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2021年12月1日

キャンペーン発表会



►記者発表会
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＜日時＞

＜場所＞

＜概要＞

＜メディア＞

令和3年12月1日（水） 10：15〜10：50

SPORTEC2021

東京ビックサイト南展示棟1F 日本フィットネス産業協会ブース

キャンペーン宣言/説明

キャンペーン映像上映

メッセージ映像上映（池江璃花⼦選⼿、⼩⽊博明さん）

キャンペーンソングの初公開

FIA無料体験クーポンの説明

アンバサダー登壇 クロストーク

いのかがポーズリレーの開始

フォトセッション

１３社

「いのち輝くフィットネスへ」キャンペーン
～日本の元気復活のために～

記者発表会



►記者発表会
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►アンバサダー起用
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►いのち輝くフィットネス ポージングリレー
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WEBサイト

動画配信



► メイン動画「もしも！？ディストピア」

https://www.youtube.com/watch?v=p_HA1hmdFio&t=5s

もしも？！ディストピア 「いのち輝くフィットネスへ」キャンペーン動画
#ディストピア #いのち輝くフィットネスへ #小木博明 #フィットネス #運動 #健康 #山根良顕 #魔裟斗

#岡部友 #池江璃花子 #日本の元気復活 #LINEクーポン

86,597 回視聴
2021/12/01～２０２２/1/24現在 7

https://www.youtube.com/watch?v=p_HA1hmdFio&t=5s
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%94%E3%82%A2
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%A1%E8%BC%9D%E3%81%8F%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%81%B8
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%B0%8F%E6%9C%A8%E5%8D%9A%E6%98%8E
https://www.youtube.com/hashtag/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%8D%E3%82%B9
https://www.youtube.com/hashtag/%E9%81%8B%E5%8B%95
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%81%A5%E5%BA%B7
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%B1%B1%E6%A0%B9%E8%89%AF%E9%A1%95
https://www.youtube.com/hashtag/%E9%AD%94%E8%A3%9F%E6%96%97
https://www.youtube.com/hashtag/%E5%B2%A1%E9%83%A8%E5%8F%8B
https://www.youtube.com/hashtag/%E6%B1%A0%E6%B1%9F%E7%92%83%E8%8A%B1%E5%AD%90
https://www.youtube.com/hashtag/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%85%83%E6%B0%97%E5%BE%A9%E6%B4%BB
https://www.youtube.com/hashtag/line%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3


►メッセージ動画
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「池江璃花子さん 小木博明さん イベントメッセージ」



►オリジナルソング
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歌・作曲 熊木 杏里 さん 作詞 なかじま しんや さん

音楽 「いのち輝く」



無料チケット配布

LINEクーポン



►LINEクーポン

11

お友達数 6808名
クーポン使用 2303名（33％）
お友達属性 男性40.5％ 女性59.2％

（1/27現在）



►LINEクーポン
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WEBサイト

いのち輝くフィットネスへサイトについて



12月1日から1月23日までは、
メイン動画をはじめ、池江さんコメントや、
アンバサダーのいのかがポーズ、LINEクーポンの
紹介、加盟店へのリンクの内容です。

► いのち輝くフィットネスへ サイトについて① https://inochikagayaku.jp/
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https://inochikagayaku.jp/


2021/12/1-12/31

ユーザー：正味の人数。
新規ユーザー：初めて訪問した数
セッション：初めての訪問とリピート訪問の人数
ページビュー：ユーザーがページを閲覧した回数
ページ/セッション：ユーザーが1訪問あたりにアクセスしているページ数

12月1日～キャンペーン開始から 1カ月でサイトを訪れたユーザは 13,619人です。
ページビュー数は23,149回です。

► いのち輝くフィットネスへ Google Analyticsより①
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ユーザー：正味の人数。
新規ユーザー：初めて訪問した数
セッション：初めての訪問とリピート訪問の人数
ページビュー：ユーザーがページを閲覧した回数
ページ/セッション：ユーザーが1訪問あたりにアクセスしているページ数

1月1日～1月22日までは、1カ月でサイトを訪れたユーザは 5,900人です。
ページビュー数は9,430回です。

202２/1/1-1/２２

► いのち輝くフィットネスへ Google Analyticsより②
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▲は、どこからサイトにきているか、
ダイレクト、Google検索、SNSから流れてきている。

