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この騒ぎは、説明会のことが明るみに
出ただけでは収まりませんでした。

コーヒー味やイチゴ味など5 種類の風味で発売された
Raging Cow
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DATA：ブログのビジネス活用

［

Raging Cow Blog
http://blog.ragingcow.com/（現在は閉鎖）

］

ドクターペッパー／セブンアップ社の味

すブログがそれぞれ別のドメイン名で作ら

付き乳飲料「Raging Cow」のプロモー

れていて、それぞれ書かれる内容に関連

サービス名：Raging Cow Blog
http://blog.ragingcow.com/
社名：ドクターペッパー／セブンアップ

ションサイト内に設置された、製品の認知

性を持たせて互いにリンクし合うことで、

度を高める目的で設置されたブログ。

全体としてRaging Cowのキャンペーン

ブログを書くのは：スタッフ

となっていた。

投稿数：20エントリー弱／月

ブログの著者は農場にいる名もない「牛」

http://www.dpsu.com/

使用ツール：Movable Type 2.51

で、書かれる内容は牛の毎日や生活につい
ての他愛もないものだが、サイドバーに
Raging Cowの Amazonウィッシュリス
トまで掲載されていたほどの凝りよう。
この キャン ペ ー ン は 、Raging Cow
Blogだけでなく、他の3つのブログと連
携する形になっていた。Raging Cow
Blogに加えて、農場に住む哲学をするハ
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http://www.bloggerheads.com/raging_cow/
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マーケティング会社にとっては「ブロガ

アイオイクス代表取締役。2002年2月に

ー＝影響力の強い 口コミ 情報伝達者」

日本初のSEO情報サイト
「SEO Japan」

ブログは「個人の城」

という認識をしただけのようですが、ブロ

を開設するなど、SEO現場での実戦経験

企業主導の 口コミ には限界？

ガーの個人性やネットワークを軽視すると
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思いも寄らない事態を引き起こしかねな
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日に日に増しているブログのネットワーク

いことは気に留めておく必要があるでしょ
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今後、日本でもブログを利用した製品プ
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を元に活躍。また、SEO だけでなくウェ
ブやインターネットビジネスに詳しく、最
近はウェブマーケティングの一環としてブ
ログビジネスにも深い関心を持っている。
http://www.ioix.com/
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