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PRして欲しい商材を選択

インフルエンサーへ商品を郵送し、商品PRをして欲しい場合は［商品をPR］を選択。

実際にイベントや店舗のPRのために来訪して欲しい場合は［イベント・店舗をPR］を選択。

※マニュアル内ではイベントプランで進行。

案件作成

4
プラン選択のポイント①：イベント・商品PRの内容が適切か確認



指名プランはスタンダードプラン

以上からお使いいただけます

案件作成

過去に実施した案件は

次回からコピーが可能です

インフルエンサーを公募形式で集める［公募プラン］を選択。

過去に実施した案件がある場合、その過去案件をコピーして制作を行うことができる。
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※指名プランはスタンダードプラン以上からお使いいただけます。

プラン選択のポイント②：公募・指名の内容が適切か確認



案件作成

プランの選択ができたら［次に進む］で案件概要の入力に進む。

案件概要の入力に進むとプラン変更はできなくなるため、この時点で確定させる必要がある。
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案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）

案件タイトルはインフルエンサーアカウントの案件一覧に大きく表示されるため、インフルエンサーが

一目見て案件の内容が分かるように、PRイベント、サービス名・場所・報酬額・一言紹介など端的に

記載する。

【デモ】全国で話題沸騰中の

「Cast Me!」へご招待！

株式会社PLAN-B

全国

10,000フォロワー以上 2月2日締切

表示サンプル

【デモ】全国で話題沸騰中のプチプラコスメ「Cast Me!」を10,000円分無料プレゼント！
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案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）

案件タイトルのポイント
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・PRしたいイベント、サービスの内容がタイトルから理解することができるか

・キャッチーで魅力的な表現になっているか

・詐欺的なサービス内容と乖離のある情報になっていないか確認

報酬がない場合：安い単価の場合は単価は含めず、サービスの魅力【〇〇相当】など入れるのが効果的

報酬がある場合：タイトルに【報酬○円】など入れるのも効果的



【デモ】全国で話題沸騰中の

「Cast Me!」へご招待！

株式会社PLAN-B

カテゴリは、サービスに該当する特徴を選択。募集開始時に該当のカテゴリにマッチするインフルエン

サーに向けて案件が通知されるため、類似カテゴリにはチェックを入れる方が良い。PR対象ターゲット

の居住地は、 来訪していただく場所への移動が現実的な居住地を選択。来訪場所がホテルや観光地の場

合は、全国でも問題ない。
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案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）

表示サンプル

カテゴリのポイント：関係ないカテゴリが選択されていないか確認



募集人数、報酬の有無、報酬金額については、予算に応じて設定。（最低報酬額：10,000円）

最低フォロワー数については、フォロワー数に関わらず平均リーチが高い方もいることや、エント

リーのハードルが上がり募集人数が下がる可能性があることも考慮し、5,000〜10,000人以上を推奨。
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案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）

表示サンプル

最低フォロワー数のポイント：少なくても問題はない、フォロワー数が少なくてもリーチが高い人がいる可能性がある

多く設定するとハードルが高くなり集まらない可能性があるため要注意

【デモ】全国で話題沸騰中の

「Cast Me!」へご招待！

株式会社PLAN-B



来訪時に無償でサービスを提供できる場合は［あり］を選択し、その

サービスや提供物などを記載する。報酬のみでPRをしてもらう場合は［なし］を選択。サービスを受

ける場所は、来訪してもらう住所を記載。

提供する商品・サービスの紹介URLには、サービスサイトなど入力。入力は任意だが、文字のみで紹介

するより商品イメージが伝わりやすくなるため、サイトやLPがある場合は入力を推奨。

案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）

商品紹介
商品ブランドコンセプト
サービス紹介 など

Cast Me! 10,000円分

株式会社PLAN-B

https://im-
app.boujee.jp/login
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表示サンプル

無償提供できるもののポイント：提供物・サービス内容がしっかり伝わるか

提供物が高額な場合【〇〇相当】などを入れてより価値を高めると良い

サービス紹介URLのポイント：提供サービスの説明が書かれたページのURLを記載できているか確認



案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）
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商品紹介
商品ブランドコンセプト
サービス紹介 など

