
永谷園プロモーション案
チーム：3分間待ってやる！！班

1



・課題設定確認
・商品分析
・ターゲット分析
・コンセプト
・プロモーション内容
・日程
・効果展望
・予算
・参考文献

発表の流れ
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お茶漬けの良さを若者に認識させ、
「お茶づけ海苔」を

食べるきっかけを作る

課題設定
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そもそも、

永谷園の「お茶づけ海苔」って・・・？
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1.商品分析～ＳＷＯＴ分析～
強み

・手軽さ ・安さ

・温かい ・長年親しまれてきた味

・永谷園のブランド力

・カロリーが低い・保存が利く

・インパクトのあるＣＭ

弱み

・米を炊かなければならない

・手軽といいながら
お湯を沸かすのが面倒くさい

・存在感が薄い

・古臭い ・熱い

機会

・お酒の〆 ・朝食

・小腹がすいたとき・時間が無いとき

・なんとなく食べたいとき

・風邪をひいたとき

脅威

・カップめん ・パン

・冷凍食品 ・おかゆ ・リゾット

・米の喫食率の低下

永谷園お茶づけ海苔

参考：
独自アンケートを元に作成

5



2.ターゲット分析～アンケート①～
Ｑお茶づけ海苔といったらどこのメーカーですか？

98%

2%

永谷園

その他

調査媒体：独自アンケート
調査対象：10～20代男女
調査人数：61名
調査日時：2013年8月21日～9月6日
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圧倒的認知度！



36%

29%

15%

15%

5%

半年に一度

三カ月に一度

一カ月に一回

一年に一回

その他

Ｑお茶づけ海苔をどのくらいの頻度で食べますか？
2.ターゲット分析～アンケート②～

調査媒体：独自アンケート
調査対象：10～20代男女
調査人数：61名
調査日時：2013年8月21日～9月6日
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2.ターゲット分析～アンケート③～
Ｑお茶づけ海苔をいつ食べますか？
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調査媒体：独自アンケート
調査対象：10～20代男女
調査人数：61名
調査日時：2013年8月21日～9月6日

ローカロリーで
保存がきく
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3.課題
☆お茶漬けの強み
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若者にはお茶づけ海苔のイメージ
が薄く、食事の際選択肢にあがり
づらい。

手軽に食べられる

保存が効く

食べると温まる

永谷園は強いブランド

しかし、食べない

具体的なブランドのイメージがない



課題解決案のコンセプト

•永谷園のお茶づけ→手軽さだけでは不十分

ブランド再興が必要！

こんな場面でこんなときに食べるものと
提案する必要がある！
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「すすれ！若者よ！！」

題して！！

３段階構成のプロモーション案

湘南新宿ラインラッピング『でんちゃづけ』
↓

池袋・新宿の週末イベント『SUSURE！』
↓

YouTubeの動画投稿『すすれ！若者よ！！』
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湘南新宿ラインラッピング！

『でんちゃづけ』（11月1日～11月30日）

• 早朝6時と深夜23時の4本（宇都宮線直通、高崎線直通の往復）

• 永谷園のお茶づけカラーの電車が走る！
→宇都宮、前橋、大宮、池袋、新宿、渋谷、横浜、鎌倉、逗子、etc…

ベッドタウンと職場、学校を結ぶ格好の路線
路線カラーも永谷園に似ている！？
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イベント
動画コンテスト
開催！！

↑中吊り見本

↑ラッピング電車見本



『でんちゃづけ』によって・・・
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•職場で食べる朝食、明日の朝食に
お茶漬けをイメージしてもらう！

•改札を出たあとに消費者が立ち寄る
コンビニでの購買を促す。



週末イベント

『SUSURE！』・・・11月9日㈯10日㈰・・・
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若者が集う

池袋サンシャイン
噴水広場

新宿東口前
イベントスペース



• 通行量が最も多い16時~

• スベリ芸人による「寒い空気」の中で温まるお茶漬けを食べられるイ
ベント。

• 20代にYoutube動画の撮影投稿を実施。
• Youtubeに上がる動画の見本を芸人に実演してもらう。
• 参加者には永谷園特製ＳＵＳＵＲＥ！！マフラータオルをプレゼント
• YouTube投稿への告知を含める。
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週末イベント
『SUSURE！』概要

