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2022年2月度 カターレ富山 Twitter分析

公式戦が終了した12月以降、全体的に投稿数が減少。中でも「公式」の投稿数が過去最低を記録。

インプレッション数、エンゲージメント数、いいね数も過去最低となった。一方で「社長」「営業」「スクール」の投稿数は前月から増加。

「営業」は前月に引き続きスポンサー契約締結投稿、「スクール」は新しく就任したコーチの紹介投稿が高いインプレッション数を記録している。

「公式」の2022シーズンユニフォームパートナー決定ツイートが、「インプレッション」「エンゲージメント」２冠を達成。

・「公式」投稿数が少ない中「ラッピングトレイン」「キャンプ情報」「ONETOYAMAプロジェクト」ツイートが高パフォーマンスを獲得した。

・「社長」投稿数が2か月連続で前月比を超えた。清水キャンプでのチームコンディション報告ツイートが「いいね」1位を獲得

・「営業」スポンサー契約締結ツイートを発信しフォロワー数、投稿数、エンゲージメント数など前月より数字がアップ

「経営」が「ONETOYAMAプロジェクト」「ユニフォームスポンサー」の投稿が大きな注目を集め、投稿数も過去最高数字を記録した

「トップチーム」は、キャンプインしたため情報発信の機会が少なく、すべての項目で前月を下回った

「メディア」「興行」も、トップチームがキャンプインし、イベントも少なかったため大幅に投稿数が減少

「スポンサー」スポンサー契約締結ツイートを積極的に発信し、すべての項目で前月を上回る

「スクール」ホームページの更新やスークル告知やネタツイートなどを積極的に発信し、投稿数が前月から大幅アップ

「アカデミー」もっと積極的に情報発信し、まずは投稿数を二桁に乗せる必要がある

「ＨＴ活動」では「ラッピングトレイン」「ポスター掲示活動」の投稿が高パフォーマンスを発揮。すべての項目で前月を上回った

「グッズ」「キャッチコピーフェイスタオル」と「ユニフォーム」の販売促進施策として、工夫を凝らした選手動画コメントが高パフォーマンスを発揮

二冠達成のツイート

アカウント 投稿数 インプレッション数 エンゲージメント数 エンゲージメント率 いいね RT

(フォロワー数/前月比) (前月比) （前月比増減） （前月比増減） （前月比増減） （前月比増減） （前月比増減）

公式 計 170 (-57) 2,664,268 83,667 3.1% 12,718 2,152

(22,885/+353) Ave. 15,672.2 492.2 74.8 12.7

社長 計 156 (+3) 1,543,662 39,507 2.6% 8,581 988

(9,710/+44) Ave. 9,895.3 253.3 55.0 6.3

営業 計 123 (+28) 716,493 20,501 2.9% 6,108 760

(1,618/+64) Ave. 5,825.1 166.7 49.7 6.2

スクール 計 182 (+34) 444,502 15,087 3.4% 3,605 234

(1,062/+12) Ave. 2,442.3 82.9 19.8 1.3

アカデミー 計 6 (+1) 49,715 1,894 3.8% 107 31

(525/+5) Ave. 8,285.8 315.7 17.8 5.2

合計 計 637 (+9) 5,418,640 160,656 3.0% 31,119 4,165

各数値右側の矢印は対前月の増減を示す。

※各数値右側の矢印は対前月の増減を示す。 ※興行：チケット、グルメ、イベント、FAN CLUB

カテゴリー インプレッション数 エンゲージメント数 エンゲージメント率 いいね RT

（構成比）

① 経営 計 113 (15.5%) 1,590,016 (23.5%) 39,734 2.5% 7,601 1,196

#ke　 Ave. 14,071 352 67 11

② トップチーム 計 71 (9.7%) 882,388 (13.1%) 42,874 4.9% 6,589 760

#tt　 Ave. 12,428 604 93 11

③ アカデミー 計 2 (0.3%) 29,163 (0.4%) 1,333 4.6% 80 11

#ac　 Ave. 14,582 667 40 6

④ スクール 計 172 (23.5%) 443,070 (6.6%) 15,223 3.4% 3,382 233

#sc　 Ave. 2,576 89 20 1

⑤ メディア 計 37 (5.1%) 438,870 (6.5%) 8,415 1.9% 1,929 266

#me　 Ave. 11,861 227 52 7

⑥ 興行※ 計 61 (8.3%) 585,619 (8.7%) 13,079 2.2% 3,225 565

#ko　 Ave. 9,600 214 53 9

⑦ グッズ 計 31 (4.2%) 482,014 (7.1%) 12,080 2.5% 2,088 342

#go　 Ave. 15,549 390 67 11

⑧ HT活動 計 92 (12.6%) 822,479 (12.2%) 26,471 3.2% 6,617 1,098

#ht　 Ave. 8,940 288 72 12

⑨ スポンサー情報 計 152 (20.8%) 1,485,253 (22.0%) 43,937 3.0% 10,155 1,615

#sp　 Ave. 9,771 289 67 11

合計 計 731 6,758,872 203,146 3.0% 41,666 6,086

Ave. 9,246 278 57 8

投　稿　数

（構成比）

アカウント別 投稿数



※データ集計の都合上、句読点が抜けている箇所がございます。大変申し訳ございません。 対象期間：2022年2月1日(火)～28日(月)

