
これからはじめるWebプロモーションセミナー

第1回 なぜWebプロモーションが必要なのか
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講師プロフィール
株式会社grooo コンテンツマーケティング部⻑

中原 祐樹（Yuuki Nakahara）

1977年、東京都出⾝。新聞社、雑誌出版社の記者、編集者を経て、フリー
ランスに。その後、⼤⼿電機メーカー、通信会社に設置された編集部での
Web編集を経て、現職に⾄る。

株式会社groooでは、クライアントのWebメディアの運営から、記事製作ま
でを請け負うコンテンツマーケティング部を率いる。加えて、各企業様への
ライティング講座、ライター向けの無料の講座「Webライティングセミ
ナー」などの講師を務める。



プロモーション

１助⻑。推進。奨励
2 販売促進のための宣伝資料。

出典 ⼩学館 デジタル⼤辞泉

プロモーションとはマーケティングの4Pの⼀つで、消費者の購買意欲を喚
起するための活動のことをいう。主な⼿段として⼈的販売、広告、パブリ
シティ、セールス・プロモーションなどがある。

出典 (株)トライベック・ブランド戦略研究所



第1部

これからの消費者の⾏動と嗜好。ミレニアル世代、Z世代について
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第1部 これからの消費者の⾏動と嗜好。ミレニアル世代、Z世代について

出典 株式会社電通「2019年 ⽇本の広告費」より

インターネット広告費が6年連続２桁成⻑、テレビメディアを上回る

マスコミ4媒体由来のデジタル広告費

2019年の「マスコミ4媒体由来のデジタル広告費」は715億円、前年
⽐122.9％と2桁成⻑しており、特に雑誌、テレビメディア関連動画
のデジタル広告が伸⻑。

データマーケティング時代の中で、広告は従来のようにメディア単位で考えるのではなく、あくまでも
ターゲットを中⼼に据えた上で、いかに精緻にアプローチしていくかが重要。ターゲットの好みや属性
なども細やかに捉えた、横断的な広告のあり⽅がスタンダードになる。
＊アメリカGoogleは、2022年以内に同社ブラウザ内で「ターゲティング広告」のためのクッキー利⽤を段階的に規制すると発表
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第1部 これからの消費者の⾏動と嗜好。ミレニアル世代、Z世代について

トリプルメディアはもう古い？時代は「PESO」クアドラプルメディアに
・オウンドメディア
「お⾦を払う」という意味で、お⾦で買うことができる広告。マス広告（テレビ・ラジオ・新聞・
雑誌）やインターネット広告（リスティング広告、バナー広告など）など不特定多数のユーザー
にアプローチできる。

・ペイドメディア
Webサイトやブログ、パンフレットなど⾃社の情報発信ができ、⾃分たちでコントロールができる
メディアが含まれる。

・アーンドメディア
「アーンド」は「得る、受ける（earnd）」という意味からここではユーザーからの信頼・評判
を“受ける”という意味。FacebookやTwitter、InstagramなどのSNSなどを指す。

新しい基軸
・シェアードメディア
FacebookやTwitter、Instagram、LinkedInなどのSNSのほか、YoutubeやVineなどの動画共有
メディアなどが当てはまる。
＊こうしたメディアはユーザー（消費者）が主体となって活⽤されているため、企業が完全に
コントロールすることは難しい。
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第1部 これからの消費者の⾏動と嗜好。ミレニアル世代、Z世代について

消費者の商品購⼊までのプロセスは時代（テクノロジーの進化）で変化する

マス広告が主だった頃

インターネットの登場による変化

体験したことを共有する時代

SNSの発達による変化

*消費者⾏動モデルの詳しい説明は第4回で

・AIDA
・AIDMA

・VISAS
・SIPS
・ULSSAS

・AISAS
・AISCEAS
・ZMOT

・DECAX
・DualAISAS

＜時代とともに変化する消費者⾏動モデル＞

おもにテレビ・ラジオ・新聞・雑誌といったマスメディア広告
を使った時の消費者の商品購⼊までの⼼理的プロセス

消費者はインターネット上で必要な情報を⾃分で検索できるよ
うになったことから、商品の購⼊前に「インターネットで調べ
る」というプロセスが新たに加わっている

⾃分と同じ価値観を持った⼈たちと気軽に交流できるソーシャ
ルメディアの誕⽣で、消費者は売り⼿以外の存在からでも商品
を知ることができるようになった

情報、広告に出会うシーンが増えたことで、単純な広告ではな
く、「消費者が求めている情報」「消費者が共感してくれる内
容」であることが重要になる
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過去とは⼤きく異る、これから消費の中⼼を担う世代の価値観と嗜好性
ミレニアル世代（1989年〜95年）、Z世代（1996年〜）＊区分けは諸説あり