Cast Me! 10,000円分

株式会社PLAN-B

https://im-
app.boujee.jp/login

表示サンプル

PRサービスに関する基本的な、説明、ブランドコンセプト、サービス（商品）特徴、などを記載。

訴求ポイントや、投稿指示に関しては別途入力欄があるため、この欄ではあくまでもサービスや商品

紹介、サービス説明に関して記載する。（700文字以内で記載）

サービス紹介のポイント：サービス・商品の特徴、魅力が伝わるか

改行や箇条書きなどをして、第三者が見てわかりやすい内容になっているか確認

※実績なども盛り込んでいると効果的 （テレビで紹介された、メディア掲載歴、有名人が来た、など）



サンプル

https://im-app.boujee.jp/login

サンプル

依頼する投稿の種類はインフルエンサーに行って欲しい投稿方法を選択。

ストーリーズ投稿URLには、ストーリーズ投稿から指定したページ（サービスサイトなど）にユー

ザーを遷移させたい場合、遷移先のURLを入力する。URLが確定していない場合は空欄で次へ進む。

投稿前に再度URLを指示するフローが設けられているが、インフルエンサーとの認識の齟齬を防ぐた

め、なるべくこの段階での入力を推奨。
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表示サンプル

案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）

依頼する投稿種類のポイント：投稿スタイルが適切か（基本はフィード＋ストーリーズ）

ストーリーズ投稿URLのポイント：適切な遷移先か（サービスと関係ないページなどではないか要チェック）



インフルエンサーに、PRして欲しいサービスの訴求ポイントや、どのように訴求ポイントを伝えて欲し

いかを記載する。箇条書きで端的に記載する方がインフルエンサーに伝わりやすく、より投稿内容に反

映されやすい。欄下部の から、よくある依頼事項のテンプレートを選択することも可能。（700文字

以内で記載）
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サンプル

https://im-app.boujee.jp/login

サンプル

表示サンプル

案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）

訴求してほしい点のポイント：サービスの特徴・魅力が伝わるような訴求軸が盛り込まれているか確認



投稿文章に含めて欲しい内容や、指定ワードなどの必須事項、NG事項などの指示、その他どのように写

真を撮って欲しいかなど詳細指示を記載する。文章で記載すると必要な情報を見落とされ、指示が伝わ

らないことがあるため、文章、画像とそれぞれ分けて箇条書きにすることで記載漏れがなく投稿に反映

されやすくなる。欄下部の から、よくある指示内容のテンプレートを選択することも可能。（700

文字以内で記載）
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サンプル

https://im-app.boujee.jp/login

サンプル

表示サンプル

■文章
①サービス・商品名の記載
②使用した感想
③メンションを記載

■画像
・フィード
① 1枚目：サービスが分かる画像
② 2枚目：サービスを体験中の写真

・ストーリーズ
①コメントの記載
②メンションを記載

記載例

サンプル

案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）



具体的な指示内容のポイント
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・わかりやすい書き方か

・顔出し必須など、効果的でない可能性がある依頼が盛り込まれていないか

・投稿文やストーリーズ画像へクーポンの記載を依頼する場合、必ず指示内容に含める

例）指示内容が多くなる場合は下記のように記載すると確認しやすい

■全体イメージ

・〜〜

・〜〜

■画像について

・〜〜

・〜〜

■キャプション（投稿文）について

・〜〜

・〜〜

募集人数が多い場合、訴求内容を固定しすぎると全員が同じ内容になり、PR色が強くなるため要注意

案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）

・募集要項に記載していない追加指示をすると辞退リスクがあるため、対応して欲しいことは

必ず指示内容に記載しておく



指定のハッシュタグを入力。#sponsoredは必須のため削除できない。

案件公開後はハッシュタグの追加ができないため、この時点で確定させる。

メンションは、Instagramの貴社公式アカウントがある場合に入力。任意のためアカウントがない場合

は未記入のまま次へ進んで問題ない。

#sponsored #貴社名
#商品名 #ブランド名

@貴社公式アカウント

■文章
①商品名の記載
②使用した感想
③メンションを記載

■画像
・フィード
① 1枚目：商品を含んだ画像
② 2枚目：商品を使用中の画像

・ストーリーズ
①コメントの記載
②メンションを記載
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案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）

