
炎上のリスクは避けつつも、SNS運用の成果を高めたい
企業アカウント「中の人」のための

SNS運用担当者養成講座
【オンデマンド配信】 申込後７日間 終日視聴可能

企業からの一方的な発信が「広告」と拒絶される時代、
SNSならではのコミュニケーションの作法を身に付ける

まじめなのに面白い

つい応援したくなる

多少の失言も見逃せる

一回試してみようかな

フォローしたくなる
などと思われる企業アカウントの

技術・テクニックとは？

立ち上げたばかりで、
「いいね」がつかない…

クーポン配信以外に
集客方法が
思いつかない…

毎日投稿したいのに
話題になるネタがない…

炎上が怖くて、
ヘタに発信できない…

社内初の取り組みで、
どう説明すればよいか

分からない…

担当は自分だけで
行き当たりばったり…

他社の炎上を見て、
他人事ではないと
怖くなる…
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その投稿に、企業の顔としてのノウハウはありますか？

講座のポイント

下記の領域を学ぶ講座です。

元々詳しいわけではないのに、
我流で取り組んでいる

Facebookの利用者が国内で2800万人となり、20代では
スマートフォン利用者の9割がSNSを利用するなど、
TwitterやInstagramなどを含めたソーシャルメディアは
非常に多くのユーザーが利用するツールになりました。
多くの企業でも、生活者と双方向にコミュニケーション
ができるこの巨大なメディアを、マーケティングや営業
活動に活用しています。しかし、いわゆる「中の人」と呼ば
れる企業の担当者は、SNSに特別詳しいわけではなく、せ
いぜい個人アカウントを持っている程度という方がほと
んどです。そのため、効果測定に悩んだり、ソーシャル疲
れと呼ばれる、日々の運用に苦悩しています。

SNS運用担当者は、専業ではな
く他業務との兼任が中心です。
運用にだけ時間を割けない状
況では、効率的かつ効果がある
運用ノウハウを学ぶ必要があ
ります。

生活者同士で交流するソーシャルメディアも、企業アカ
ウントでの運用をすれば「企業の顔」として生活者に受け
取られます。そのため、ソーシャルメディアの運用はマー
ケティングや営業に活用することができる一方で、使い
方を間違えるとSNS上での発言が発端となり、議論を巻
き起こしたり、非難されたり、いわゆる「炎上」を引き起こ
すことも少なくありません。また特に新しいSNSは、企業
として初めて立ち上げることが多く、担当者は社内への
説明責任も求められています。宣伝会議では、SNS運用の
先駆者から効率よく成果を上げる手法を学ぶ「SNS運用
担当者養成講座」を開講します。

企業としての発信が前提で、
生活者に好感を抱かせる

01 先駆者から学ぶ

運用ノウハウ

ノウハウがなければ誰もが陥
るのがソーシャル疲れです。生
活者への効果的な発信と交流
を増やすために、日々の実務に
役立つ投稿コンテンツの発想
法を学びます。

02 ネタ切れ脱却の

投稿コンテンツ

企業アカウントは、炎上などの
有事があったからといって、簡
単に削除することはできませ
ん。知らなかったでは済まされ
ない、最低限の対策と次につな
げるテクニックを学びます。

03 何かあった時の

炎上リスク対策

ユーザーのファン化

ファンを生み出すコンテンツ企画

「中の人」担当としての運用ノウハウ

ユーザーによる炎上リスク対策

売上UP・ブランディング

炎上リスクヘッジ



個性的である必要はない
担当者に求められる作法

無意味な発信は
ファン化とは逆のベクトルへ向かう

炎上を怖がって動けなくなる前に
クレームへの正しい対応を知る

生活者に好かれ、お客さまにファンになってもらう中の人になるた
めには、発信する一言一言が面白く、相手を魅了する人並み外れた
コミュニケーション能力が必要なわけではありません。SNS上での
コミュニケーションは、対面での営業や接客とは一線を画します。
担当者はSNSの特性の本質を見極め、「会話」と「対話」の違いを理解
したコミュニケーションが求められます。

手抜き感を与えない
時短のテクニック
SNS担当者は、他の業務との兼任であることが多く、むしろSNSの
運用が元々の本業ではないことがほとんどです。そのような多忙な
担当者にとって、いかに運用を効率化し、成果を説明するかが重要
です。しかしリアルタイムで生活者にみられることが多いSNSでは
「時短」と「手抜き」はすぐに見破られます。
本講座では、仕組みの構築によって効率化するポイントを学びます。

ソーシャル疲れに代表されるように、生活者やお客さまと密なコ
ミュニケーションをとろうとすればするほど、日々発信をしたり投
稿したりすること自体が目的となってしまい、時間を費やせども成
果が上がらないといった負のスパイラルにはまりがちです。意味や
意図を感じられない投稿は、SNS上ではなおさら、ユーザーに敏感
に感じ取られ、ファン化どころか反感を買う原因となってしまいま
す。またその一方で、ユーザーに好まれるユーモアある投稿も、自社
の目的から逸脱した単なるネタでは元も子もなく、成果は上がりま
せん。担当者が意識すべきなのは自社が発信したい内容を、いかに
生活者が求めるコンテンツに変換し、量産できるかです。
本講座では、ネット上でも盛んにいわれるような"ネタ探し"の簡易
化から一段上の、ユーザーにとって魅力的なコンテンツに変換する
発想の手法を学びます。