永谷園マフラータオルが街中に

あふれることで注目度を上げる効果



YouTubeで動画投稿！

『すすれ！若者よ！！』（11月9日～24日）

・『あのCM』が永谷園の強み！

・東広連でのオリエンテーションでも大きな反応を得たCM

16

強いブランド

20代なら幼いころ、誰でも一度は見たことがある、懐かしいこのＣＭ！



YouTubeで動画投稿！

『すすれ！若者よ！！』（11月9日～24日）

・『あのCM』が永谷園の強み！

・東広連でのオリエンテーションでも大きな反応を得たCM
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インターネット、スマホの普及から
誰でも動画が撮影できて公開できる！

強いブランド

自分が参加することによる達成感とやりがい！

消費者参加型プロモーション！

放映当時（1998年）と現在で決定的に違うこと・・
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再生回数上位10位以内の参加者は、キャンペーン終了後、
YouTube内のCMで放送、
特製ＳＵＳＵＲＥ！！ブランケットプレゼント！

YouTubeで動画投稿！

『すすれ！若者よ！！』（11月9日～24日）
おいしく食べるCMを投稿しよう！



告知方法

• Twitter

＃susure で拡散を狙う

• Facebook

イベントの詳細告知

• 湘南新宿ライン『でんちゃづけ』内
ポスター

• 週末イベント『SUSURE！』
実際にお茶漬けを食べてもらう
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おいしく食べえたら動画をあげよう！#susure

肌寒くなってきましたね！
今、新宿東口でお茶漬けが食べられます！#susure

温かいお茶漬けで心も身体もあたたまりませんか？
池袋でお待ちしてます！#susure

涼しい？寒い？じゃあ、お茶漬けで心も身体もぽかぽ
かになりましょう！是非イベントへ！#susure

永谷園のデンチャはもう発見しましたか？デンチャを
見たら、その足でそのまま新宿・池袋へ！#susure

動画を上げてみんなに見てもらえたらブランケットが
貰えるよ！！#susure



プロモーション期間

11月1日～30日

湘南新宿ライン
ラッピング

『でんちゃづけ』

11月9日10日

新宿、
池袋イベント

『SUSURE！』

11月9日～24日

YouTube投稿

『すすれ！

若者よ！！』

11月30日～12月14日

YouTube

TrueView
インストリーム広告

再生回数上位者の
広告挿入開始
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http://weather.time-j.net/Stations/JP/tokyo

11月の平均気温（東京） 最高16.4℃
最低 9.9℃

朝夕が寒い



効果展望
3段階プロモーション「すすれ！若者よ！！」
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• 『でんちゃづけ』
朝夕の冷え込む時間帯に走らせることで、
温かいお茶漬けの食欲を促しブランド再興を図る。

• 駅前イベント『SUSURE！』
現実の世界での拡散を狙う。3万人/1時間の通行量によって注目を集める。
マフラータオルによって街中に永谷園色を出現させる。

• 歩行者のブランド再興を促す。

• YouTube『すすれ！若者よ！！』
様々な20代が楽しく美味しそうにお茶漬けをかきこむ姿を見て
食欲を喚起する。動画SNSによって拡散を狙える。

• 実施時期を徹底した3つのプロモーションによって
『冷え込む秋の朝食に永谷園のお茶づけ』を

連想させ明確なきっかけを作ることができる！



予算

• 電車ラッピング 1編成1ヶ月400万円×4＝1600万円
中吊りポスター 1編成1ヶ月400万円×4＝2120万円
（湘南新宿ラインセット）

• 芸人 給与 100万円×2＝200万円

• イベント実施料
新宿 1日58万円＋施工料48万円＋機材10万円＝116万円
池袋 1日80万円＋管理費22.5万円＋看板1万円＝103.5万円
イベント人件費 1000円×6時間×30人＝18万円

• マフラータオル（3000枚） 137.4万円

• ブランケット（35枚） 12.2万円
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4307.1万円合計



参考文献・ＵＲＬ

• 独自アンケートデータ http://enq-maker.com/result/4wu7zlo

• 東京平均気温 http://weather.time-j.net/Stations/JP/tokyo

• マフラータオル たおる本舗 http://www.yutaka-towel.com/

• ブランケット 電脳プリント http://print.denno-saurus.com/

• 車体広告 http://www.oricom.co.jp/special/pdf/transit/07_syatai.pdf

• 新宿ステーションスクエア http://www.eiko-kikaku.co.jp/ss/ss_top.html

• 池袋サンシャインシティ噴水広場
http://co.sunshinecity.co.jp/fountain/pdf/fountain_price.pdf
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ご清聴ありがとうございました。
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1年 玉城 悠
山口 達也

3年 岩田 慧 2年 阿曽 茜
日越 美優