表示サンプル



ハッシュタグのポイント
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・件数が少なすぎるハッシュタグや、適切ではないハッシュタグが含まれていないか

・スペースなどが使われていないか※スペースは反映されない

例：10 〜 50万件程度の関連するミドルワードをいくつか追加することを推奨

▼検索サイト例

https://fotootaku.com/hashtag_recommend_tools/

https://hashreco.ai-sta.com/

メンションのポイント

・適切なアカウントを入力しているか

案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）

https://fotootaku.com/hashtag_recommend_tools/
https://hashreco.ai-sta.com/


インフルエンサーは事前投稿（下書き）作成期間や投稿時期を見て、他のPR案件と投稿時期など被り

がないか確認してから案件に応募するため、なるべく一連のスケジュールを確定させた上で設定する。

万が一進行中にスケジュールの調整が必要になった場合は、案件公開後にスケジュールを調整するこ

とも可能。
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表示サンプル

案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）
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タスク 目安期間 作業内容

●インフルエンサー募集 5〜7日
案件を公開してインフルエンサーの募集を行う期間。
期間が短いと応募者も少なくなるため、5日以上を推奨。

●インフルエンサー選定 1営業日

募集終了後、応募者リストから採用するインフルエンサーを選定し、案件を開始をする日。
募集終了日からインフルエンサー選定日までの間に、貴社内で採用するインフルエンサー
の選定期間を別途設ける必要がある。そのため募集終了日とインフルエンサー選定の間に
は数日間（2日程度）空けて入力する（有料企業様で選定ミーティングを行う場合、3営
業日程期間を空けていただけると幸いです）

●来店日の候補提示 2〜3営業日
インフルエンサーに来店して欲しい日時を決定し、通知までを行う期間。インフルエン
サー毎に日程を設定するのではなく、一斉通知となる。なるべく多く候補日時を設定する
ことで、スムーズに調整が行える。

■来店日の候補選択 2日〜4日
インフルエンサーが候補日時を確認し、希望日時を選択する期間。
万が一、候補枠の中に来訪可能日が無かった場合は再調整の依頼を送信する。

●来店日の調整 2〜3営業日
来訪日の再調整依頼が送られてきた場合、別候補日を提示する。
1名のみの調整希望でも、他にまだ選択中のインフルエンサーがいる場合、選択中のイン
フルエンサー全員に追加した候補日が表示されるため注意。

■来店日の候補再選択 3日〜4日
再調整中のインフルエンサーが来訪日を再選択する期間。
インフルエンサーごとに案件チャットで個別に調整した場合、必ず調整した日を選択して
いただくようにチャットでお伝えしておくと良い。

●貴社 ■インフルエンサー

※目安期間は、貴社の対応が発生するタスクは営業日、インフルエンサータスクは土日祝日を含めた日数で記載。

案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）
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タスク 目安期間 作業内容

●来店日の確定 1〜2営業日 インフルエンサーが選択した来訪日を最終確認し、確定する期間。

■来店 7〜10営業日
インフルエンサーが来訪する期間。
必ずインフルエンサーと調整した来訪期間を入力。

■事前投稿 3〜5日

インフルエンサーが来訪後、投稿内容の下書きを仕上げて提出までを行う期間。
インフルエンサーは副業としてインスタグラマーをしている場合もあるため、最短でも5
日間は設定することを推奨。
また、来訪したインフルエンサーから順次作成に取り掛かることが出来るため、来店期間
に被せてスケジュール設定することを推奨。

●事前投稿確認・修正指示 2営業日
事前投稿（下書き）の内容を確認し、各インフルエンサーに修正依頼を送信する期間。
実施インフルエンサー数にもよるが、2日程度で対応した方がこの後のインフルエンサー
の修正対応も早く返ってきやすい。

■事前投稿修正 2〜3日
インフルエンサーが事前投稿（下書き）を修正し、提出するまでの期間。
文章の語尾や言い回しなどの微修正程度であれば2日間で対応も可能だが、写真の再撮影
をしてもらうこともあるため、念の為3日以上での設定を推奨。