アカウント ツイート本文 投稿日時 ▼インプ

1 公式

本日、発表しました『2022シーズンユニフォームパートナーの決定』につきまして、 #カターレ富山 を応援する皆様に、

代表取締役社長 #左伴繁雄 が現在の営業活動と今季にかける想いを下記のとおりリリースいたしましたので、お知らせい

たします。

#ke #ONETOYAMA

#県民クラブ https://t.co/jqwzj8lMg2

02-01 18:36 128857

2 公式

／

#カターレ富山 ラッピングトレイン運行開始

＼

#カターレ富山 ラッピングトレインが #富山地方鉄道 の鉄道線で運行されます

歴代のユニフォームデザインと背景には歴代のサポーターが薄らと見えます

2022/2/26(土) より

https://t.co/TxC5WFPnbx

#ht #sp #カターレ富山 #県民クラブ https://t.co/6iIRBx5txC

02-22 18:41 98713

3 社長

J2復帰とその為の経営サイズアップ…どちらも高いハードル。が、勝算のない目標は無謀だが、みんなで乗り越えるツール

は沢山用意する。ただクラファンはしない。ご厚情の満額還元に向けてひたすら足で稼ぐ

心底苦労した人達だけが心の底から嬉し泣き出来るものだから。

#ke #カターレ富山 #県民クラブ https://t.co/9YFPyn53yG

02-13 9:00 96950

4 公式

2/12(土) #北日本新聞

今季ユニフォームの背中に入れた #ONETOYAMA の特集が社会面に写真入りで掲載

取り巻く環境やこのロゴにかけた想い、そして我々の覚悟がしっかりと描かれております

記者の南さんありがとうございました

なお、明日の同紙朝刊には #ONETOYAMA の大型広告が掲載予定

#ke #katalle https://t.co/HMTcquvtOo

02-12  9:30 80626

5 公式

2/13(日) #北日本新聞 の朝刊に #ONETOYAMA の広告を掲載！

我々の覚悟や想いが届くように、皆様からいただいた資金の使途・特典が一目で分かるように、全面広告に拘りました

なお、紙面の関係上、掲載が叶わなかった #左伴社長 のメッセージを添えましたので、是非ご覧ください

#ke #me #katalle https://t.co/iUXiu9nIGD https://t.co/4T5O5upn7v

02-01  9:00 77934

6 公式

ユニフォーム受注ランキング

1/31 先行受注期間中の選手別受注数をランキングで発表

椎名伸志選手 #shiinanobuyuki  がTOPに

現在所属の選手で、カターレの在籍年数が１番長い選手

やはり人気ですね

たくさんの方に応援されているって嬉しいんだろうなー

#カターレ富山

#go https://t.co/H9xVESuhO3 https://t.co/9yutCz31h0

02-02 17:37 67909

7 社長

明日夜から日曜まで清水合宿に合流。土曜はトレーニングマッチ。そこでチームの仕上がり具合を見て。今季はやろうな

2年ぶりにサッカーで清水…懐かしい。土曜の開幕戦はJSTEPから応援してるよ

#ht #tt #カターレ富山 #エスパルス #ホームは勝利で #平岡篠田頼んだよ #J2復帰 #kataller #spulse

https://t.co/xtsJXoXm0F

02-16 17:45 63289

8 公式

#ONETOYAMA project

#J3 史上最も過酷なシーズンを皆様に支えられながら、富山の誇りをエネルギーに替えて戦い抜きます。

皆様にお願いしたいのは目標の1億円

#J2復帰 の為に勝負と経営にお力添えいただけますようよろしくお願い致します。

https://t.co/rBxjVUnUGr

#sp #カターレ富山 #県民クラブ https://t.co/x0yMLCayTT https://t.co/yhXdhpHtt7

02-01 18:40 63285

9 社長

3千人って2019シーズンの数値とほぼ同じなんですが…退会された方、戻ってきていただけませんか…良いクラブになって

きていますから。

#ke #カターレ富山 #県民クラブ #真摯にファンクラブに取り組みます https://t.co/TGvrRzonKw https://t.co/vIfr8cy0SQ

