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実施期間：2019年〇月〇〇日(〇)  ～2019年〇月〇〇日(〇) 
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プロモーション概要 

1 ※合計フォロワー数実績・いいね数合計・コメント数合計：2019年08月30日時点の数値から算出　※コメント数合計：本人からの返信含む　※エンゲージメント率：いいね数/リーチ数 

米ぬか美人 商材 

目的 

ターゲット 

投稿メディア 

実施メニュー 

投稿期間 

計測期間 

投稿者数 

実績合計フォロワー数（リーチ） 

いいね数合計 

コメント数合計 

平均エンゲージメント率合計 

米ぬか美人の認知 

20代半ば～40代：女性 

Instagram 

PRフィード投稿2回　37名保証 

１回目：2019年8月2日（金）～2019年8月10日（土） 
２回目：2019年8月10日（土）～2019年8月25日（日） 
 2019年8月2日（金）～2019年8月29日（木） 

42人　×　2回投稿 

1回目： 775,420人　／　2回目： 775,426人　（延べ：1,550,846人） 

1回目：16,749　／　2回目：16,523　合計：33,272 

1回目：373　／　2回目：524　合計：897 

1回目：2.2%　／　2回目：2.2%　　平均：2.2% 

リーチ単価実績 ＠1.16円　（延べ：@0.58円） 

想定合計フォロワー数（リーチ） 1回目： 555,000人　／　2回目： 555,000人　（延べ：1,110,000人） 



　 

投稿インフルエンサーリスト	



投稿インフルエンサーリスト 
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アカウント名 フォロワー数 いいね数 コメント数 ENG率 

合計 775,420 16,749 373 2.2% 

Sayu♡ 21,475 331 6 1.5% 

kana 6,409 51 2 0.8% 

ayaka💄🎥 9,851 97 1 1.0% 

荒井志保 22,368 250 2 1.1% 

♡林しほみほ(双子) shiho miho twins♡ 18,017 148 0 0.8% 

🦋✮ ℋ𝑎𝑟𝑢𝑛𝑦𝑎 ✮  🦋はるにゃ 21,123 299 0 1.4% 

Naoko Nakano 22,240 1,448 155 6.5% 

纐纈 敦子 （Atsuko Kohketsu） 29,799 452 30 1.5% 

すずきあすか🎙𝔸𝕤𝕦𝕜𝕒 𝕊𝕦𝕫𝕦𝕜𝕚 17,183 901 8 5.2% 

Kazuyo Nakano 21,395 200 5 0.9% 



　 

インフルエンサー	
投稿情報 
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☀ 
急に日差しが強くなって、 
うっかり日焼けをしてしまい… 
肌がヒリヒリしたので、 
本物の米ぬかを肌に塗ってみました！ 
 
米ぬか(原材料:白ぬか胚芽)を浴槽に入れて 
全身を乳白色のお湯で鎮静させたあと、 
ぬか袋で顔や首などにパッティングして 
スキンケアを☆ 
 
美白効果もあるって聞くし、 
お肌がもちもちしていい感じ☆ 
 
でも、本物の米ぬかを毎日取り入れるのは 
手間もかかるし大変かも… 
そんなことを思っていたら、 
この悩みを解決してくれる良いものを 
見つけましたー♡♡ それはまた、投稿します！ 
 
#米ぬか美容 #日本盛 #米ぬか #米ぬか美人 #ぬか袋 #自然派コスメ #ツヤ肌 #モチモ
チ #PR #スキンケア #skincare #うっかり日焼け #うっかり日焼けに集中ケア #美白 #
美白ケア #美白効果 #米ぬかエキス #米ぬか洗顔 #米ぬかパワー #米ぬかパック #古来
から伝わる #美容法 #やってみた #beauty #美容好き #なんでもやってみる #美容好き
な人と繋がりたい 