●投稿内容確定 2〜3営業日
事前投稿（下書き）の修正を確認し、投稿内容確定の更新を行う期間。
実施インフルエンサー数にもよるが、修正依頼箇所の確認なので特に長期間設けずに対応
可能。

※目安期間は、貴社の対応が発生するタスクは営業日、インフルエンサータスクは土日祝日を含めた日数で記載。

●貴社 ■インフルエンサー

案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）
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タスク 目安期間 作業内容

■投稿 1〜7日_
インフルエンサーが投稿をし、投稿報告のタスク更新を行う期間。
来店日が長期間にわたる場合、最初と最後のインフルエンサーの事前投稿作成に併せて投
稿期間を設定する。

●投稿確認 3〜5営業日
実際の投稿を確認する期間。
投稿後すぐに確認する場合などは、投稿日と同じ期間でも問題ない。

■成果報告 1〜7日_

インフルエンサーが投稿の成果（インサイト情報）を確認し、インサイト情報画面の画像
を提出する期間。
投稿日直後だと成果が分からないため、投稿日から一定期間（5〜1週間程度）経った日に
ちを設定する。
（例：投稿日が2021/12/1の場合、成果報告を2021/12/8に設定）

●成果報告確認 3〜5営業日
投稿の成果報告が提出されているかなど、成果を確認する期間。
成果は案件完了後でも確認ができるため、提出されたインサイト情報画像に特に問題がな
い場合は更新だけなので、1日でも問題ない。

●貴社 ■インフルエンサー

※

※

※：インフルエンサーの来訪に合わせて設定するため、必ずしも1〜7日とは限らない

※目安期間は、貴社の対応が発生するタスクは営業日、インフルエンサータスクは土日祝日を含めた日数で記載。

案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）



スケジュール設定のポイント
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各タスクの期間は被せて設定することができる。開始日を合わせてスケジュールを被せることで、タ