02-22 21:01 63266

10 公式

高知キャンプ情報

午前練習終了しました

午前に撮れたおすすめショットをお届けします

夜には #カターレTV にて動画を公開します

#椎名伸信 選手

#鹿山拓真 選手

#大野耀平 選手

#高橋駿太 選手

#佐々木陽次 選手

#富山コンビ #kataller #tt #県民クラブ #高知キャンプ https://t.co/ebu5sckbLl

02-03 12:29 62793

Twitter分析 インプレッション BEST10



※データ集計の都合上、句読点が抜けている箇所がございます。大変申し訳ございません。 対象期間：2022年2月1日(火)～28日(月)

アカウント ツイート本文 投稿日時 ▼エンゲ

1 公式

本日、発表しました『2022シーズンユニフォームパートナーの決定』につきまして、 #カターレ富山 を応援する皆

様に、代表取締役社長 #左伴繁雄 が現在の営業活動と今季にかける想いを下記のとおりリリースいたしましたの

で、お知らせいたします。

#ke #ONETOYAMA

#県民クラブ https://t.co/jqwzj8lMg2

02-01 18:36 5659

2 公式

／

#カターレ富山 ラッピングトレイン運行開始

＼

#カターレ富山 ラッピングトレインが #富山地方鉄道 の鉄道線で運行されます

歴代のユニフォームデザインと背景には歴代のサポーターが薄らと見えます

2022/2/26(土) より

https://t.co/TxC5WFPnbx

#ht #sp #カターレ富山 #県民クラブ https://t.co/6iIRBx5txC

02-22 18:41 3044

3 公式

静岡キャンプ情報

本日トレーニングマッチを行いましたので報告します

#藤枝MYFC

0-2

（ 1本目：0-2　2本目：0-0 ）

得点者： なし

https://t.co/Za4pzrD2IS

※後ほどHPで写真公開いたします

　更新しましたらお知らせします。

#kataller #tt #静岡キャンプ #県民クラブ https://t.co/zl9uIXJIY5

02-19 13:20 2153

4 公式

カターレ富山トレイン出発時

駅員さんの心温まるアナウンス

ぜひ動画をタップして音声も聞いてみてください

#富山地方鉄道様に最大級の感謝

#sp #ko #カターレ富山 #県民クラブ https://t.co/01LZoKdf5d

02-26 12:10 1947

5 社長

明日夜から日曜まで清水合宿に合流。土曜はトレーニングマッチ。そこでチームの仕上がり具合を見て。今季はや

ろうな

2年ぶりにサッカーで清水…懐かしい。土曜の開幕戦はJSTEPから応援してるよ

#ht #tt #カターレ富山 #エスパルス #ホームは勝利で #平岡篠田頼んだよ #J2復帰 #kataller #spulse

https://t.co/xtsJXoXm0F

02-16 17:45 1840

6 社長

合宿地静岡を離れるにあたり、今シーズンを戦う上で一番大事にしてきたものがこれ。もう見た人もいるかもしれ

ないけど、この時の仲間との絆がなければ折れていたと思う。

今度は富山の番だ。

#ke #カターレ富山 #spulse #J2復帰

2015ｾﾚﾓﾆｰ後の左伴社長挨拶

https://t.co/PG75wyI9Di @YouTube https://t.co/CBpxv5gk5e

02-20 11:44 1802

7 社長
「おい、これで帰れるのか？」と社員に聞いたら「この程度なら」と軽くいなされた。

#ht #カターレ富山 #大雪じゃないそうて #県民クラブ #kataller #長靴のまま仕事 https://t.co/oADV0eaKQh
02-21 17:55 1656

8 公式

高知キャンプ情報

トレーニングマッチを行いましたので報告します

 #福山シティFC

1-0

（ 1本目：0-0　2本目：1-0 ）

得点者： #姫野宥弥 選手

https://t.co/khyc7RCJIC

#kataller #tt #高知キャンプ #県民クラブ

02-12 15:32 1632

9 社長

片岡、イチゴの差し入れありがとう??松田、エスパ営業の時もトップクラスだったがイチゴの出来（以下URL）も

凄いみんな絶賛だったぞ

https://t.co/IvONGiXLN0

あとは #エスパルス …階段は一歩ずつだよ

#ke #カターレ富山 #県民クラブ #引分け上等切り替えましょう #片岡は今でも常務と呼ばれる

https://t.co/y4s7k8X3TG https://t.co/rQD0QqB27j

02-19 19:48 1563

10 公式

2/13(日) #北日本新聞 の朝刊に #ONETOYAMA の広告を掲載！

我々の覚悟や想いが届くように、皆様からいただいた資金の使途・特典が一目で分かるように、全面広告に拘りま

した

なお、紙面の関係上、掲載が叶わなかった #左伴社長 のメッセージを添えましたので、是非ご覧ください

#ke #me #katalle https://t.co/iUXiu9nIGD https://t.co/4T5O5upn7v

02-01  9:00 1547

Twitter分析 エンゲージメント BEST10



※データ集計の都合上、句読点が抜けている箇所がございます。大変申し訳ございません。 対象期間：2022年2月1日(火)～28日(月)