何かあった時に、簡単に消して、無かったことにはできない企業ア
カウントだからこそ、担当者は炎上に対して敏感でなければなりま
せん。しかし、炎上を過剰に恐れ、なかなか身動きが取れなければ、
SNSの利点を最大限に活用することはできません。担当者は、SNS
ならではの特性を知り、適した対応を身に付ける必要があります。
例えば、お客さまの勘違いや、思い込みによってクレームが発生し
た際に、通常ではまずは謝罪などで怒りを収めることが必要です。
しかしソーシャルメディアでは1対1の営業や接客とは異なり、リ
アルタイムで多くのユーザーに見られています。SNSの特性を理解
しないまま安易に対応することで、他のお客さまのブランドイメー
ジを下げてしまったり、1対1では済まない“炎上”に発展してし
まったりすることがあります。
本講座では、SNSの特性を理解した上でのクレーム対応の作法な
ど、炎上を防ぐ手法を学びます。

運用ノウハウ編 担当者は、社内とお客さま両方に向かって立ち回る

投稿ネタ編 “ネタ探し”をスキップし、時間をかけずにコンテンツを量産する

リスクヘッジ編 炎上は“事前”でも“事後”でも、どちらでも対処できる

担当者に求められるSNS理解の本質 担当者が最低限、意識すべきポイント

転がっているネタを魅力的なコンテンツに変換

SNSならではのクレーム対応の作法

□ 投稿時間、投稿内容マネジメント
□ 返信手法パターン
□ エゴサーチ活用
□ 発信・返信・独り言使い分け
□ “個”客対応意識
□ リアルタイム意識
□ 写真の活用
□ キャラクターづけ・・・etc

・対話≠会話

・プロとして
　の目利き

共感を生みやすい
あらゆるネタ

醸成したい
ユーザーの感情

季節ネタ

祝日・記念日ネタ

時事ネタ

etc

面白い

なんとなく好き

役立つ

etc
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力
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SNS内

勘違いだからって
そんな言い方
しなくても…

1対1ではない、
多くのユーザーが見ている中で
勘違いに対してどう対応するか？

顧客の勘違い
によるクレーム

謝罪する
ということは
本当なんだ…



講座概要
●講義形態 ： 宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信 ※お申込日から7日間視聴可能。視聴期間内であればご自身の自由なタイミングで視聴できます。
●受講料金 ： 54,000円（税込 59,400円） ※申込金5,000円（税込 5,500円）を含みます
●受講対象 ： 企業のSNS運用担当者
※本講座の内容を社内研修としてご提供することも可能です。
　企業の課題・社員のレベルに合わせた研修をお考えの方は、お電話・メールにて事務局までお問い合わせください。　お電話：03-3475-3030　メール：info-educ@sendenkaigi.com

講師プロフィール

1995年東急ハンズに入社。店舗、情シス、営業企
画などを経て、IT企画部在籍中の2009年に
Twitter公式アカウントの「中の人」としてソーシャル
メディア戦略に深く関わる。同年、Twitterを利用し
た商品検索サービス「コレカモネット」の開発に携わ
り、10年より東急ハンズのネット通販「東急ハンズネ
ットストア」店長としてEC事業を推進。その後、新宿
店や営業企画部でリアル店舗を中心としたマーケテ
ィング戦略立案に携わり、19年4月より現職。現在も
「中の人」としての情報発信は継続中。

本田 浩一 氏
株式会社東急ハンズ　
デジタル戦略部長

Facebook、Twitter、InstagramほかSNSセガ公式
アカウントを2012年より担当する「中の人」。
Twitterフォロワー数は約44万フォロワー。企業広
報に従事する傍ら、SNSを活用したレピュテーション
の向上や顧客との関係強化を目指し、硬軟織り交
ぜた情報発信や顧客コミュニケーションを積極的に
行う。Twitter発のコラボレーション企画立案やヒット
商品のSNSマーケティングに携わり、漫画・書籍ほ
かメディア露出多数。約350以上のセガグループ公
式アカウントのアドバイザーも務める。

山田 愛 氏
株式会社セガグループ
社長室 広報部 課長

SNSマーケティングのコムニコにて、航空会社、飲
料、スポーツブランドなどのSNSを活用したコンサル
ティング、運用に従事。宣伝会議はじめ、寄稿・書籍
執筆・全国でのセミナーを行う。2016年、一般社団
法人SNSエキスパート協会を設立、理事に就任。そ
の後18年に人材支援会社の株式会社ハウズワー
クを設立。デジタルマーケティング、SNSマーケティ
ング領域の人材支援・教育事業に取り組んでいる。

