ブランド／商品
に対する顧客からの反応・評価を調査することと、今後の訴求、認知度UPを効果的に行うためのコンテンツ獲得を実
現します。こうしたイベントを、米国で盛り上がる歳時に合わせて企画し、ご提案させていただきます。

ターゲットが誰かわからない

海外向けパッケージを検討したい

どんな使われ方をするか見たい

こんな時、こんなことを考えている方におすすめ！！

アメリカでの商品の
認知度を高めたい

メニューや使い方の
事例を作りたい

アメリカ人が使っている
コンテンツが欲しい

何はともあれ
まず売ってみたい！

イベントと合わせて、
Rakuten.comにて商品を販売す
ることが可能です。
獲得コンテンツをリアルタイムに生か
すことで、テストでありつつも真の顧
客の反応を見ることをご提案いたし
ます。

イベントと合わせてリサーチが可能です
イベント準備段階から

ザクザクとコンテンツが集まってきます
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イベントプラン【 Japan Holiday Party 】

ベビーや子ども向けの商品、また、グルテンフリーを求める
ダイエット志向、小麦粉アレルギー対策をしている商品など

ベビーや子どものいる家庭

Family Plan 【Snacks for everyone】

企画第一弾は日本でも定着している【Holiday】です。
米国のフードトレンドを考慮し2つのイベントプランをご用意いたしました。（それぞれ3枠募集いたします。）

Ⅿillennials Plan 【Sake Party】

■ターゲット

■推奨する商品

■USトレンド情報

■企画概要

健康トレンドの中でも、Holidayを楽しんでほしいというメッセージと、
安心安全を訴えるイベントです。

「Family」「Healthy」「Baked」「朝ごはん」「ランチの代わりに」
という表現を打ち出している商品が増えており、「On-the-go」と
いう表現で、忙しい時の代替食品としてアピールしているブランドも
あります。また、表示について安全をしっかりうたう商品が増えていま
す。

日本酒、焼酎

ミレニアル世代の働いている人

■ターゲット

■推奨する商品

■USトレンド情報

■企画概要

大晦日の楽しみ方、として日本酒・焼酎パーティーを提案します。
対象は２１歳以上の男女となります。

獺祭がCIA（ニューヨークにある料理大学）で酒蔵を建築するな
ど、日本酒のブームは根強く、多くの酒ブランドがアメリカに進出し
てきています。そこで、大晦日をテーマに、日本酒を楽しむシーンと
して、パーティー企画を実施します。
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補足資料_米国におけるスナックトレンド

スナックトレンド2019

Popular Products

Products Concept

Naming & package

Product Market

グルテンフリーのブームにより、ライススナックへの注目は高まり、
商品数も増えた昨今。健康志向もあって、売り上げは拡大し
ている。また、健康的な印象も高く、Rice Cakes With 
Peanut Butterは、Great Snacks for Runners という
表現をしているものもある。さらに、これをいつ食べるのがよいか、
という助言もしていて、mid-morning or
mid-afternoonと示す。
Rice Cereal（ライスシリアル）について
は、スナックというよりは、ミール代替品
としてのポジショニングとなっている様子。

Baby

顧客ターゲットをベビーや子供に
している商品、また、グルテンフリー
を求めるダイエット志向、小麦粉
アレルギー者をターゲットとしている
ものもある。
Family, Healthy, Baked、
朝ごはん、ランチの代わりに、という表現を
打ち出している商品も多い。
On-the-goという表現で、忙しい時の代替え
食品としてアピールしているブランドもある。

ダイエット的な表現ではなく、スマートな食べ方、ウエルネス、
という食スタイルが流行している。痩せたいとか、スキニーという
ようなダイレクトな表現は敬遠されているようで、表現としては、
Better-for-youとして、健康管理や
体調管理などを目指すのがかっこいいよう
である。カロリー表示や、less sugarの
という、成分や栄養に関する情報の
記載もポイント。

ビーフジャーキーやチキンジャーキーのような、肉を材料とする
ドライミート、ジャーキーが大流行中。特に、スパイスの効いた
味は人気が高い。一口サイズの食べやすいタイプも登場。
品質の良い肉を使うのが特徴で、値段は高めに設定されて
いる。
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House partyとは

