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[ ICT ] ＧＭＯ ＴＥＣＨ  会員制交流サイト  副業

ツイート LINEで送る

ツイート LINEで送る マイクリップ登録する 記事を利⽤する

  

ＧＭＯ ＴＥＣＨ、ＳＮＳ使い副業⽀援 アパレル店舗向け
(2018/4/20 05:00)

ＧＭＯ ＴＥＣＨはアパレル店舗向けに、会員制交流サイト
（ＳＮＳ）を使った副業を⽀援するサービスを２０⽇に始める。
店員がＳＮＳで商品について情報発信し、閲覧者の購⼊につなが
った場合、売り上げの⼀部を⽀給する。ＳＮＳの投稿⽅法などの
研修も実施する。アパレル市場は縮⼩傾向だが、ＥＣ（電⼦商取
引）市場は拡⼤基調にある。店舗のＥＣ事業強化と店員の柔軟な
働き⽅を推進するサービスとして売り込む。年内１０社への提供
を⽬指す。

ＧＭＯ ＴＥＣＨの新サービスは、ＳＮＳで発信⼒のある⼈材
「インフルエンサー」の育成などを⼿がけるベンチャー企業、リ
グラフィティ（東京都⽬⿊区）と共同で提供する。また商品購⼊
などに応じて広告費⽤を⽀払うパソコンやスマートフォン向けア
フィリエイトサービス「ＧＭＯスマアフィ」を活⽤する。

店舗店員は、短⽂投稿サイト「ツイッター」や写真共有サイト
「インスタグラム」といったＳＮＳで閲覧者の関⼼を集める⽂章
の書き⽅といった研修を受ける。その後、商品のアピールポイン
トや試着画像などをＳＮＳで発信。⾃⾝のＳＮＳを通じてＥＣサ
イトで購⼊された商品の売り上げの⼀部を店員に⽀給する仕組み
だ。

ＳＮＳの投稿画⾯に店舗のＥＣサイトへのリンクや商品広告を
掲載する。これによりＳＮＳの発信が売り上げにつながった際の効果測定を可能とした。

店員は店舗での勤務のほか、空き時間にもスマホで簡単に発信できるため、場所や時間を選ばない柔軟な働
き⽅が実現する。今後はアパレル店のほか飲⾷店への導⼊を⽬指す。

(2018/4/20 05:00)

【PR】募集中︕『2018年超モノづくり部品⼤賞』（締切:6/29）

【PR】[新刊]トコトンやさしい⾃動運転の本

【PR】応募受付中︕「優秀省エネ機器・システム表彰」（締切︓6/29迄）
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【コネクテッド インダストリーズ
vol.2】⾃動運転で⼈、クルマ、社会
の関係はどう変わる︖

【絶賛発売中】よくわかる 中⼩企業
のためのIoT導⼊ノウハウ『⼯場管理
2018年4⽉臨時増刊号』

【コネクテッド インダストリーズ
vol.4】ヘルスケア・バイオ産業への
インパクト

この記事を⾒た⼈はこんな記事も⾒ています

京⼤、⼤腸がんの発症阻害解明 たんぱく質の働き抑制(18/04/20)

ジーテクト、⾞体の軽量化対応 ⽇・欧で体制整備(18/04/20)

ＣＮＦサプライヤー最新事情（３）疎⽔変性で補強材に(18/04/20)

スマートファクトリーJapan 2018 特集 → 特集トップページ

ICTのニュース⼀覧

【電⼦版】松岡功の「ＩｏＴ＆ＡＩ最前線」（２８）／ブランディングするか︖ オラクルのＡＩ戦略(18/04/20)

ＧＭＯ ＴＥＣＨ、ＳＮＳ使い副業⽀援 アパレル店舗向け(18/04/20)

テュフラインランド、ＥＵ⼀般データ保護規制 対応⽀援コンサル(18/04/20)

伊能忠敬の偉業をＶＲ解説 没後200年記念 凸版など(18/04/20)

共同印刷、守⾕の新棟完成 ６⽉から軟包装材⽣産(18/04/20)