本門 功一郎 氏　
一般社団法人SNSエキスパート協会
理事

静岡県生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞
記者になるが、3年で退社。その後、法律事務所リサ
ーチャーやJ-CASTニュース記者などを経て、ニコニ
コ動画を運営するドワンゴに転職。ニコニコニュース
編集長としてニュースサイトの運営や報道・言論番組
の制作を統括した。2013年から弁護士ドットコムニュ
ースの編集長として、時事的な話題を法律的な切り
口で紹介する新しいタイプのニュースコンテンツを制
作し、Yahoo!ニュースなどに配信し、反響を呼んだ。
現在は弁護士ドットコムの顧問としてニュース編集部
のアドバイザーを務める一方、早稲田大学大学院ジ
ャーナリズムコースの非常勤講師として講座を担当し
ている。

亀松 太郎 氏
弁護士ドットコム顧問
（前編集長）

受講生の声
企業アカウントとしての心構え、またときにそこか
らはみ出ることも大切であることを学びました。ま
た、ユーザーから興味をもってもらえる楽しさに
気付きました。

自分と同じ運用担当者の立場での講義が多
く、落とし込みやすかった。事例紹介が多く、な
ぜ反響が得られたのかを詳しく聞けた。

閑散期はどうしてもネタが枯渇する傾向にあっ
たため、学んだアイデア・発想など早速実践して
みたい。特にイベントに関する投稿は簡単で効
果が高いと思った。

炎上について知識がまったくなかった。自社に
は無縁と思っていたが、気をつける必要がある
こと、どういう対応をすれば良いのかがよく分
かった。

カリキュラム

※講師・カリキュラム・日程は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

時間 テーマ 講義内容 講師

第2部
約110分

第3部
約110分

第4部
約110分

現場担当者として
どのように「中の人」を運用するか

立ち上げと運用のいろは／投稿のノウハウ10選／効果測定をどう考えるか／社内への
説明／炎上リスクを乗り越える／愛されるキャラクターとは 本田 浩一氏

第1部
約110分

企業アカウントとして目指す
「中の人」のマネジメント像

SNS運用のポイント／組織で管理するSNSアカウント／リスクと遊びのバランス感／
SNSマネジメント／支持される投稿の編集ノウハウ／写真活用のテクニック／応用編 山田 愛氏

投稿コンテンツ
制作のコツとアイデア発想法

ネタを探す方法／コンテンツ制作のコツ／アイデア発想法／事例から見るコンテンツ
制作／投稿の注意点／時間をかけずに見つけるポイント／ワークショップ 本門 功一郎氏

炎上回避とクレーマー対策 現在のSNSの状況／炎上しないコンテンツの繰り出し方／ネットでは「風を読む」が重
要／ネットの愛され企業・嫌われ企業／炎上対応／炎上を類型化すると 亀松 太郎氏

お申込みはWebから またはこちらまで
FAXにてお送りください ０３－3475－3033

〒

TEL

申込形態　①企業申込（請求書を発行します） 　②個人申込

お振込み先          三菱 UFJ 銀行　青山支店　普通　1145602　口座名義：株式会社宣伝会議

会社名

住所

氏名

Eメール

氏名

所属部署

所属部署

役職

役職

生年月日

生年月日

Eメール

宣伝会議からの情報　①いる　②いらない　 ③ すでに届いている
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TEL：03-3475-3030  E-mail：info-educ@sendenkaigi.com   www.sendenkaigi.com/class/
株式会社宣伝会議　〒107-8550 東京都港区南青山3丁目11番13号
■お問合せ

 　  　　　 年　　   月　　  日　

  　 　　　 年　　   月　　  日　

※受講は受講者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。尚、同一の講座を別々の方に受講いただくことは禁止としております。※お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。※万一、受講前に受講予定
の方の参加ができなくなってしまった場合は、事務局までお問合せください。同一講座の受講中において、参加者の途中変更はできません。※一旦納入された申込金・受講料は、受講前・受講途中にかかわらず、いかなる理由で
あっても払い戻しや次期への振り替えはできません。※天候不順によるアクシデントや講師の都合、受講者数が一定数を下回った場合等、諸事情により直前に開講日程が変更・中止となる場合がございます。その際、交通・宿泊
費等の保証はできかねますのでご了承ください。※弊社と発注者は互いに暴力団、及びその他の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約します。万が一、上記に反していることが判明した場合には、直ちに無条件で本契約
を解除します。※弊社と同様の教育講座を開催している企業、人材紹介業、受講生への営業・勧誘等を目的とするご受講等に関しましては、審査の上、お申し込みをお断りする場合がございます。また、お申し込みから審査まで
の間に、ご請求書類の発送など、決済処理の進行が行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。※本申込書により㈱宣伝会議が取得した個人情報は受講手続きや各種連絡、講座運営、ダイレクトメールなどの方法
で出版物や講座、イベントのご案内等をお送りするために利用します。プライバシーポリシー（https://www.sendenkaigi.com/privacy/）をお読みいただき、同意の上、お申し込みください。
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WEB申込
FAX申込

すぐご受講いただけます
受講環境の設定に関する手続きのため 1週間ほどお時間がかかります

230413


