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repiiiiのコンセプト

明日をたのしくするレシピ

『repiiii』には、”レシピ”と”introduce interesting & imaginative idea”4つの ” i ”の意味を込めています。

4
ティーンのユーザーを中心に、学校で盛り上がるような
「おもしろい」「かわいい」「かんたん」で、毎日が少し「ワクワク」するような情報を毎日発信中。



repiiiiの特徴

かんたんアレンジを中心に据えつつ、中高生の”あらゆる生活シーン”で
「共感できる」「参考にできる」「役に立つ」コンテンツを発信

「情報配信」に止まらずrepiiiiらしく、学校で盛り上がる”一工夫”の演出で高エンゲージメントを構築
ティーン世代と”相互コミュニケーション”を取れる国内最大級のメディアとして運営中

100均アイテム 話題の食べ物 おもしろアプリ 写真・プリクラ

お役立ちアレンジ 美味/映えアレンジ 学校アレンジ 盛り上がりアレンジ
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repiiii 媒体規模① リーチ力

開始約3年で
各チャネル合計フォロワー70万以上

19万
フォロワー

44万
フォロワー

開始約3年で
各チャネル合計月間1億imp突破

1億imp
over

※2021/11/01現在のフォロワー数
※1投稿でInstagram100万再生以上・TikTokで700万再生以上なども発生
※各チャネル（Instagram+TikTok＋YouTube＋Twitter）合計でフォロワー70万以上 6

※2021/11/01段階

10万
チャンネル登録者
※2020年9月より本格運用開始

Instagram・TikTok・YouTubeを中心に発信中。
開始約3年で、各チャネル合計、フォロワー70万以上・月間imp約1億imp。

現在のチャネルのみならず、自社メディア等チャネルを拡大しつつ、今後も急成長を想定



repiiii 媒体規模② エンゲージメント

毎回圧倒的な「保存数」を誇り、高いエンゲージメントを構築
Instagramでは人気のハッシュタグで、高頻度で「人気の投稿」に掲載

タグ付け/ユーザー投稿/コメントも盛んで、「中高生が盛り上がるコミュニティ」が形成されています

人気ハッシュタグの「人気の投稿」に掲載
7

「保存」され繰り返し視聴 盛んなユーザー参加



TikTokに最適化させたコンテンツ設計で、「人気の投稿」に取り上げられて、
多数のリーチ（再生）・コメントを獲得。

repiiii 媒体規模③ TikTokでの人気投稿

8
140万以上の再生・TikTok公式アカウントによる拡散 370万以上の再生 700万以上の再生



2020年9月よりYouTubeの運営を本格化。1分尺のショート動画に加え、
長尺動画や他クリエイターとのコラボなどを通じ、表現力豊かな発信が可能
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repiiii 媒体規模④ YouTubeでの人気投稿

爆発力のある1分尺のショート動画 長尺動画や他クリエイターとのコラボを通じた表現力豊かな発信



repiiiiユーザー特性
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repiiiiのユーザー特性行動

13-22歳が95%・中高生が68%と、ティーンの女子を中心に展開中
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Source：repiiii Instagramフォロワーアンケート455名（2020年6月）

repiiii Instagramインサイト

44.6%

30.8%19.8%

97%

年代区分 属性 男女比

44.2%

16.7%

24.0%

13-22歳が95%（13-18歳が75%） 中高生が68%（大学生が16.7%） 女性のユーザーが中心
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repiiiiのユーザー特性ペルソナ

SNSで見たものを実践する。見たものをみんなで楽しむ。

身近な友達との交流が前提でSNSを利用する女子中高生。

情報を共有し、良い/悪い、面白い/面白くない、などの価値観も一緒に共有していく層がフォロワー

Source：repiiii Instagramフォロワーアンケート250名（2019年3月）

SNSで見た内容（ハンドメイド作品・料理
レシピ・ダイエット法など）を
実際に自分でも試したことがある

友達がSNSで紹介していた商品を買ったり、
お店に行ったことがある

SNSで話題になっていることが
友達との会話のネタになったことがある



repiiii広告活用イメージ
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repiiiiタイアップの特徴

魅力的なコンテンツ
（商品・サービス）

魅力的なストーリー
（文脈・物語）

日常接点
（接触チャネル）

魅力的な商品やサービスに、魅力的なストーリーを乗せて、日常接点でユーザーに
届けることで、ブランドロイヤルティを大きく促進いたします。

タイアップ企業様の魅力的な
商品・サービス（ブランド）を

ユーザーが最も興味関心を持つ
「企画」に乗せて

Instagram（投稿/ストーリーズ）や
TikTok等各チャネルに最適化させて配信

× ×

ティーンの日常生活の文脈に合った「共感を得やすい商品/サービス訴求」を
企画・制作・配信までワンストップで実現します
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repiiiiタイアップでできること①