スクが終わったインフルエンサーから順番に進めることができ、最短期間での実施が可能。

（P24参照）

基本的には、希望投稿日から遡って全体的なスケジュールを調整し、来訪日や調整期間を設定する方

法を推奨。

・

・

弊社目安期間で設定した場合は、募集開始日から投稿日まで最短で3週間〜1ヶ月程度、

余裕を持ったスケジュール（Cast Me!の自動設定）で設定すると約1ヶ月半程度の実施期間となる。

・

案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）



24

〈タスク進行の早い方から順番に進めたい場合〉

各タスクの期間は被せて設定することができる。開始日を合わせてスケジュールを被せることで、タスク

が終わったインフルエンサーから順番に進めることができ、最短期間での実施が可能。

案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）

例）「事前投稿」を提出したインフルエンサーは、次の「事前投稿確認・修正指示」もすでにタスクが発生しているため、

即座に次のタスクを行うことができます。



案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）

女性（20～30歳）

10人

25

表示サンプル

PRサービスの、ターゲット層の性別・年齢を入力。

性別・年齢は募集概要に記載されるが、インフルエンサーの応募に制限がかかるわけではないため、

対象外インフルエンサーが応募してくることもある。

性別のポイント：案件に適切か

年齢のポイント：設定の幅が適切か（狭すぎると母数が減るためケースに合わせて調整が必要）



表示サンプル

テンプレートを参考に、必要な注意事項を記載しておく。

案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）

例）

・当社公式SNSアカウント、商品情報サイトにて二次利用させていただく場合がございます。

・現地までの交通費は自己負担でお願いいたします。

・同伴者様は◯名までご参加可能です。

・他社の類似サービスを貶める表現は控えてください。

・スケジュールは前後する可能性がございますので、予めご了承ください。

26

女性（20～30歳）

10人



【デモ】全国で話題沸騰中の
「Cast Me!」へご招待！
10,000円

株式会社PLAN-B

全国

10,000フォロワー以上 2月2日締切

案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）

27

表示サンプル

サムネイルは、インフルエンサーアカウントの応募案件一覧に大きく表示される。

サービスや商品などがひと目見て伝わる画像や、魅力的に見える画像を設定することでインフルエン

サーの関心が高まる。



案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）

説明画像は案件詳細の最上部に表示され、4枚掲載可能。

サービス画像だけでなく、インフルエンサーに参考にして欲しいイメージ画像なども掲載すると指示

しやすくなる。（※動画は掲載不可）

表示サンプル

【デモ】全国で話題沸騰中の
「Cast Me!」へご招待！

株式会社PLAN-B

10名

28



最終確認ページは、公開前に編集できる最後の画面となるのため、全体的に内容の確認を行う。

［更新を確定して公開する］で案件登録が完了となる。

案件作成（案件概要＞ 商品・サービス ＞投稿内容 ＞ スケジュール ＞ PRターゲット ＞ 画像登録 ＞最終確認）

各項目の見出しにカーソルを合わせると項目の右に が表示

されるので、そこから再編集することが可能。

編集完了後は必ず ボタンで内容を確定さ

せる。

29

編集中に終了する場合は必ず を行う。

内容が確定できたら から公開する。

公開後はスケジュール以外編集不可のため必ず、誤字脱字、情報の誤

り、ハッシュタグの最終確認など行ってから確定をする。



案件作成

進行管理

インフルエンサー選定

P3 ~ P29

P30 ~ P34

P35 ~ P62

30

目次

1.来店日の候補提示

2.来店日の調整

3.来店日の確定

4.事前投稿確認・修正指示

5.投稿内容確定

6.投稿確認

7. 成果報告確認

指名機能 P63 ~ P70

レポートの見方 P71~ P79



【デモ】全国で話題沸騰中の「Cast Me!」へご招待！

インフルエンサー選定

募集期間終了後、応募者の中から採用するインフルエンサーを選定していく。

［応募者リストから絞込み］から各項目の希望条件をチェックし、インフルエンサーを絞り込んでいく

ことが可能。更に、絞り込み後に各項目の からインフルエンサーを並び替えができる。

31



スタンダードプラン以上では、応募インフルエンサーの一覧をCSVデータでダウンロードすることが可能。

データ上で、条件（フォロワー数や、男女比率など）を絞り込み、対象外のインフルエンサーを除外して

選定作業を行うことができる。

ページ画面上で絞り込みをした後にダウンロードをしても、CSVデータには反映されない。

また、 CSVデータのままファイルを閉じると変更履歴が残らないため要注意。

インフルエンサー選定

【デモ】全国で話題沸騰中の「Cast Me!」へご招待！

CSVデータサンプル

32



【デモ】全国で話題沸騰中のプチプラコスメCast Me!」を10,000円分無料

プレゼント！

インフルエンサー選定

33

選定ができたら、採用希望のインフルエンサーを［採用リストへ］で選択。採用者リストに移行する。

この時点ではまだ採用確定でないため、インフルエンサーに採用通知は届かない。

【デモ】全国で話題沸騰中の「Cast Me!」へご招待！



インフルエンサー選定

34

選択したインフルエンサーは［採用者リスト］に一覧で表示される。案件開始後にインフルエンサーを変

更することは出来ないため、必ず間違いがないか確認の上、案件を開始する。

選定をやり直す場合は［取り消す］から応募者リストに戻すことができる。

下部の［選別を完了して案件を開始する］で完了となる。



案件作成

進行管理

インフルエンサー選定

P3 ~ P29

P30 ~ P34

P35 ~ P62
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案件開始後のタスクの流れ

36

進行管理｜全体の流れ

貴社 インフルエンサー

案件を開始した後の全体的な流れは上図の通りとなり、各タスク毎に対応が発生する。

成果報告

投稿

事前投稿修正

来店日の候補選択

事前投稿確認・修正指示

投稿内容確定

投稿確認

成果報告確認

来店日の調整

来店日の確定

来店日の候補提示

事前投稿

来店

来店日の候補再選択



案件作成

進行管理

インフルエンサー選定

P3 ~ P29

P30 ~ P34

P35 ~ P62
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案件を開始したら、インフルエンサーとの日程調整を行うため［来店日の候補提示］を行う。

