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ブランドの発生 

 

出所：https://iura.militaryblog.jp/e846360.html  https://jp.freepik.com/free-vector/brand-words-illustration_2904315.html 

自分の牛と他人の牛を区別するための手段 企業や商品を認識するための 

様々な情報に対して 
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ブランドの定義 
 

「外部の人間が承認した価値」 

 

「一個のヒト、モノ、サービス 

の名前が、世間に広がった 

後と前に持つ価値の差」 
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ブランドの発生 

 

 属性α（軽い） 

   属性β（再生専用） 

   属性γ（音がいい） 

     名前A（ウォークマン）

品 

製品A 

属性α（軽い） 

属性β（再生専用） 

属性γ（音がいい） 

製品a 

 名前A 
（ウォークマン） 

属性α（軽い） 

属性β（再生専用） 

属性γ（音がいい） 

製品a 

属性x（可愛い） 

 名前A 
（ウォークマン） 

出所：https://www.irasutoya.com/2013/02/blog-post_1248.html     図：雨宮、佐々木、田尻、平野作成 

① ② 

③ 
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○企業ブランド 

   その企業が生産している複数の商品に共通するイメージ 

 売れ筋商品だけでなく新商品などにも容易にブランド付けできる 

４つのブランド 

○製品ブランド 

   その製品そのものにしか影響を与えない 

   製品イメージが根強いと企業側のイメージとして定着する 

○長期ブランド 

 社会に長期間承認され、今後の売上も期待される 

 安定した利益を得られ、企業のイメージに影響を与える 

○短期ブランド 

 キャッチアップされたりと、社会に短期間だけしか承認されない 
出所：https://www.tanita.co.jp/ https://www.kao.co.jp/attack/products/ 5 



４つのブランドの関係性 

企業ブランド 製品ブランド 

長期ブランド 

短期ブランド 

商品全体に強い影響 

競争力が強い 

例）大企業 

安定的な利益を 

得ることが出来る 

例）ロングセラー商品 

購買する消費
者が少なく 

成立しづらい 

短期間に大きな利益を 

上げることが出来る 

すぐに追いつかれてしまう 

例）ブーム 

雨宮、佐々木、田尻、平野作成 
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４つのブランドの関係性 

企業ブランド 製品ブランド 

長期ブランド 

短期ブランド 

商品全体に強い影響 

競争力が強い 

例）大企業 

安定的な利益を 

得ることが出来る 

例）ロングセラー商品 

購買する消費
者が少なく 

成立しづらい 

短期間に大きな利益を 

上げることが出来る 

すぐに追いつかれてしまう 

例）ブーム 

利益を上げやすい順、理想の成長順 

雨宮、佐々木、田尻、平野作成 
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インターネット普及前は 

マスメディアを使いブランドを発展させてきた 

 

 

インターネットが普及したことで 

ブランドの新たな発展方法が登場 
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創造された価値を顧客に提供するために可視化して、 

SNS等を通じて顧客やコミュニティに提供する事 

デジタルマーケティングについて 

出所：https://www.irasutoya.com/2017/07/blog-post_904.html https://www.irasutoya.com/2016/09/blog-post_93.html 9 



インターネットがマーケティングの手段として使われるようになり、 

より多くの情報が流通した。 

「ネットで売れている」「ネットで話題」ということがさらなるクチ 

コミを呼び、爆発的なヒットを起こすという方程式も生まれつつある。 

消費者行動の変化 

出所：横山隆治作 10 



インターネットの３つの特徴 

出所：https://www.irasutoya.com/2018/02/sns.html 

①ソーシャル性 
 
コミュニケーションが 

容易になった。 

受信者が発信者に。 

マスメディアにはない 

②ストック性 
 
情報の大量保管。 

アクセスが容易に。 

フロー・ストック型 

＝寿命が長い 

③リアルタイム性 
 
情報の発信・受信 

が即時に可能。 

スポーツの試合・SNS 

情報を拡散する力の 

強化。 
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消費者も商品の価値を発信するようになったため、 

従来のマスメディアを使った戦略の効果は減少した。 

インターネット社会のマーケティング 

ソーシャル性 

消費者のクチコミを利用することで 

自社の望むブランドを形成することを狙う 

リアルタイム性 

HPやSNSを通じて、消費者といつでも繋がれるように。 

企業・ブランドについて知ってもらう機会の上昇 

消費者のもつイメージを良い方向に傾ける 
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需要が少なく市場規模の小さい商品は 

従来の店舗では販売機会が少なく、 

なかなか店に置くことが出来ないため、 

目に触れる機会が少ない 

 

ストック性・・・世界中からいつでも商品の情報閲覧可能 

 ソーシャル性・・SNSなどで取り上げられ、大きな反響 

 

 

 

 

 

販売機会の増加 

ニッチ層にスポットライトが当たるようになった。 

 
 

インターネットを利用することで・・ 

出所：https://kumamon-official.jp/default.html 13 



SNSとは 

出所：https://www.irasutoya.com/2018/04/blog-post_401.html 

ソーシャル・ネットワーキング・サービス 

 
  

 「人と人、および人と法人の関係を 

  インターネット上で構築し、 

  双方向のコミュニケーションを 

  可能にするサービス」 
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３つのSNSツール 

出所：https://ja.facebookbrand.com/ https://about.twitter.com/ja/company/brand-resources.html https://line.me/ja/logo 

Facebook ツイッター LINE 
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出所：伊藤嘉浩・高橋優音作成 