repiiiiでティーンへファーストアプローチを行い、興味を持たせる。

repiiiiを通じてティーンが初めて知るモノやコト。

初めて知った情報に更に興味を持たせ、共感を得るコミュニケーションがrepiiiiなら可能です。

Source：repiiii Instagramフォロワーアンケート455名（2020年6月）

99% 97%

repiiiiの投稿で初めて知ったことがある
（Attention）

repiiiiの投稿で興味をもったことがある
（Interest）



16

repiiiiタイアップでできること②

repiiiiを見て、商品を購入し、真似をして、友達にシェアする。

投稿したアイデアをティーンが実際に試しやすく、人に教えたくなるコンテンツ企画力がrepiiiiの強みです。

ティーンの実際の行動につなげることがrepiiiiなら可能です。

Source：repiiii Instagramフォロワーアンケート455名（2020年6月）

83% 60%72%

repiiiiの投稿で紹介されたアイデアを
実際に試してみたことがある（Action）

repiiiiの投稿で紹介されたものを
実際に買ってみたことがある（Action）

repiiiiの投稿で知った情報を友達に
教えたことがある（Share）



友達や仲間との思い出の共有はrepiiiiユーザー１番の関心事

自分が思い出を楽しむ、というシーンから、プレゼントとして思い出の共有まで
写真を使った日常の彩りに関するコンテンツは圧倒的な反応を集めています。
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参考） repiiiiで一番人気の ”写真”を使った企画事例

写真・アルバムコンテンツ 友達との思い出投稿キャンペーン

写真というテーマに、若年層に喜ばれ
るストーリー（文脈・物語）を付与す
ることで、魅力を120%にして伝えま
す。
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参考） repiiiiで人気の “ファッション”企画事例

可愛いファッション関連アイテムに関する情報はrepiiiiユーザーの大きな関心事

ファッションそのものを楽しむというシーンから、お買い物のあとを楽しむというシーンまで
ファッションを使ったコンテンツは大きな反響を集めています。

学生 ×ファッションを楽しむ みんなで盛り上がる お買い物のあとも楽しむ
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repiiiiタイアップで期待できること

● 商品・サービス（ブランド）の魅力伝達/ロイヤルティの獲得

○ 身近な利用シーン等のストーリーとセットで伝えることで、商品・サービス（ブランド）の
”魅力”を、より共感・実感してもらうきっかけを作ります。

○ 各個人のアカウントに「保存」されるコンテンツになれば、繰り返し視聴され、一層のロイ
ヤルティ向上に貢献します。

● 若年層間でのトレンド・流行の創造

○ やってみたい、買ってみたい、行ってみたい、試してみたいといった感覚を醸成するのみな
らず、それを「友人・知人・家族間」で共有する（=トレンドを作る）きっかけを作ります。

○ 『試してみる/話題にする』ことを楽しむコミュニティ感が強いメディアであり、ユーザー投
稿を促進することなども可能です。

多くのユーザーへの濃い接点を構築することで下記を実現いたします。



TikTok投稿で認知獲得

● 音楽×短尺の動画カルチャーに最適化

● 一瞬でティーンの目を引く企画動画
を配信

Instagram投稿で認知獲得

● 隙間時間の情報取得に最適化

● ティーンからの共感や話題を集める
企画動画を配信

ストーリーズで興味喚起・自分事化

● アンケート
● コメント募集
● キャンペーン 20

高いエンゲージ
メント（真似）

ストーリーズ

タイアップ お取り組みイメージ

複数の日常接点（SNS）からの異なるアプローチで、「興味喚起・ブランドロイヤルティ向上」を図ります

Instagram TikTok

多数の
閲覧

高いリアク
ション率

シェア・ユ
ーザー
投稿

多数の
閲覧

高エンゲー
ジメント
保存・真似

多数の
閲覧

高エンゲー
ジメント
コメント・
真似

人気投稿
掲出で
話題喚起

人気投稿
掲出で
話題喚起



相互やりとりコンテンツ
（ストーリーズ）

ユーザー参加型
キャンペーン
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タイアップメニューイメージ （ご要望に合わせてご提案させていただきます）

商品タイアップ動画
（企画・制作・配信）

その他、目的に応じた様々な取り組みが可能です。
（ご相談の上設計いたします）

TikTokコンテンツ

その他

インフルエンサー
タイアップ企画

サンプリング

クーポン配布

etc.



タイアップメニュー ブランディングプラン概要
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貴社商品・サービスに関する企画動画をInstagram（タイムライン・ストーリーズ）・TikTok（タイムライ
ン）それぞれのプラットフォームに最適化させた形でrepiiii編集部にて作成し投稿します。
興味喚起から、商品・サービス認知獲得までをワンストップで実現します。

メイン動画

Instagram
タイムライン投稿

アンケート
企画

Instagram
ストーリーズ投稿
（1-5投稿で1組）

メイン動画

TikTok
タイムライン投稿

興味喚起された話題に関する
企画動画を配信し、直接的な商品・サービス認知を促進

アンケート
結果発表

Instagram
ストーリーズ投稿
（1-5投稿で1組）

アンケート投稿（ユーザー巻き込み型投稿）で、自分事化を促進し興味喚起

Instagramストーリーズ投稿イメージ：repiiiiの高い共感力を活用

「大親友が落ち込んでる時、みんなならどうやって励ます？」というティ
ーンの日常にあるシーンを質問機能で投稿
⇒結果発表＆こんな方法で励ましてみない？という形でメイン動画へ誘導

Instagram＆TikTokメイン動画 参考イメージ

貴社の商品を「大親友が落ち込んでる時に励ます方法のアイデ
ア」に使用した企画動画を作成し、投稿。
ティーンの悩み解決に貴社商品を活用したPRを行い、ティーン世
代への商品認知やブランドイメージ構築を図る
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NTTレゾナント株式会社デジタルマーケティング事業部

e-mail：desk@nttr.co.jp

お問い合わせ先