インフルエンサーのページに遷移すると、候補日を提示するフォームがある。

進行管理｜1. 来店日の候補提示

38

【デモ】全国で話題沸騰中のプチプラコスメCast Me!」を10,000円分無料プレ

ゼント！



［新たに候補日を追加する］をクリックすると、候補日時を入力する欄が表示される。

インフルエンサーに来店して欲しい日にち、時間帯、枠数を入力しユーザーに通知する。

この時、1名に通知すると全員に候補日時が通知される仕様のため注意。

※枠数は、その時間帯に来店可能なインフルエンサー数 39

進行管理｜1. 来店日の候補提示



ユーザーに通知するとインフルエンサー側では候補日選択の画面に切り替わる。（上図参照）

来店可能日時が候補に無い場合は、インフルエンサーから別の候補日程の提示を求められる。
40

進行管理｜1. 来店日の候補提示

インフルエンサー画面

〈別の日程を依頼された場合〉



案件作成

進行管理

インフルエンサー選定

P3 ~ P29

P30 ~ P34

P35 ~ P62
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来店日の調整タスクで再度候補日時を追加し、調整を。

この時、調整した日程も全員に通知されるため、案件チャットで個別で日程調整を行った場合は、別

のインフルエンサーに枠が押さえられないよう注意する。行う

42

進行管理｜2. 来店日の調整

〈別の日程を依頼された場合〉



最初に提示した来店日の候補日の中からインフルエンサーが希望日を選択してくれた場合、特に来店

日を再調整する必要はないので、来店日の調整タスクは発生せず、来店日の確定タスクに遷移する。

43

インフルエンサー画面

〈日程の調整が無い場合〉

進行管理｜2. 来店日の調整



案件作成

進行管理

インフルエンサー選定

P3 ~ P29

P30 ~ P34

P35 ~ P62
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日程調整を経てインフルエンサーが候補日の選択を行うと、希望の候補日が返ってくる。

問題ない場合、［来店日の確定］を行う。インフルエンサーが実際に来店するまで待ちの状態となる。

45

進行管理｜3. 来店日の確定



インフルエンサーは来店後に、来店確認のタスクを完了させる。

来店確認後、インフルエンサー側では事前投稿提出（下書き提出）の画面に切り替わり、期限までに

下書きの作成を行う。企業様はインフルエンサーから下書きが提出されるまで待ちの状態となる。 46

インフルエンサー画面

進行管理｜3. 来店日の確定



指名機能 P63 ~ P70

レポートの見方 P71~ P79

案件作成

進行管理

インフルエンサー選定

P3 ~ P29

P30 ~ P34

P35 ~ P62
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【デモ】全国で話題沸騰中のプチプラコスメCast Me!」を10,000円分無料プレ

