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課題確認



課題確認

「J!NSが好きになるきっかけづくり」



課題確認

「J!NSを好きになるきっかけづくり」

好きって何だろう...？
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愛・愛情・恋愛
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お気に入り

「好き」を英訳してみると...？



課題確認

Like

Love

Favorite

Prefer

etc...

...

...

...

...

好む・大好き

愛・愛情・恋愛

～よりも好き

お気に入り

「好き」を英訳してみると...？

「好き」の種類が多すぎて分からない



課題確認

「好き」の反対から考えてみよう

「好き」 「嫌い」



課題確認

「好き」の反対から考えてみよう

「好き」 「嫌い」



課題確認

「好き」の反対から考えてみよう

「好き」 「無関心」



課題確認

「好き」の反対から考えてみよう

「好き」 「無関心」

無関心から「関心をもつ」状態にすることで

「好きになってもらえる機会」を増やす



企業分析



企業分析

JINS様の大きな魅力

「第1のメガネ離れ」を防いでいること

JINS様は良い意味でメガネ業界の常識を

打ち破ってきたため



企業分析

JINSのメガネ業界の改革

PRICE SHOP SPEED PRODUCT

高い
価格が
不透明

店に入り
づらい

商品を
探しにくい

眼鏡が
すぐに手に

入らない

欲しい
メガネが

ない

NEW ALL
IN ONE 
PRICE

開放的な
空間

明快な陳列
設計

即日渡し
効率的

オペレーション

SPAによる
機動的

商品開発

オリエン資料より



企業分析

「メガネを買いたい！」と思っている人

がメガネを買いやすいようにした

メガネを買いたかったけど買えなかった人

にJINSはアプローチしてきた



企業分析

「メガネを買いたい！」と思っている人

がメガネを買いやすいようにした

メガネを買いたかったけど買えなかった人

にJINS様はアプローチした第1のメガネ離れを防いだ



企業分析

「メガネを買いたい！」と思っている人

がメガネを買いやすいようにした

メガネを買いたかったけど買えなかった人

にJINSはアプローチしたてきた

しかし…

メガネを作るべきかわからない人

に関心を持ってもらうためのアプローチが足りていない



企業分析

「メガネを買いたい！」と思っている人

がメガネを買いやすいようにした

メガネを買いたかったけど買えなかった人

にJINSはアプローチしたてきた

しかし…

メガネを作るべきかわからない人

に関心を持ってもらうためのアプローチが足りていない

「第0のメガネ離れ」が起きている



企業分析

JINSでメガネを
購入する

第1のメガネ
離れで

買えなかった人

JINSの改革により
解決された

購入を
考えている



企業分析

JINSでメガネを
購入する

第1のメガネ
離れで

買えなかった人

JINSの改革により
解決された

購入を
考えている

メガネが
必要か

わからない

JINSに関心がない層

第0のメガネ離れ



表紙独自課題



独自課題

「第0のメガネ離れ」の時にJINSに関心を持ってもらう



表紙ターゲット設定



ターゲット

メガネを作る必要があるかもしれないのに

メガネを作らない大学生



表紙ターゲット分析



ターゲット分析

メガネを作る必要があるかもしれないのに

メガネを作らない人

視力検査の結果を重要視しない人



ターゲット分析

視力検査の結果を重要視しない人

大学生



ターゲット分析

視力検査の結果を重要視しない人

大学生

・そもそも健康診断に行かない

・視力悪くてもめんどくさくて放っておく

・学校で視力検査をやらない（ところもある）



ターゲット分析

小学生や中学生の頃は視力が悪いと学校から

【検査結果】

以上の結果、眼科専門医への受診をお勧めします。
なお、今回の検査は眼科専門医が検査したわけではありませんので、
受診後、より詳しい 説明をお聞きください。

※ 眼科受診の際は本紙と問診票、健康保険証、
子ども医療証を必ず持参してください。

※ 眼科受診後、この報告書を保育園および幼稚園にご提出ください。
※ すでに眼科での治療を受けている場合は、

主治医への通院を続けるようお勧めします。

http://www.city.fukuoka.med.or.jp/outline/books/shosiki4.pdf

http://www.city.fukuoka.med.or.jp/outline/books/shosiki4.pdf


ターゲット分析

小学生や中学生の頃は視力が悪いと学校から

【検査結果】

以上の結果、眼科専門医への受診をお勧めします。
なお、今回の検査は眼科専門医が検査したわけではありませんので、
受診後、より詳しい 説明をお聞きください。

※ 眼科受診の際は本紙と問診票、健康保険証、
子ども医療証を必ず持参してください。

※ 眼科受診後、この報告書を保育園および幼稚園にご提出ください。
※ すでに眼科での治療を受けている場合は、

主治医への通院を続けるようお勧めします。

子ども心にはちょっと脅し要素のある紙が配布される
http://www.city.fukuoka.med.or.jp/outline/books/shosiki4.pdf