＜注意点＞
世代分けは欧⽶が中⼼のため思想形成に⼤きな影響を及ぼした
出来事が異なる欧⽶と⽇本では若⼲の違い有り。
例）欧⽶ サブプライムローン ⽇本 失われた10年
⽇本 3.11                                                             など



個⼈の価値観が多様化している現在、インターネットを活⽤した
プロモーションの真の効果は「幅広く」ではなく「より深く」にあり
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第1部 これからの消費者の⾏動と嗜好。ミレニアル世代、Z世代について

1⼈について
より掘り下げて
アプローチできる

価値観の多様化、パーソナライズ化が進む中、個⼈をより
クローズアップした情報発信が求められる

⽇本中、世界中
幅広く発信できる
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第1部 これからの消費者の⾏動と嗜好。ミレニアル世代、Z世代について

第1部のまとめ

インターネットを活⽤した施策のメリットの⼀つであるが広くは、
⽇本中、世界中という横の側⾯から、⽼若男⼥の縦という考え⽅に変わりつつある

インターネットを活⽤した各種サービスが⽣活と密着に結びつくようになった現在、
情報発信先のメリットが⼤きくなっている

インターネットサービスの強みは「データ収集」「データ分析」にある。
⻑年の経験など“勘”に頼らず、定量データをもとに客観的事実に即したプロモーションが
可能となる



第2部

プロモーションと広告について（新旧媒体、アプローチ法の違いについて）
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第2部 プロモーションと広告について（新旧媒体、アプローチ法の違いについて）

どちらが良いではなく、ターゲットとシーンで使い分ける
プッシュ型とプル型広告

プッシュ型

プル型

メリット ：不特定多数のターゲットへアプローチ。認知度アップやブランディング化に有効

デメリット：興味がない情報も届くため「押し売り」感が強い。運⽤コストが⾼い

メリット ：不特定多数からはじまるが、蓄積された情報の分析により徐々にターゲットや
より良いアプローチ法が明確化される。運⽤コストが安い

デメリット：⾒込み客から信頼構築するため関係構築に時間がかかる
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第2部 プロモーションと広告について（新旧媒体、アプローチ法の違いについて）

主要なWebプロモーションは3種。「Web広告」「SEO対策」「SNS」

Web広告

SNSSEO対策

Web広告

メリット 即効性が有り。確実性⾼い
デメリット コストが⾼い。基本、期間限定

Web広告

メリット 広告より低コスト、資産になる
デメリット 即効性がなく、時間がかかる

SNS

メリット 無料で開始。確度の⾼い
ユーザーへアプローチできる

デメリット 距離を縮める→炎上リスク有

基本的にどれかだけ、ではなく、いずれの⽅法も活⽤すべきだが、どのターゲット層にアプローチを
仕掛けたいのか、それに伴って現在どれくらいの費⽤を使うことが出来るのかを考えて⾃社にとって
最も効果的な⼿法は何なのか、慎重に選んでいく必要がある。
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第2部 プロモーションと広告について（新旧媒体、アプローチ法の違いについて）

1 Web広告 得意とする領域ごとに7つに分類できるWeb広告

*Web広告の説明は第2回でもお伝えします

ネット広告の種類

・バナー広告(純広告）特定のメディアの広告枠を買い取って掲載する広告

・メール広告 メールマガジンの中に掲出する広告、号外メールそのもの

・動画広告 視聴型広告で、主にYouTube、Facebookなどが媒体となる

・ネイティブ広告 いわゆる記事広告で広告に⾒えないコンテンツ形式

・アフィリエイト広告 アフィリエイトサイトに出稿する広告

・リスティング広告 GoogleやYahoo!などの検索エンジンの広告
（テキスト広告）

・ソーシャルメディア広告 Facebook、Twitter、Instagramなどの広告

・ RSS広告 RSSフィードに表⽰される広告

・ DSP広告 複数のアドネットワークに対して⼀元的に配信できる
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第2部 プロモーションと広告について（新旧媒体、アプローチ法の違いについて）