ゼント！

進行管理｜4. 事前投稿確認・修正指示

48

インフルエンサーから事前投稿（下書き）を提出されたら内容の確認を行う。事前投稿の確認はイン

フルエンサーごとのページから見ることができる。

複数人いる場合は［事前投稿一覧ダウンロード(Excel)］からデータで確認ができる。



49

フィード画像が複数枚ある場合は から確認する。フィード文章下部の指定ハッシュタグは、案件作

成で指定したハッシュタグが自動反映される。ストーリーズ画像は、依頼する投稿の種類がフィード

投稿のみの場合は表示されない。

フィード文章

指定ハッシュタグ

進行管理｜4. 事前投稿確認・修正指示

フィード画像

ストーリーズ画像



50

事前投稿で修正が必要な箇所があった場合コメント欄から送信する。文章ではなく端的に箇条書きで

修正点を送る方が正確に反映される。修正回数は基本1回で済ませ、投稿指示に記載した内容以外は

後出しの追加依頼は避ける。（修正が無い場合はそのまま確定。 P58〜参照）

修正指示コメント欄

進行管理｜4. 事前投稿確認・修正指示



51

修正コメントの送信が完了したら、次はインフルエンサーの修正タスクのターンになる。

進行管理｜4. 事前投稿確認・修正指示

修正が無かった場合



案件作成

進行管理

インフルエンサー選定

P3 ~ P29

P30 ~ P34

P35 ~ P62
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進行管理｜5. 投稿内容確定

53

事前投稿の修正を提出したインフルエンサーは［投稿内容確定］のステータスに移動する。



54

修正内容に問題が無い場合は［投稿内容を確定する］から内容の確定を行う。修正回数は基本1回だ

が、万が一修正が全て反映されていない場合は、再度修正点についてコメント欄から送信する。

クリックすると、案件作成時に入力したストーリーズ投稿に設定するURL（P13 案件作成参照）が表

示されるため、変更がなければそのまま［ストーリーズURLを確定して送信］を行う。

進行管理｜5. 投稿内容確定



55

投稿内容を確定したインフルエンサーは投稿に進むことができる。

投稿期間に入ったらインフルエンサー側の画面でも事前投稿内容を確認することができるようになる。

当初のスケジュールから投稿を前倒しする場合は［スケジュール変更］から投稿日のスケジュール設

定を変更しないと、インフルエンサーが事前投稿内容の確認をできないため注意。

進行管理｜5. 投稿内容確定



案件作成

進行管理

インフルエンサー選定

P3 ~ P29
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56

目次

1.来店日の候補提示

2.来店日の調整

3.来店日の確定

4.事前投稿確認・修正指示

5.投稿内容確定

6.投稿確認

7. 成果報告確認

指名機能 P63 ~ P70

レポートの見方 P71~ P79



進行管理｜6. 投稿確認

57

投稿後の投稿報告まで終えたインフルエンサーは投稿確認ステータスへ移動する。

［投稿確認］では、投稿のエビデンスとして投稿ページのURLが提出されるので、そのURLから投稿

を確認する。



58

URLから投稿が確認でき、内容にも問題が無い場合は［投稿を確認した旨を連絡する］から完了する。

投稿内容に誤りなど問題があった場合は、案件チャットから修正依頼を送信する。ストーリーズ投稿

はInstagramの仕様上、24時間で閲覧不可となるため注意。また、報酬設定をしている場合［投稿を

確認した旨を連絡する］を完了した時点でインフルエンサーへ報酬が確定する。

進行管理｜6. 投稿確認



案件作成
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インフルエンサー選定
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P30 ~ P34