22年のウエアラブル世界出荷、65％増の2.1億台 腕時計型けん引 ＩＤＣ予測(18/04/20)

ＮＴＴレゾナント、ＡＩでゆるキャラ対話 企業・⾃治体に提供(18/04/20)

ＩＩＪグローバル、⽣産設備を遠隔管理 来⽉、新サービス(18/04/20)

静脈で⼊退室管理 富⼠通フロンテックが装置(18/04/20)

どんなＡＩ機能欲しい︖ 55％が「スマホ写真きれいに」 ジャストシステム調べ(18/04/20)

ソフトバンクなど、20年にＰＨＳ終了 テレメタリングプラン除き(18/04/20)

キヤノンＩＴソリュ、アプリ⾃動⽣成ツール ウシオ電機に提供(18/04/20)
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ソーシャルメディア

   
→ソーシャルメ

かわら版（メルマガ）

⽇刊⼯業新聞社トピックス

『⼯場管理5⽉号』⼈
代で勝つ︕究極の⼈
（20⽇発売）

【出展募集】SAMPE
端材料技術展2018
切）

4/27(⾦)開催 スタン
イノベーションでつ
の新製品

スマートファクトリ
Japan2018来場・セ
登録開始︕

『型技術5⽉号』実践
ト⾦型のトラブル対
（16⽇発売）

セミナースケジュール

機器設計に必要な熱・流体を現象
う⼀度学ぶ機器設計者のための熱
学⼊⾨

「設計・製造・営業」丸ごと⼀気
⾰の進め⽅

事例から学ぶM&A戦略の⽴案と実
合編）

イベントスケジュール

に1台で対応「電気安全規格試験マルチアナライザー 旗艦モデル」開発者に聞く【菊⽔電⼦⼯業／PR】

トヨタ、２年連続⾸位第１１回企業⼒ランキング

第13回企業⼒ランキング／トヨタ、４年連続⾸位 ⾞３社「存在感」⽰す第13回企業⼒ランキング／トヨタ、４年連続⾸
位 ⾞３社「存在感」⽰す

トヨタ、ＦＣＶの納期⼤幅短縮「ミライ」すぐそこにトヨタ、ＦＣＶの納期⼤幅短縮「ミライ」すぐそこに
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街⾓相談所 -法律-[提供リンク]

Amazing-life×エポラ[提供リンク]

セゾン⾃動⾞⽕災保険株式会社[提供リンク]

半信半疑で「えんきん」を試した結果…《28⽇間》

借⾦2社以上の借り⼊れは返済不要︖これを知らないと損してます︕

NHKあさイチでも話題︕体のゴミ捨て︖カラダをスッキリしたい⼈にオススメの⾷材がこちら

20等級に嬉しい︕⾃動⾞保険の仕組みの話
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実践︕電⼦部品の信頼性評価・
解析ガイドブック Ｐａｒｔ３
信頼性の要『故障メカニズム』
を理解して問題解決

シリーズＩＴソリューション企
業総覧 スマート社会を実現する
ＩｏＴ／ＡＩ（⼈⼯知能）／ロ
ボットがサクッとわかる本

中国・四国地⽅を⽀えるモノづ
くり企業６４社

宇宙ビジネス第三の波  Ｎｅｗ
Ｓｐａｃｅを読み解く

イラストでよくわかる︕⼤⼯道
具⼊⾨ 匠の技から学ぶ上⼿な使
い⽅

わかりやすい⾼周波測定技術

「スマートファクトリー
Japan 2018」の⾒どころ
や関連ニュースを更新中

⽇刊⼯業新聞社採⽤情報︓
【新卒（19年卒）＋会社
説明会】＆【中途採⽤】

【⽇刊⼯業新聞 電⼦版】
がお得に読める春のキャン
ペーン（4/2-5/31）

【全9回 連載】なぜ今「知
財戦略」が必要か

【応募受付】“超”モノづく
り部品⼤賞－部品や部材に
フォーカス（締切︓
6/29）

【菊⽔電⼦⼯業】電気安全
規格試験マルチアナライザ
ー旗艦モデル 開発者に聞
く

国内外の⼯業団地情報をワ
ンストップ検索︕⼯業団地
のポータルサイトオープン

【⽇刊⼯業新聞 電⼦版】
お申込は⽉単位、お得なの
は⽉初です︕

おすすめコンテンツ

PR

5⽉10⽇(⽊)〜5⽉11⽇(⾦)

