
デジタルマーケティングをメインドメインとする  

株式会社ネスタが提供するサービス一覧になります。  

マーケティング施策の立案から、コンテンツ作成、  

分析改善までオールインワンのソリューションを提供します。  

Service List 

サービスリスト 



動画 
コンテンツ作成 

2021.08.01～ 
Service List 

　オウンドメディア（自社メディア）運用サポート 　　　　 

　SNS運用サポート　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

　WEB広告　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　   

　マーケティングオートメーション運用サポート    　　　　 

　サイト作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　   

17,000名以上のママが参加する「ママプラスデータベース」を 

活用したサービスをご提供しています。 

コンテンツ制作、市場調査など“日本一、ユーザーに一番近い 

マーケティング企業”として御社をサポートいたします。 

記事 
コンテンツ作成 

インフルエンサー 
マーケティング 

ママ特化 
マーケティング調査 

ママプラス 
媒体活用 

公式LINE運用 
サポート 



About 
MamaPlus 



消費の中心にいる"ママ"とのコミュニケーションを中心として、  

コンテンツ制作・デジタルマーケティングのご支援を致します。  

 

座談会の開催、商品レビュー、インタビューなど直接ターゲットとする"ママ"に  

コンタクトし、意見や感想を引き出しマーケティングに活かせるサービスです。  

▼参加人数：約17,000人（2021年10月時点）  

▼媒体：LINE、Twitter、Instagram、Facebook、自社DB  

日本最大級の 
オンラインママコミュニティ「ママプラス」 

About MamaPlus  



～ 全国各地にお住まいの様々なママさんのデータを活用可能 ～ 

・年齢 
1位：35～39歳　2位：30～34歳　3位：40～44歳  
 
・都道府県 
1位：東京　2位：神奈川　3位：埼玉　4位：千葉  
5位：兵庫・大阪　6位：宮城・北海道  
 
・世帯年収 
1位：601～800万　2位：401～600万  
3位：1000万～ 

日本最大級の 
オンラインママコミュニティ「ママプラス」 

About MamaPlus 



 
東高円寺店 

 
杉並区の子育て世代が 

集まるエリアに出店 
 

東京都心からの 
アクセスも良好な立地 

 
2019年12月15日OPEN 

 
品川店 

 
品川区の子育て世代が 

集まるエリアに出店 
 

東京都心や神奈川県からの 
アクセスも良好な立地 

 
2021年6月26日OPEN 

住所：東京都杉並区和田3-41-14  住所：東京都品川区北品川1-21-9 

About MamaPlus Cafe 

子育て中のママ・パパが、お子さまと一緒に、  

自由に過ごせる「親子カフェ」という側面を持ちながら、  

 