▼SNSからはFBが一位続いてTwitter。

ユーザーが訪れる時間は
午前10時～午後6時が多い。

ユーザーの地域は
日本。
市町村別には東京、横浜、大阪、
札幌、神戸が上位

デバイスは
モバイル７３％と約7割。

いのちかがやくフィットネスへWEBサイトのユーザーについて

► いのち輝くフィットネスへ Google Analyticsより③

17



► いのち輝くフィットネス ポージングリレー



► ポスター・シール配布

● ポスターをデータ配布

● ステッカー販売/10枚1セット 500円（税込）



広告PR

PR TIMES広告配信レポート



記者発表、プレスリリース配信。

► ニュースリリース

21



12月1日正午、
プレスリリース配信。
2235程の媒体に原文転載
されている。

► PR TIMES https://onl.la/u8s5VgX
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https://onl.la/u8s5VgX


広告PR

YouTube広告配信レポート



① 12月15日～21日 ★目的：認知拡大

種類：バンパー広告（6秒 スキップなし）
費用：30万×2週
クリエイティブ：池江さん6秒 →
ターゲット：全国
年齢層：35～54歳男女
※全年齢より戻ってきてほしい年齢に絞る
※不明回答を避ける

配信実績数値 シミュレーション数値A シミュレーション数値B 他社事例配信数値

消化金額 ¥300,000

表示回数 755,102
728,000 720,000 486,795

96%(-27,102) 95%(-35,102) 64%(-268,307)

リーチ数 572,500
468,000 460,000 351,013

81%(-104,500) 80%(-112,500) 61%(-221,487)

CPM ¥255
¥265 ¥268 ¥400

+10(104%) +13(105%) +145(157%)

▲シミュレーション2パターンと、他社のYouTubeで同じ配信手法(バンパー広告)を実施していた事例と比較したもの。
バンパー広告では認知拡大を目的とした配信手法のため、広告がどれほど表示されたか、また何人の人に表示できたかが重要とります。
シミュレーションとの比較しても表示回数、リーチ数ともに多く獲得できており、またCPMも安価になっています。
他社事例との比較については、そもそものターゲットとする層が違いますので、単純比較は難しいですが、約３０万を使用して表示回数、リーチ数と
もに大幅に多く、CPMも安価に配信出来ています。

► YouTube バンパー広告 配信レポート

https://youtu.be/q-alb-eGWVc
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https://youtu.be/q-alb-eGWVc


②22日～２8日 ★目的：認知拡大

種類：バンパー広告（6秒 スキップなし）
費用：30万
クリエイティブ：池江さん6秒/小木さん6秒
ターゲット：全国
年齢層：35～54歳男女
※全年齢より戻ってきてほしい年齢に絞る
※不明回答を避ける

テキスト：【クーポン配布中】【無料体験受付中】

https://youtu.be/q-alb-eGWVc https://youtu.be/pNDktAz2qU0

配信実績数値

消化金額 ¥300,000

表示回数 890,503

リーチ数 645,079

CPM ¥231

6秒動画は初日小木さんで開始。その後、池江さんへ差し替え。

男女比では、男性の方が視聴が多く、
年齢では、３４～44歳の視聴が多い。

► YouTube バンパー広告 配信レポート
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https://youtu.be/q-alb-eGWVc
https://youtu.be/pNDktAz2qU0


③ ２９日～1月4日 ★目的：サイトへ誘導

種類：TrueView（スキップはできる）
費用：30万（週）
クリエイティブ：本編動画
※興味ある人はサイトへ
ターゲット：美容健康に興味ある
年齢層： 絞らない
・クリックしそうな人をAIにより最適化
・結果、興味のあるユーザがサイトを訪れる
・どういう人が興味があるかのデータが取れる

※：リーチ数、フリークエンシーはデータがまだ反映されておらず、12/29~1/2の数値
※１：弊社調べ 他社サイトは0.15～0.17となっており、0.52%は高い
※２：本件ページ読了率となっている。他社と比べると５％～１０％の為、こちらも高いといえる

本編をYouTube広告で流しclick！
→LPサイトへ→クーポンゲット

https://www.youtube.com/watch?v=p_HA1hmdFio&t=11s

「ディストピア」本編の動画配信

配信実績数値

消化金額 ¥300,000

表示回数 295,435

リーチ数 165,099※

クリック数 1,550

クリック率 0.52%※１

視聴回数 68,861

視聴率 ２３．３１％

CV数 ４３３

CV率 ２８.01％※２

CPM
※1000表示回数における想定単価 ￥２９０

フリークエンシー
※インターネット広告（Web広告）への接触頻度 １．３※

► YouTube TrueView広告 配信レポート
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https://www.youtube.com/watch?v=p_HA1hmdFio&t=11s