5⽉30⽇(⽔)〜6⽉1⽇(⾦)

5⽉30⽇(⽔)〜6⽉1⽇(⾦)

試作市場＆微細･精密加⼯技術展2

スマートファクトリーJapan201

バイオマスエキスポ2018

PR

【⽇刊⼯業新聞 電
込は⽉単位、お得な
です︕

【出展募集】サービ
トの専⾨展「Japa
Week 2018」（10
京）

おすすめの本・雑誌・DVD

実践︕電⼦部品の信頼性
析ガイドブック Ｐａｒ
信頼性の要『故障メカニ
理解して問題解決
今井 康雄  
定価（税込） 3,888円  

シリーズＩＴソリューシ
総覧  
スマート社会を実現する
ＡＩ（⼈⼯知能）／ロボ
クッとわかる本 
神崎 洋治  
定価（税込） 2,160円  

中国・四国地⽅を⽀える
り企業６４社 
⼀般社団法⼈中国地域ニュ
議会  
定価（税込） 2,160円  

「5G」時代へ。1か
の通信ネットワーク

⽇本には数多くの放
が…「森林環境税」
歩

⽇本の新しい産業⾰
テッドインダストリ
何︖

企業リリース Powered by PR TIMES
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秋葉原⾼架下に「アニメイトカフェ
張店」オープン︕

2018/04/20

MOUSSY（マウジー）スペシャルコ
ョン「Disney SERIES CREATED 
MOUSSY」デビュー︕

2018/04/20

"合格率92％"のワインスクール講師
説。1000問解いて⼀発合格︕新試
⽅式」にも対応した予想問題集。

専⾨誌・海外ニュースヘッドライン

専⾨誌

【鉄鋼新聞】新⽇鉄住⾦、全製鉄所で
全⾒守りシステム展開

【鉄鋼新聞】共英製鋼、５⽉の鉄筋棒
え置き

【鉄鋼新聞】神⼾製鋼とファナック、
接合のロボットシステムで試作モデル

海外ニュース

【通商弘報】中国、⾃動⾞の外資出資
を撤廃

【通商弘報】⽶国、3⽉の⼩売売上⾼
0.6％増と4カ⽉ぶりの増加

【通商弘報】イラン、輸⼊⼤幅増を⾃
が牽引

総合ガイド 新規会員登録／ログイン

利⽤規約 登録情報の確認・変更

プライバシーポリシー よくある質問

特定個⼈情報に関する基本⽅針 電⼦版広告掲載ガイド

ソーシャルメディアポリシー 電⼦版広告掲載アーカイブ

特定商取引に基づく表記 著作権

免責事項 電⼦版に関するお問い合わせ

⽇刊⼯業新聞電⼦版について ⽇刊⼯業新聞社について

⽇刊⼯業新聞社コーポレートサイト

会社概要

Corporate Profile (English)

企業理念

事業紹介

次世代育成事業⾏動計画

⼥性活躍推進法⾏動計画

知りたい 発信したい

ネットワークに 
参加したい ⼈材を育てたい

経営アドバイス・ 
外部評価を受けたい

調査・分析 
をしてほしい

⽇刊⼯業新聞社の使い⽅ガイド

イベント・展⽰会 セミナー・教材 モノづくり⽇本会議 ⽇刊⼯業産業研究所 産業⼈クラブ

記事・写真利⽤サービス 縮刷版CD-ROM＆DVD メールマガジン「かわら版」 顕彰事業 広告掲載ガイド

⽇刊⼯業新聞社関連サイト・サービス
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