３つのSNSツールの特徴 
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SNSツールの使い方 

コミュニケーションの行い方 タイムライン タイムライン 

  タイムライン 

インターネット電話 

  テキストチャット 

 スタンプ機能 

ユーザー名 実名 
         匿名 

（実名で登録も可能） 
どちらでも可能 

法人機能 ユーザーと同様 ユーザーと同様 

インターネット電話不可 

 テキストチャットへの 

   一方通行の情報発信 

  タイムラインへの投稿 

公式アカウント開設費用 なし なし あり 
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デジタルマーケティングの事例 

出所：https://www.panasonic.com/jp/corporate/brand/history.html 

「住まい」のイメージの認知度向上を目指す 

事業の目的に合ったツールでSNSを運用 

 
Facebook・・認知度の低下防止 

LINE・・・・クーポン、キャンペーンの情報通知 

Twitter・・・拡散力を利用。キャンペーンの際に一時的に 
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https://31ice-job.jp/


Facebook・・ブランディングに使用。低コスト。 

ーFacebookも炎上リスクはあるが実名登録なので事例は少ない 

 

LINE・・・・Facebook程ではないがブランディングに使用 

ーLINEのスタンプをつけた商品は非常によく売れる（＝LINE砲） 

 

Twitter・・・炎上リスクが高い、ブランドイメージの低下につながる 

 

 

出所：https://www.31ice.co.jp/contents/about/index.html 

デジタルマーケティングの事例 
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大企業・中小企業にとっての最適な戦略 

出所：https://www.irasutoya.com/2013/03/blog-post_159.html https://www.irasutoya.com/2014/03/blog-post_5193.html 

大企業（資金力あり） 

 
資金力を生かした継続的な宣伝活動ができる 

→ブランドイメージで差別化されたブランドを形成できる 

クロスメディア戦略が可能 

→情報量の多いインターネット影響力の強いマスメディアの相乗効果 

中小企業（資金力なし） 

 
インターネットにより比較的低コストで世界中に宣伝が可能に 

→話題性がある商品、ニッチ層をターゲットにした商品 

 知名度を上げるのが最優先で競争力はなし 

 キャッチアップされやすい 
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同じ宣伝内容を各媒体に展開するのではなく、 

それぞれで見せ方や表現のしかたを変えながら展開し、 

それらの相乗効果を狙う 

クロスメディア戦略の事例 

出所：https://chewy.jp/businessmanner/4434/ https://www.youtube.com/watch?v=xr7mp3MUO3E 
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インターネット社会における中小企業 

インターネットの普及 大量に新鮮な情報 話題性のある製品ブランド 

ひとつの企業ブランドに 

とどまらなくなった 
製品ブランドごとに 

移動 

企業ブランド選択 

の機会が増えた 

中小企業は短期の製品ブランドを目指すことで 

発展させていける可能性が出てきた 
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SNSを使うことでの効果 

理想 

実際 
クーポンやキャンペーンで直接売上に貢献しているように見えても 

公式アカウントを利用するだけで十分な費用をかけているため 

大きなリターンが見込めるツールではない。 

出所：https://www.irasutoya.com/2017/05/blog-post_289.html https://www.irasutoya.com/2015/07/blog-post_621.html 
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Facebookを使った成功事例 

出所：https://www.irasutoya.com/2016/06/blog-post_48.html https://petbiyori.com/article/8785 

               
  販売グッズ情報                スタッフ紹介・ペットの面白い写真 

                       ペットの健康に役立つノウハウ・飼い主のレビュー・・ 

 

 
  お医者さんに対する親しみを持たせることに成功 

コンサルティング会社に依頼をしたら費用対効果800パーセント 
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SNSを使うことでの効果 

Facebook Twitter LINE 

企業費用負担 なし なし 莫大 

ブランドイメージ 

が悪化する可能性 
あり あり 少ない 

決まった使い方 
なし なし あり 

最もブランディングしやすく 

優れた機能をもつ 

企業影響にも 

影響を及ぼす 

可能性のある金額 
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「SNSの属性に合わせた発信をすることが大事」 

                    Facebook・・たった一言を何度も投稿 

 Twitter・・・140文字ギリギリの宣伝を投稿 

 

 

 

記事を流してしまったり、読まれないまま流されてしまう 

ブランドイメージを悪化させてしまう可能性 

 

LINEはスタンプ獲得後にブロックをしてしまえば良いので 

ブランドイメージが悪化することはあまりない 

SNSを使うことでの効果 
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世界記録を狙うポッキー 

Twitterを使った成功事例 

出所：https://www.pocky.jp/ 

Twitterで1日に「ポッキー」を含めたつぶやきが 

行われた総数で世界記録を狙おうという企画 

 

 
「２４時間もっともツイートされたブランド」 

世界記録樹立 

 

 
様々なニュース・メディアに取り上げられた 

 
   広告費のかからない宣伝 

 
27 



マスメディアを使った成功事例（シーブリーズ） 

出所:https://www.seabreezeweb.com/ 

もともとは20代、30代の男性市場 

海に行って、シャワーを浴びた後の使用 

 

 

 
メインターゲットを10代の若者 

日常での使用 

 

 
テレビCMを一本のドラマのように。 

 
こんな使い方があるよ！という提案を。 
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テレビCMを使った成功事例（iPhone) 

出所: https://www.youtube.com/watch?v=93MMU4TE15A https://www.youtube.com/watch?v=3volAHg0F5M 

iPhone 

登場人物や撮影シーン、音楽などが相まって 

iPhoneを使うことが何か特別なことであるように感じられる。 

一本の映画のように。 

 

 
    問題解決ではなく、現状に対する向上 
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「いかに目を惹かせるか」「いかに目を疑わせるか」 

視覚的な訴えが非常に重要 

宣伝で大事なポイント 

出所：https://creive.me/archives/2322/ 30 



 

中小企業が 

長期的な企業ブランドまで発展させるためには 

マスメディアかインターネット 

どちらを使ったほうが最善だと思いますか 

議論点 
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