P35 ~ P62

59

目次

1.来店日の候補提示

2.来店日の調整

3.来店日の確定

4.事前投稿確認・修正指示

5.投稿内容確定

6.投稿確認

7. 成果報告確認

指名機能 P63 ~ P70

レポートの見方 P71~ P79



進行管理｜7. 成果報告確認

60

成果報告が提出されたインフルエンサーの成果（投稿のインサイト情報）を確認する。



61

投稿の成果報告は、投稿のインサイト情報ページのスクリーンショット画像が送られてくる。

各項目の数値が正しく反映されているかを確認して、問題ない場合は［成果の確認を行ったので取引

を完了する］からインフルエンサーとの取引を完了する。画像に誤りがある場合など、修正コメント

を送信し、案件チャットで正しいスクリーンショット画像の再提出を促す。

進行管理｜7. 成果報告確認



62

案件が完了したインフルエンサーは完了ステータスに移動する。

インフルエンサー全員の案件が完了すると、案件チャットのページは使用不可となるため、チャット

上で回収した必要な画像データなどは保存しておく必要がある。

進行管理｜7. 成果報告確認



案件作成
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指名機能｜指名案件作成

［指名プラン］を選択して案件を作成する。制作方法は新規制作をする場合［新しく制作］を選択。

過去に指名プランを実施したことがある場合、その過去案件をコピーして制作を行うことができる。

64

指名プランはスタンダードプラン

以上からお使いいただけます

過去に実施した案件は

次回からコピーが可能です

※公募案件のコピーはできない



指名機能｜指名インフルエンサー検索

65

案件作成は、公募案件の作成方法と同様に行う。（P3〜P29参照）案件公開後、Cast Me!登録者の中

から希望条件に合うインフルエンサーを検索することができ、希望インフルエンサーには［交渉開

始］からオファーメッセージを送信することが可能。



希望インフルエンサーにオファーメッセージを送信する。オファー金額は予算やフォロワー数を参考

に入力。

指名機能｜オファーメッセージ送信

66



指名機能｜交渉後

【デモ】全国で話題沸騰中のプチプラコスメCast Me!」を10,000円分無料プレゼ

ント！

67

交渉したインフルエンサーは［交渉中リスト］に移動する。

オファー内容に承諾していただけずインフルエンサーからお断りされた場合は、交渉中ボタンが消え、

交渉不成立となる。

交渉不成立



指名機能｜交渉成立後

【デモ】全国で話題沸騰中のプチプラコスメCast Me!」を10,000円分無料プレゼ

ント！

68

インフルエンサーがオファーを承諾をし、採用可能な状態になったら［交渉完了者リスト］へ移動す

る。交渉が完了したインフルエンサーの中からどのインフルエンサーを採用するか確定したら、［採

用リストへ］のボタンから［採用候補者リスト］へ移動する。

ただし、この時点ではまだ採用確定でないため、インフルエンサーに採用通知は届かない。



指名機能｜交渉成立後

69

［交渉完了者リスト］の中から採用するインフルエンサーを全員選択でき、［採用候補者リスト］に

全員移動していることが確認できたら、［選別を完了して案件を開始する］ボタンから案件を開始す

る。この時、採用予定のインフルエンサーを全員選択せずに案件を開始した場合、交渉画面に戻るこ

とは不可のため注意。交渉成立したが採用されなかったインフルエンサーには落選通知が送られる。



・指名交渉に難航し当初設定した交渉期間が過ぎてしまった場合、メッセージを送信してもインフルエ

ンサーは承認ボタンは押せるが、メッセージの返信はできないため、必ずスケジュールを変更した上で

交渉を行う

指名機能の注意点

70

・交渉が成立した場合、案件がスタートするまでは企業様・インフルエンサー共にメッセージのやりと

りができなくなるため注意（案件スタート後、チャットにて連絡が可能）

指名機能



案件作成

進行管理

指名機能

インフルエンサー選定

P3 ~ P29

P30 ~ P34

P63 ~ P70

P35 ~ P62
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目次

1.来店日の候補提示

2.来店日の調整

3.来店日の確定

4.事前投稿確認・修正指示

5.投稿内容確定

レポートの見方 P71 ~ P79

6.投稿確認

7. 成果報告確認



【デモ】全国で話題沸騰中のプチプラコスメCast Me!」を10,000円分無料プレ

ゼント！

レポートの見方｜総合レポート

案件完了後、投稿の成果をレポートで確認することができる。

［総合レポート］では、投稿にかかったコスト、フィード投稿ストーリーズ投稿それぞれの、合計

フォロワー数、合計リーチ数など投稿のインサイト数値を確認することができる。

72



レポートの見方｜総合レポート

総合レポートの［日別グラフ］では、投稿日ごとに各インサイト項目の数値を確認することができる。

プルダウンでインサイトの項目を切り替える。（投稿日は、投稿報告のタスクが更新された日を指

す）

73



レポートの見方｜総合レポート

グラフをクリックすると、グラフ下の日付に投稿報告を更新したインフルエンサーのインサイト数値

が表示される。その日に投稿したインフルエンサー以外の数値は全員「0」と表示される。

74



レポートの見方｜総合レポート

総合レポートの［各指標別インフルエンサーランキング］では、各インサイト項目ごとにプルダウン

で並び替えを行い、インフルエンサーのランキングを表示することができる。

75



レポートの見方｜個別レポート

・アカウントのインサイト情報

・投稿のインサイト情報画像

・投稿の結果数値

・投稿内容

個別レポートでは、各インフルエンサーの下記情報が確認できる。

ページ右の［採用者リスト］からインフルエンサーを切り替え、

各インフルエンサーごとに確認することができる。
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レポートの見方｜総合レポート

［投稿一覧］では、フィード投稿の画像と、投稿に対するインサイト数値をインフルエンサーごとに

確認することができる。
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レポートの見方｜ストーリーズ投稿一覧

［ストーリーズ投稿一覧］では、ストーリーズ投稿の画像と、投稿に対するインサイト数値をインフ

ルエンサーごとに確認することができる。

動画のため画面表示が上図のようになっている
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【デモ】全国で話題沸騰中のプチプラコスメCast Me!」を10,000円分無料プレ

ゼント！

レポートの見方｜ガントチャートを見る

【デモ】全国で話題沸騰中のプチプラコスメCast Me!」を10,000円分無料プレゼント！

［ガントチャートを見る］から、進行中に確認していた案件ページの確認が可能。

案件完了後、投稿画像を二次利用したい場合などは、再度インフルエンサーごとのページから画像を

確認できる。
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