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pressarmy™は、
Potentiate Japanが販売代行している

ソーシャルメディアモニタリング・ソフトウェアです。
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日本におけるソーシャルメディアのユーザー数は増加し続けています。

Pressarmy™

ブログ、Twitter、Facebook、生活の中にさまざまに溶け込んできたソーシャルメディア。
今や私たちがその存在を無視できないほどに成長しました。
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影響力の高いこのメディアに対して、あなたは何をすべきですか？
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日本でもすっかり定着したブログサービスは、 ソー
シャルメディアの旧代表格。
アメブロを筆頭とする上
位4サービスで、約8割を獲得するほどに上位による
シェアの肥大化が進んでいます。

2006年に登場後、着々とユーザー数を伸ばし続け
たTwitterは、昨年初頭に日本でブレイク。今や誰も
が知っているメディアに急成長し、
「mixi」
と肩を並

総ユーザー数7億人（2011.6.30現在）を超えた世界
最大のソーシャルメディアです。日本でも成長を続
け、ユーザー数は385万人に達しており、今後最も
注目されるメディアです。

圧倒的な投稿数を誇るだけでなく、 検索にもヒット
しやすいため、他のサービスが登場した現在でも大
きな影響力があります。

企業やブランドも多く参入しているのに加え、震災
後確実なコミュニケーション手段及び情報収集手段
として、爆発的にユーザーが増加した。

先日日本でも公開された映画「ソーシャル・ネットワ
ーク」のヒットともに、今後ますますユーザー数が増
えていくことが予想されます。
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※1 アメブロ、Yahoo!ブログを始めとし、
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ソーシャルメディアには、
あなたを助けるさまざまな機能があり
ます。
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日本語に特化したサービス

プレスアーミーは、
ツイッター、
Facebookをはじめ
として、
日本の主要
なブログ、
さらには
YoutubeやFlickrにま
で対応しています。

ラベリングによる分析機能

インフルエンサーを特定可能
日本語に特化して作
られたエンジンと柔
軟な設定機能で、さ
まざまに変化する日
本語に的確に対応で
きます。

多彩なアナライズ機能

プレスアーミーの分
析能力を使って、ソ
ーシャルメディア内
で影響力の高いイン
フルエンサーを発見
することが可能です。

専門家による詳細なレポート（※オプション）

自由に設定できるラ
ベリングを使って、
収 集した 投 稿 を 分
類／分析することが
できます。

投稿数の推移、感情
の比較分析といった
分析だけでなく、投稿
地域、年齢や性別と
いったユーザーのプ
ロファイルまで分析
することができます。

収集されたデータを、
プロフェッショナルのアナリス
トが分析し、あなたのために詳細なレポートを作成
します。
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