http://www.city.fukuoka.med.or.jp/outline/books/shosiki4.pdf


ターゲット分析

大学では担任の先生などの制度がないため

こういった紙も来ることはない...

大学生は視力が下がっていることに

危機感をあまり感じない



ターゲット分析

大学では担任の先生などの制度がないため

こういった紙も来ることはない...

大学生は視力が下がっていることに

危機感をあまり感じない

視力が悪いという危機感を可視化できれば

大学生はメガネを買いに来る



表紙コンセプト



コンセプト

視力の危機を可視化



コンセプト

・ 小中学生の時のような紙をもらったところで
大学生に危機感を持ってもらえるのだろううか

・ 従来と同じ形の視力検査をしたところで
大学生は、視力検査をしてくれるのだろうか

しかし...



コンセプト

・ 小中学生の時のような紙をもらったところで
大学生に危機感を持ってもらえるのだろううか

・ 従来と同じ視力検査をしたところで

大学生は「視力検査」をしてくれるのだろうか

しかし...

当然、そんなはずはありません



コンセプト

・ 小中学生の時のような紙をもらったところで
大学生に危機感を持ってもらえるのだろううか

・ 従来と同じ形の視力検査をしたところで
大学生は、視力検査をしてくれるのだろうか

しかし...

今までの常識を打ち破った

新しい形の「視力検査」を行う必要がある



表紙プロモーション



プロモーション名

JINSを食べよう



プロモーション説明

皆さんが思い浮かべる視力検査は

このランドルト環というものだと思います



プロモーション説明

突然やってって言われても
めんどくさいしやらない…



プロモーション説明

突然やってって言われても
めんどくさいしやらない…

生 地
生クリーム

チョコ
カス

タード イチゴ

バナナ パイン モモ

ミカン マンゴー ブルーベリー

バニラ
アイス

イチゴ
アイス

チョコ
アイス

クレープの具材に
してしまいます



プロモーション説明

生地
生クリーム
チョコ
バナナ
モモ
バニラアイス



プロモーション説明

4G 12:00

Instagram

# JINSクレープ

machima
chi

machimachi

いいね！100件

視力検査したらクレープもらえた笑

パターン①

え、もしかして視力悪い…？

パターン②

最後、アイスだったのか―！

パターン③

みんなでやってみたよ――！



プロモーション説明

JINSを食べよう



プロモーション説明

実施場所

大学生が買い物に行く街ランキング1位2位である

渋谷・池袋の駅付近のイベントスペースで開催

スケジュール

学
生

の
健

康
診

断

4月

夏
休

み
明

け

9月中旬

～
告知

10月初旬

イ
ベ

ン
ト

開
始

1週間

https://gakumado.mynavi.jp/gmd/articles/4988?page=2（買い物するならどこ？）

https://gakumado.mynavi.jp/gmd/articles/4988?page=2


表紙効果展望



効果展望

①JINS×クレープという異色の組み合わせによる話題性

4G 12:00

Instagram

# JINSクレープ

machimachi

machimachi

いいね！100件

視力検査したらクレープもらえた笑

主要SNSでの＃拡散が見込まれます

（例）Twitter・Instagram

＃食べるJINS

＃JINSクレープ

など



効果展望

②「視力検査」から来店までの導線づくり

クレープづくりの時にもらう診断書でメガネの作成が

出来るようにすることで来店へのハードルを下げる



効果展望

③危機感の可視化

友だちと一緒に受けた場合…

のような会話が起こる。

え、もしかして俺ヤバい？ これは簡単だったわ

自分が人よりも見えていないことを自覚し危機感が生まれる



効果展望

第0のメガネ離れを防ぐ取り組み

JINSというブランドに関心・興味を持ってもらう

JINSを好きになってもらうことが出来る



効果展望

リーチ数 （データの関係上、JR線と東急線で計算します）