アカウント ツイート本文 投稿日時 ▼いいね

1 社長

明日夜から日曜まで清水合宿に合流。土曜はトレーニングマッチ。そこでチームの仕上がり具合を見て。今季はやろ

うな

2年ぶりにサッカーで清水…懐かしい。土曜の開幕戦はJSTEPから応援してるよ

#ht #tt #カターレ富山 #エスパルス #ホームは勝利で #平岡篠田頼んだよ #J2復帰 #kataller #spulse

https://t.co/xtsJXoXm0F

02-16 17:45 574

2 公式

／

#カターレ富山 ラッピングトレイン運行開始

＼

#カターレ富山 ラッピングトレインが #富山地方鉄道 の鉄道線で運行されます

歴代のユニフォームデザインと背景には歴代のサポーターが薄らと見えます

2022/2/26(土) より

https://t.co/TxC5WFPnbx

#ht #sp #カターレ富山 #県民クラブ https://t.co/6iIRBx5txC

02-22 18:41 341

3 公式

カターレ富山トレイン出発時

駅員さんの心温まるアナウンス

ぜひ動画をタップして音声も聞いてみてください

#富山地方鉄道様に最大級の感謝

#sp #ko #カターレ富山 #県民クラブ https://t.co/01LZoKdf5d

02-26 12:10 303

4 公式

歓迎セレモニーで静岡市清水区の広報キャラクター　#シズラ　と #西部洋平 選手がPK対決

その様子を少しだけお届けします

明日から私（広報）も静岡に行きますので、またSNSで情報発信します??お楽しみに

#kataller #tt #静岡キャンプ #県民クラブ https://t.co/8rDKYFEOXN

02-16 19:49 242

5 公式

／

#カターレ富山 ラッピングトレイン

製作中

＼

職人の皆さん

早朝からお疲れ様です

これまでパソコン上でしかデザインを見ていなかったので、実物の迫力は凄いっっっ

絶対に生で見て乗るべきです

#富山地方鉄道

#ht #sp #カターレ富山 #県民クラブ https://t.co/uExYbP1hXm

02-23 9:02 242

6 社長

J2復帰とその為の経営サイズアップ…どちらも高いハードル。が、勝算のない目標は無謀だが、みんなで乗り越える

ツールは沢山用意する。ただクラファンはしない。ご厚情の満額還元に向けてひたすら足で稼ぐ

心底苦労した人達だけが心の底から嬉し泣き出来るものだから。

#ke #カターレ富山 #県民クラブ https://t.co/9YFPyn53yG

02-13 9:00 242

7 公式

2/12(土) #北日本新聞

今季ユニフォームの背中に入れた #ONETOYAMA の特集が社会面に写真入りで掲載

取り巻く環境やこのロゴにかけた想い、そして我々の覚悟がしっかりと描かれております

記者の南さんありがとうございました

なお、明日の同紙朝刊には #ONETOYAMA の大型広告が掲載予定

#ke #katalle https://t.co/HMTcquvtOo

02-11 31:51 235

8 社長

「社長、開幕迄に胸スポンサーつかなかったら『ここ空いてます』パフォーマンスやりますよ、ゴールの後に^ ^」面

談の時に頼んだら、ニコニコしながら選手達が応じてくれた。感動的に健気だ

これでホントのカターレ全員営業だわ

#ke #カターレ富山 #胸スポンサー #県民クラブ #J2復帰 #kataller https://t.co/XXuHGnnza3

02-01 18:51 231

9 社長
「おい、これで帰れるのか？」と社員に聞いたら「この程度なら」と軽くいなされた。

#ht #カターレ富山 #大雪じゃないそうて #県民クラブ #kataller #長靴のまま仕事 https://t.co/oADV0eaKQh
02-21 17:55 215

10 公式

このたび、2021シーズンで契約満了となっておりました　#松澤彰 選手が、2022シーズンより #東京武蔵野ユナイ

テッドFC へ加入することが決定いたしましたので、お知らせいたします。

詳しくは

https://t.co/TuUiCDn8t9

#kataller #tt #県民クラブ https://t.co/5S0PdktNoZ

02-05 14:00 215

Twitter分析 いいね BEST10