消費の中心である“ママ”をターゲットとした商品・サービスを展開

している企業のマーケティング施策を“リアル”で行えるマーケティ

ングプレイスとなっています。  

日本一、“ユーザー”に近い 
マーケティングプレイス「ママプラスカフェ」 



Main
Services



動画 
コンテンツ作成 
 

制作実績カテゴリー

・レシピ動画コンテンツ

・商品紹介動画コンテンツ

・使い方解説コンテンツ

・SNSアップ用動画コンテンツ

・広告素材用動画

コンテンツ企画会議から卒業 

スキルに応じて選べるクオリティー 

動画制作ニーズに合わせたデータベースを保有 

質にこだわった動画も拡散用の量を重視した動画も 

image

撮影スタジオとしてカフェを利用可能 

撮影環境が整ったスタジオを用意 

"どんな情報が欲しいか"をターゲットに直接ヒアリング 

多彩な職業経験を持ったママが登録しています。 
 



記事 
コンテンツ作成

制作実績カテゴリー

・レシピ記事コンテンツ

・保険商材コンテンツ

・オンラインBIツールコンテンツ

・税務関連記事コンテンツ

・経済関連記事コンテンツ

SEO対策は重要。だけど手が回らない！
企画会議から記事制作、分析、改善まで一元管理

共感されるコンテンツ案が思いつかない！

ターゲットであるママから実際のトレンドをヒアリング

専門分野を持ったママライターを選べる

多様なバックグランドを持ったママライターが在籍



公式LINE運用 
サポート

LINE運用実績カテゴリー

・大型商業施設　公式LINEアカウント

・医療商品　ポータルサイトLINEアカウント

・媒体データベース　LINEアカウント

自社LINEで顧客囲い込みをしたいが、ノウハウが無い！
LINE運用の企画、初期設定からフルサポート！

自社LINE運用に割ける人員がいない！
コンテンツ制作、配信、分析をサポート。負担が少ない。

自社LINEへの登録者が増えない
ママプラスカフェを活用して、友だち登録を加速！



インフルエンサー 
マーケティング

“ママ”に人気のあるインフルエンサーに依頼したい！

50名を超える"ママインフルエンサー"を採用可能

“フォロワー数”よりも“投稿本数”を増やしたい！

商品提供のみでOKのインフルエンサーも多数登録

予算を抑えて投稿を依頼したい！

報酬金額を提示して募集するのでフォロワー課金よりも低単価



ママ特化型 
マーケティング調査 

制作カテゴリー

・アンケート調査

・座談会開催

・サンプリング調査

・カスタマージャーニー作成

・市場分析調査

・ホームユーステスト

顧客調査をしたい！が、ノウハウがない
ターゲットをママに絞ったマーケティングノウハウが豊富！

初めての試みなので、コストがかけられない。
調査会社では無いので顧客調査は格安でご提供！

使用感や感想を聞きたいが自社データベースを持っていない
独自データベースから商品の利用者を集めヒアリングが可能！

座談会を開くにはコストがかかりすぎる
ママプラスカフェを利用することでコストを圧縮！



ママプラスカフェ 
リアルマーケティング媒体活用

実施カテゴリー

・ポップアップストア企画

・コラボレーションメニュー（飲食）展開

・商品体験会イベント・セミナー

・座談会（フォーカスグループ）

・商品サンプリング提供

ブランド・商品の拡散施策をしたいが場所がない
ママに特化したカフェなのでターゲットがぶれない

商品サンプリングやヒアリングをしたいがノウハウが無い
マーケティングの専門家が企画、運営をサポート

自社データベースに登録者数が増えない
ママプラスカフェで登録促進をおこなえます

※全ての施策において、アンケート・ユーザーレビューを回収。 
　コンテンツ制作に活用できます。 



Sub
Services



アカウント運用全体の企画からコンテンツの作成・投稿・分析までワンストップ
で支援。ユーザーとの“コミュニケーション”が、SNSマーケティングのキーワー
ド。 
 
共感型のSNSマーケティングで、ユーザーとのコミュニケーションを加速させ、
商品の認知向上・販売促進に繋げていきます。 

企画 
　・KGI・KPI設計 

　・運用レギュレーション考案 

　・アカウントレギュレーション考案 

　・ターゲットユーザー選定 

　・配信コンテンツ企画 

　・キャンペーン企画 

実行 
　・投稿スケジュール作成 

　・投稿作成 

　・投稿作業 

　・アカウントパトロール  

　・フォロワー獲得施策 

　・キャンペーン運用 

分析 
　・月次数値まとめ 

　・月次運用分析 

　・定期報告会開催 

＜ 作業内容・運用フロー ＞  

SNS 
マーケティング 



分析 
　 

①月次レポート作成 

②定期報告会開催 

更新 
　 

①画像差し替え・テキスト差し替え 

②コンテンツ更新 

WEBサイトは作ってリリースして終わりではありません。 
ターゲットとなるユーザーに訪れてもらうためには、コンテンツを更新し続け、定期的に数値の確認・分析を行い、改善点を見つけ展開して行く必要があります。 