aisa_shibamoto 

柴本愛沙💋Aisa 
Shibamoto 

投稿日 

いいね数 

コメント数 

リーチフォロワー数 

エンゲージメント率 

2019/08/06 

302 

13 

17,201 

1.83％ 

投稿URL https://www.instagram.com/p/B00a1psloii/ 

投稿情報 
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yukiko_chan12 

桑原 佑希子 

投稿日 

♡♡♡ 
新しいスキンケアで 
米ぬか(原材料:白ぬか胚芽)を使ったスキンケアをしてみましたっ！ 
お風呂に入れたり、このままマッサージするよっ！ 
肌がもちもちして次の日の朝肌触りが全然違う�✨ 
でも毎日のスキンケアに米ぬかを取り入れるのは大変。。。 
もっと手軽に出来たらいいのに～� 
ということで、、そんな私が体験するのは、、 
後日の投稿をお楽しみに💖 
 
#日本盛#米ぬか美人#米ぬか#自然派コスメ 
#PR#ツヤ肌 

いいね数 

コメント数 

リーチフォロワー数 

エンゲージメント率 

2019/08/06 

234 

4 

23,135 

1.03％ 

投稿URL https://www.instagram.com/p/B00Yu5_AcJ1/ 

投稿情報 
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ausweetie 

Sayu♡ 

投稿日 

. 
お肌がツルツルになっていいですよ♡� 
と本物の米ぬか(原料・白ぬか胚芽)を� 
いただいたので夏のスキンケアとして� 
早速使用してみました◡ ̈⃝⋆ � 
� 
木綿袋に入った米ぬか袋を� 
お湯につけて揉むと乳白色に変化し� 
そのお湯で洗顔したらしっとり♪� 
お風呂に入れるのもいいみたい◎� 
� 
米ぬかは昔から日本女性の美肌づくりを� 
支えてきたお手入れ方法の一つですよね� 
� 
でも毎日のお手入れに使用するのは� 
ちょっと手間がかかって大変…。� 
� 
そんな私が次に体験するスキンケアは� 
後日投稿するので、お楽しみに♪� 
� 
� 
─────────────────────── 
#日本盛 #米ぬか美人 #米ぬか #自然派コスメ #つや肌 #PR #スキンケア #ボディケア 
#美容好き #美肌ケア #スキンケアマニア #美容垢 #コスメ #メイク好き #美肌 
#skincare #beautycare #beautytime #bodycare #skincarenatural 

いいね数 

コメント数 

リーチフォロワー数 

エンゲージメント率 

2019/08/06 

331 

6 

21,475 

1.57％ 

投稿URL https://www.instagram.com/p/B0zoRSSlo1_/ 

投稿情報 
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riko_iwashita 

岩下莉子 

投稿日 

・ 
”夏のスキンケアとして、 
本物の米ぬか (原材料:白ぬか胚芽)を使ってのお肌のお手入れを始めてました！ 
お風呂に入れたり、洗顔の後に米ぬかパックをするのがお気に入り♡ 
お肌がモチモチになります！ 
お風呂に入れる事で顔だけじゃなくて、全身ケアも。お肌には良いのですが、米ぬか
袋のケアは毎日は手間がかかります。 
そんな私が、、次に体験するのは、、、 
次回の投稿をお楽しみに♡ 
・ 
・ 
#日本盛#米ぬか美人#米ぬか#自然派コスメ#つや肌#PR” 
・ 
・ 
#夏のスキンケア#全身ケア 
#お風呂#お肌ケア#happy #インスタグラマー #instagram  #モチモチ#insutagood #本
日の1枚 #japanese #insutalike #写真好きな人と繋がりたい  
#model #actress #followme #目指せフォロワー10000人 #美容好きな人と繋がりたい 
#ぐぅーぐぅー #旅 #美容 #グルメ #自由 #フォロワー募集 

いいね数 

コメント数 

リーチフォロワー数 

エンゲージメント率 

2019/08/03 

442 

15 

7,662 

5.96％ 

投稿URL https://www.instagram.com/p/B0rr2IsAKaz/ 

投稿情報 