事例

アイレクススポーツライフ



● 企業サイトにキャンペーンバナー設置

► アイレクススポーツライフ事例
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● キャンペーンページ制作

https://www.ilex-sports.com/inochikagayaku/

https://www.ilex-sports.com/inochikagayaku/


► アイレクススポーツライフ事例
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キャンペーンページから離脱なく、入会予約ができるように制作

無料利用チケット利用受付
12月利用 18件 うち入会6件（33.3％）



► アイレクススポーツライフ事例
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● シーズングリーティングカードのデザインに起用



今後の取り組み



► 今後の予定 広告予定
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1月24日～3週 YouTube TrueView広告配信 （残りの広告費90万程）

本編をYouTube広告で流しclick！
→LPサイトへ→クーポンゲット



1月2４日から、
LINEクーポンのバナーをページ上部に追加。
バナーをクリックするとページ下部のLINEクー
ポンのお知らせへリンクします。

また、
各加盟店から集めたいのかがポーズの紹介も
追加しました。随時、増やしていきます。

加盟企業一覧の各名称も一部変更しています。
詳細はWEBサイトをご覧ください。

► 今後の予定 いのち輝くフィットネスへ サイトについて https://inochikagayaku.jp/
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https://inochikagayaku.jp/


► 今後の予定 チケット利用促進 LINE クーポンへの導線強化
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► 今後の予定 サイト：SNS タグ収集追加 ポージングリレー
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＃いのち輝くフィットネス でInstagram・Twitterで収集した「いのかがポーズ」の掲載をします。

いのかがポーズ追加

PC SP

いのかがポーズ
追加

※現在以下４アカウントでポーズ配信中

＠oasis_urawa
＠fitta_gymstyle_habu
＠precorjapan
＠bigtree24hiramatsu



► 今後の予定 いのかがポーズ投稿お願いします！
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＃いのち輝くフィットネス でInstagram・Twitterで収集した
「いのかがポーズ」の掲載をします。

出来ればで
結構です！

１枚目
いのかがポーズ動画

・いのち かがやく フィットネスへ
・できれば全身映る方が◎です

２枚目
オススメフィットネスポーズ
など紹介

・ご自身またはトレーナーオススメの
健康になるポーズなど
・ヨガ、筋トレ、ダンス等…

テキストと
＃タグ
を添えて

各自Instagram
Twitterに

投稿してください

●＼ いのち輝くフィットネスへキャンペーンに
参加しよう！ ／
https://inochikagayaku.jp/

私たちが加盟している、日本フィットネス産業協
会（FIA）から全国のフィットネスクラブで使用で
きる体験クーポン配布中です！
ご家族やお友達に是非、シェアしてください。
日本の元気復活のために、運動して健康になろ
う！ ٩(ˊᗜˋ*)و

次は ＠●●さんへ！

#いのち輝くフィットネスへ ＃FIA ＃健康 ＃
フィットネス ＃運動 ＃運動しよう ＃フィット
ネス＃運動 ＃運動しよう ＃フィットネスクラブ
＃フィットネスインストラクター ＃フィットネスト
レーナー ＃運動不足 ＃運動不足解消

＠●●
というように
アイスバケツリレー
方式で繋いでいく



► 今後の予定 キャンペーンソング ラジオ紹介

37

以上、楽曲の前後を挟む形で、紹介していただけます。
各地区での放送は下記の予定となっております。

HBC 2022年2月26日(土) 28：00～28：20
SBC 2022年2月27日(日) 24：30～24：50
MRO 2022年2月28日(月) 21：30～21：50
RFC 2022年2月28日(月) 21：00～21：20
KNB 2022年2月27日(日) 17：30～17：50
KBS 2022年3月5日(土) 21：00～21：20

熊木さんは今年デビュー20周年を迎えられます。
今回のお心遣いに感謝するとともに
20周年イヤーを応援したいと思います！

・キャンペーンソングとしてのご紹介
・HP動画のご紹介と、視聴の呼びかけ
・なかじましんやさんとのご縁ご紹介



► まとめ
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◆ いのち輝くフィットネスへ キャンペーン宣言文発表

◆ ショートムービー動画制作、ゲスト特別出演

◆ メッセージ動画制作、オリジナルソング制作

◆ 記者会見、著名アンバサダー特別出演

◆ 動画配信、メッセージ動画配信、音楽配信

◆ オリジナルポスター、キャンペーンLPサイト

◆ ポージングリレー

◆ FIA共通チケットLINEクーポン発行

これだけ数多くの内容を高いクオリティで実施でき、動画やキャンペーン内容の評価の声は多くい

ただいている。しかし、拡散や活用がまだまだ弱いため、さらなる活用を呼び掛けたい。

直接集客のみならず、フィットネス業界の存在感を上げるための効果を期待したい。