WEBサイト 
運営サポート 



 
　取り扱い媒体 
 

 

WEB広告 
運用サポート 
短期間で多くのユーザーに、商品・サービスを認知してもらうための手段と

しては、WEB広告（インターネット広告）があります。 

 

WEB広告（インターネット広告）は、マス広告と比べ、的確なターゲティング・

低料金での運用・具体的な数値での広告効果の測定が可能で、運用中の

データを分析し、ターゲット属性を変更することが可能です。 

 

短期間での広告効果が高く効率的な広告運用ができます。 

 

・リスティング広告 

・アドネットワーク 

・DSP 

・純広告・バナー広告 

・SNS広告 

・メール広告

・動画広告 

・リターゲティング広告 

・アフィリエイト広告 

・ネイティブアド 

・記事広告 

・リワード広告



コロナ禍によって営業スタイルが変化。 

 

顧客は、「商品・サービス情報の収集」・「業者の絞り込み」が、問い合わせ

をする前にお客様の中で行われ、WEB上での取捨選択、意思決定が進ん

でいます。 

 

サイト上での「新規顧客獲得」・「見込み顧客来訪」・「ホットリード獲得」な

どデジタルマーケティング領域を強化。 

 

営業できない今「マーケティングオートメーション」で 

ピンチをチャンスに。 

行動分析 
（スコアリング）  

顧客データを管理 
（データベース構築）  

顧客データを収集 
（フォーム作成）  

メールマガジン配信  
（セグメント配信可能）  

マーケティング 
オートメーション支援 



 
　企画 
 

　　・KGI・KPI設計 

　　・運用企画考案 

　　・サイト構成考案 

　　・サイト内コンテンツ考案 

　　・SEO対策キーワード選定 

 
　制作 
 

　　・制作進行・ディレクション 

　　・デザイン 

　　・コーディング 

　　・サーバー・ドメイン設定 

　　・CMS実装・カスタマイズ 

情報収集の主流がインターネット上で行われている現代社会において、企
業が情報発信を行っていく上でWEBサイトは必須となっています。 
 
運用いくことを前提とした企画を考案し、ユーザーファーストなデザインのサ
イトを制作していきます。 

＜ 作業内容 ＞ 

WEB 
サイト制作 



About naste 
free advice 



◆事業内容 

・オンラインコミュニティ「ママプラス」運営 

・マーケティングプレイス「ママプラスカフェ」運営 

・デジタルマーケティング施策企画・運営 

・SNSアカウント運用支援 

・ママ特化型コンテンツ制作支援 

・ママ特化型マーケティング調査サポート 

会社名　｜　株式会社ネスタ 

代表者　｜　代表取締役社長　岡田壮史 

資本金　｜　3,280,000円 

所在地　｜　〒162-0851　東京都新宿区早稲田鶴巻町518　早稲田玉井ビル 3F 

電話　　｜　03-6265-9871 

設立　　｜　2013年11月1日 

社員数　｜　15名　（2021年10月時点　アルバイト含む） 

◆主な取引企業（敬称略） 

・伊藤忠商事株式会社 

・株式会社船井総合研究所 

・株式会社吉徳 

・株式会社ちぼり 

・株式会社JTBコミュニケーションデザイン 

・一般社団法人盲導犬総合支援センター 

会社概要 



デジタルマーケティング全体、企業プロモーションに関して無料相談会を開いております。  

お気軽にお問い合わせください。  

無料相談受付中 

メールでのお問い合わせ  電話でのお問い合わせ  

03-5050-2556 

平日 10:00～19:00  

t_shogaki@naste.co.jp 

会社名・氏名・メールアドレス・電話番号をご記入の上、お問い
合わせください 

https://naste.co.jp 

当社サイトでも資料請求・お問い合わせができます。 

mailto:t_shogaki@naste.co.jp
https://naste.co.jp