JR渋谷駅の1日当たりの乗車数

370,669人

うち男性10∼20代が14%

女性10∼20代が15.6％

約109,718人/日

JR池袋駅の1日当たりの乗車数

566,516人

うち男性10∼20代が14.5%

女性10∼20代が13.8％

約160,324人/日

https://www.jeki.co.jp/transit/mediaguide/data/index.html（JR乗客数）

https://www.jeki.co.jp/transit/mediaguide/data/index.html


効果展望

リーチ数 （データの関係上、JR線と東急線で計算します）

東急線渋谷駅の1日当たりの乗車数

1,214,427人（乗降客数）÷2

うち男性10∼20代が13%

女性10∼20代が26.4％

約239,242人/日

＝ 約607,213人

http://www.tokyu-ooh.jp/library/（東急電鉄 乗降客数）

http://www.tokyu-ooh.jp/library/


効果展望

リーチ数 （データの関係上、JR線と東急線で計算します）

約109,718人/日 約160,324人/日 約239,242人/日

約509,284人/日

1週間

一週間で約350,0000人



効果展望

リーチ数 （データの関係上、JR線と東急線で計算します）

約350,0000人/週のうち1%の人に
プロモーションを行ってもらうとして

リーチ数は

最低でも（JR・東急以外の路線は考えていないため）
約35,000人となる

また、この約35000人がSNSで波及することで
リーチ数はさらに上昇すると考えられる



表紙その他



予算

池袋 イベントスペース（WACCA池袋1F） 700,000円/週

渋谷 イベントスペース 1,050,000円/週

視力検査の用紙の印刷 48,010円/100部

48,000円×4台×1.08冷蔵/冷凍庫2箇所×2台ずつ
= 207,360円

チョコソース（10g/1人）
130個×1912円 =248,560円

カスタードソース（10g/1人）
324個×1600円+791円（配送）

= 519,191円

イチゴソース（10g/1人）（9月3日当時） 324個×1300円

=421,200円

https://www.graphic.jp/price/4593

https://shopcounter.jp/space/2453?referrer=search

https://www.nippoh-kiko.co.jp/category/cold_freez/level2_201/

https://item.rakuten.co.jp/mamapan/16010002/

https://www.amazon.co.jp/dp/B006FCUWU0/ref=cm_
sw_r_li_apa_i_vWNBDbNWGCAXW

https://www.amazon.co.jp/dp/B004NCJQMO/ref=cm_sw_r_li_apa_i_D0NBDbHNDQJZE

https://shopcounter.jp/space/378

（9月3日当時）

（9月3日当時）

予算はすべて9月3日当時のものです

https://www.graphic.jp/price/4593
https://shopcounter.jp/space/2453?referrer=search
https://www.nippoh-kiko.co.jp/category/cold_freez/level2_201/
https://item.rakuten.co.jp/mamapan/16010002/
https://www.amazon.co.jp/dp/B006FCUWU0/ref=cm_sw_r_li_apa_i_vWNBDbNWGCAXW
https://www.amazon.co.jp/dp/B006FCUWU0/ref=cm_sw_r_li_apa_i_vWNBDbNWGCAXW
https://www.amazon.co.jp/dp/B004NCJQMO/ref=cm_sw_r_li_apa_i_D0NBDbHNDQJZE
https://shopcounter.jp/space/378