アメリカで初めてのウェブマーケティング会社創始者ディーン氏がスタートさせた、インフルエンサーマーケ
ティングプラットフォームです。オンラインコミュニティとホストが開くホームパーティーをメディアとし、リサーチ
＆プロモーションを行うことができるサービスとして、多くの顧客イベントを開催しています。

創業後10年の経験の中から、独自の顧客コミュニティも保持し、ブランドターゲットに合う顧客層を選
択、効率の良いショッパーマーケティングの実績が評価されています。

110万人の
登録ホストから
開催者を選定

ホームパーティーを
ブランド・商品
体験の場に

SNSクチコミや
レビュー

店舗購入を実現
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イベントの実施の流れ

ホスト確定
 110万人のデータを元に、ターゲット顧客からスクリーニングを
実施。
※3000人程度の応募を想定しています。

party準備

 ホスト、ホストがpartyに招く友人、そして主催ブランドがコミュニ
ケーションを行うためのデジタルプラットフォームを立ち上げます。

 パーティー開催日までの時間を活用し、メッセージのやり取りを
通してブランド支持を育てていきます。

party開催
 partypackを受け取り開催されたパーティーを通し、SNSを含む
オンライン上で友人とコンテンツやビデオ、画像の共有及びサー
ベイを行います。

効果測定

 リアルタイムでその効果を確認できます。
 同時に、画像やビデオなどの顧客コンテンツを販促に活用したり、

SNSでの商品訴求を効果的に行うタイミングをはかることもで
きます。
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House partyによるテストマーケティング効果測定＆調査結果のサンプル

Estimated results : 実績に基づく効果予測 1000partyの場合

リーチ

1000のparty×各partyに10
～20人参加予定

インプレッション（情報到達対象）

21,223,846

一般メディアでの露出度

85%
ユニーク・ピープル・リーチ

5,225,935

エンゲイジメント
数百、数千時間に及ぶブランドエン
ゲージメントとユーザー脊索のコンテン
ツの発信＆共有

ブランドエンゲージメント時間

69,048
Facebook投稿数

146,928

画像

2,747

6,560

And more…

オプトイン（フォロワーになるなど）

11,000
partyーでの試用

セール
売り上げとROIの向上,が明化、ニール
センによる調査

投資対効果 ROI

$1.51
収益

最初の3カ月においては、1ドルの投資
に対して、1ドル51セントの投資効果と
なっている。

売り上げ向上率

5-10%
In test markets

セールスマトリックスは、調査会社による
データを採用。

好感度、そして商品の購入意思、リ
コメンデーションが2倍以上になる。

ブランディング

+36 pts
好感度向上

+33 pts
購入意思向上

+37 pts
ブランド支持向上

69% 他のブランド

マーケティング手法よりも
情報を快く受容する傾向

party参加者における数字
Tweets Conversations Videos

party参加者

20,000

共有

9,941



【Holiday party 開催費用】※１社あたりの概算となります
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• パーティー数 ：250パーティーを全米で開催
• ターゲット ：ファミリー＆ミレニアル世代
• 応募条件 ：3社での共同開催(イベントごとの募集となります）

実施内容 通常価格
イベント
限定価格

日本円
（1ドル＝120円概算）

Partyの企画調整費およびHouse party実施費用
＊パーティーパックにかかる実費費用別（商品・配送等）

$28,000 ＄25,000 3,000,000円

House partyの応募ページのコメント運営及び、データ収集費用
（運営期間は11月~翌年1月の3か月間）

＄4,800 ＄4,500 540,000円

House party開催費用（パーティーパック・商品送料含まず） ＄32,800 ＄29,500 3,540,000円

実施内容 通常価格
イベント
限定価格

日本円
（1ドル＝120円概算）

英語SNSアカウント開設
＊FacebookまたはInstagram

＄3,000 ＄3,000 360,000円

英語SNSアカウント運営管理（3か月間）
＊FacebookまたはInstagram（終了後の継続については、要相談。）

＄6,000 ＄5,000 600,000円

英語自社ウェブサイトの開設（初期費用） ＄6,000 ＄6,000 720,000円

英語自社ウェブサイトの運営代行（3か月間）$1200/月
（終了後の継続については、要相談。）

＄3,600 ＄3,000 360,000円

■基本参加費用（FacebookなどSNSの英語のページがあることが必須条件となります。）

■オプション費用

本企画の申し込み期限
2019年10月15 日

※本ページの記載費用は全て税別となります。