予算

アイスクリーム バニラ
（9月3日当時）

アイスクリーム イチゴ
（9月3日当時）

275個×1696円+756円（配送）

アイスクリーム チョコ
（9月3日当時）

= 467,156円

視力検査の1番下は1つしか、答えられないとすると

1つの味のアイスで約11,000人を賄う（2Lで40人前と計算）

275個×1648円+756円（配送）

275個×1648円+756円（配送）

= 453,956円

= 453,956円

クレープの生地（50枚×6/箱）
108箱×13,608円 =1,469,664円

生クリーム
（1L＝25人前で計算） 1296本×410円 =531,360円

https://www.amazon.co.jp/dp/B00401N26Y/ref=cm_
sw_r_li_apa_i_5gNBDbVP8XY70

https://www.amazon.co.jp/dp/B00401QGCQ/ref=cm_sw_r_li_apa_i_thNBDbKHFX8GS

https://www.amazon.co.jp/dp/B00401QG9O/ref=cm_sw_r_li_apa_i_xkNBDb4KVN367

https://store.tfoods.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=21153

https://foodsfridge.jp/ja/show?product_code=295294000

（9月3日当時）

（9月3日当時）

https://www.amazon.co.jp/dp/B00401N26Y/ref=cm_sw_r_li_apa_i_5gNBDbVP8XY70
https://www.amazon.co.jp/dp/B00401N26Y/ref=cm_sw_r_li_apa_i_5gNBDbVP8XY70
https://www.amazon.co.jp/dp/B00401QGCQ/ref=cm_sw_r_li_apa_i_thNBDbKHFX8GS
https://www.amazon.co.jp/dp/B00401QG9O/ref=cm_sw_r_li_apa_i_xkNBDb4KVN367
https://store.tfoods.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=21153
https://foodsfridge.jp/ja/show?product_code=295294000


予算

フルーツは1人10gを基本とします

マンゴー（500g） 648個×497円 ＝322,056円

ベリーミックス（500g） 648個×540円 ＝349,920円

もも（425g） 762個×178円 ＝135,636円

パイナップル（500g） 648個×422円 ＝273,456円

みかん（480g【固形量】） 675個×416円 ＝280,800円

バナナ（500g） 648個×560円 ＝362,880円

人件費（1h＝1100円）
（8時間勤務×8人×2店舗）

1100円×16人×8h×7日

＝985,600円

https://foodsfridge.jp/ja/show?product_code=295044000&page=1

https://foodsfridge.jp/ja/show?product_code=762002095&page=1

https://foodsfridge.jp/ja/show?product_code=762002093

https://foodsfridge.jp/ja/show?product_code=602659000&per_page=60&page=1&order=popular

https://www.m-mart.co.jp/search/item.php?type=buybuyc&id=yayoianshin3028&num=968

https://foodsfridge.jp/ja/show?product_code=601450000&per_page=60&page=15&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign
=05-shopping&gclid=CjwKCAjwnrjrBRAMEiwAXsCc4x7pdLf8gWK73yrO9S7QVr2RSspCf2y2auROIjp-ePd0UHhEGU6lJxoCyjsQAvD_BwE

https://foodsfridge.jp/ja/show?product_code=295044000&page=1
https://foodsfridge.jp/ja/show?product_code=762002095&page=1
https://foodsfridge.jp/ja/show?product_code=762002093
https://foodsfridge.jp/ja/show?product_code=602659000&per_page=60&page=1&order=popular
https://www.m-mart.co.jp/search/item.php?type=buybuyc&id=yayoianshin3028&num=968
https://foodsfridge.jp/ja/show?product_code=601450000&per_page=60&page=15&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=05-shopping&gclid=CjwKCAjwnrjrBRAMEiwAXsCc4x7pdLf8gWK73yrO9S7QVr2RSspCf2y2auROIjp-ePd0UHhEGU6lJxoCyjsQAvD_BwE


予算

最低でも（

山手線 中吊り広告 1週間 2,170,000円

埼京線 中吊り広告 1週間 525,000円

東急線 中吊り広告 1週間 2,340,000円

https://www.oricom.co.jp/special/ryokin/index.html

https://www.oricom.co.jp/special/ryokin/index.html

https://www.koutsu-navi.com/search/train/ads_intrain/intrain_tokyu.html

https://www.oricom.co.jp/special/ryokin/index.html
https://www.oricom.co.jp/special/ryokin/index.html
https://www.koutsu-navi.com/search/train/ads_intrain/intrain_tokyu.html


予算

合計 14,314,970円

P57 3,193,530円

P58 3,376,092円

P59 2,710,348円

P60 5,035,000円



参考URL

http://www.city.fukuoka.med.or.jp/outline/books/shosiki4.pdf PowerPoint P29.30 視力検査の診断書の文言

https://www.jeki.co.jp/transit/mediaguide/data/index.html PowerPoint ｐ52 JR乗客数

http://www.tokyu-ooh.jp/library/ PowerPoint P53 東急電鉄 乗降客数

https://kyokaika.com/qa.html 2Lの業務用アイスは何人用？（予算出しで使用）

https://gakumado.mynavi.jp/gmd/articles/4988?page=2 PowerPoint P46 買い物するならどこ？

http://www.city.fukuoka.med.or.jp/outline/books/shosiki4.pdf
https://www.jeki.co.jp/transit/mediaguide/data/index.html
http://www.tokyu-ooh.jp/library/
https://kyokaika.com/qa.html
https://gakumado.mynavi.jp/gmd/articles/4988?page=2


Thank you for listening