2 SEO対策 ⾃社内での改善の余地が⼤きく、原則、地域や企業規模を問わない

検索エンジン(Google、Yahoo！など)の検索結果の中で、広告
枠を除き、なずべく上位（若いページ、上位表⽰）に表⽰させ
ることで、そこからの流⼊(⾃然流⼊)する可能性を⾼めて、発
信したい情報（コンテンツ）への着地を増やすための施策が
SEO対策。

対策⽅法としては、検索から流⼊した（する）ユーザーがどの
ような⽬的で検索をしているのか、どのような情報を知りた
がっているのかを正確に読み取り、

・ユーザーのニーズを満たすコンテンツ
・⽬的ページへ遷移しやすい、かつ⾒やすいコンテンツの配置

などを意識しながら緻密に設計すること

検索順位を⼀つ上に
表⽰出来るだけで売
り上げが倍になると
いうこともある

落札制などではないため、⼯夫次第では最⼩コストで最⼤のメリットを享受できる！
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第2部 プロモーションと広告について（新旧媒体、アプローチ法の違いについて）

3 SNS 重要なのは「共感」と「体験」。コアな共感者が情報を拡散してくれる

世代ごとの利⽤ツールは異なるが、ほとんどの世代がSNSを利⽤している

ファンを作るためには、ターゲットを細やかに分析（ペルソナ）する必要がある。これにより⼤多数
うの⼈間を取りこぼしていたが、SNSがターゲットに近いコミュニティに向けて拡散してくれる

「体験（商品購⼊など）」したコアファンが「共感」を求める

「共感」したファンはさらなる共感を求め、情報を拡散してくれる
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第2部 プロモーションと広告について（新旧媒体、アプローチ法の違いについて）

第2部のまとめ

インターネットの普及、発達は価値観の多様化を⽣んだ。
24時間365⽇、サービスが展開できる現在で、本来の意味の“マス”メディアはなくなりつつある

データ収集量、正確性が担保され、それらの情報を企業規模（さらには個⼈まで）を問わずに
利⽤できるようになった今、「ターゲットの導線推測」と「パーソナライズ化」がより、
求められるようになった



第3部

地⽅の中⼩事例
神奈川県・横浜市 おかざき⻭科クリニック（コンテンツマーケティング）
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第3部 地⽅の中⼩事例 横浜・おかざき⻭科クリニック（コンテンツマーケティング）

（おさらい）潜在顧客との接点になり、ファン化させる「オウンドメディア」

ユーザーが求める情報、役⽴つ情報を提供することで集
客を図る⼿法。⾔い換えれば、⾃社製品やサービスを
⼀⽅的にPRするのではなくて、まずはユーザーが喜ぶ
ような情報を提供することで⾒込み客を作り、その先の
売りにつなげる。

そして、そのコンテンツマーケティグの役割を担う媒体
として注⽬を浴びるようになったのがオウンドメディア。
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第3部 地⽅の中⼩事例 横浜・おかざき⻭科クリニック（コンテンツマーケティング）

⽉間500万PVを達成し、毎⽉の新規の来院患者数が657%増加した⻭医者のブログ *他社事例

おかざき⻭科クリニックの医院サイト(http://www.okazaki-dental.com/)とは別のドメインでブログを開始。
「あなたに合った⻭医者の選び⽅／7つのタイプの⻭医者とおすすめの⽅」「⻭周病に効果的な⻭磨き粉の５
つの特徴／おすすめと使い⽅」などの「⻭」に関する価値のある情報を提供。⻭に悩む⼈に、専⾨家が⻭につ
いてWebで教えてくれる。これによるWeb広告等無しで来院患者数は600%強も増加。関⻄地⽅や中部地⽅か
ら来院する患者も。
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第3部 地⽅の中⼩事例 横浜・おかざき⻭科クリニック（コンテンツマーケティング）

おかざき⻭科クリニックがオウンドメディアで実施したこと

徹底的に、ターゲットが知りたい内容、読みやすい⾔い回し、表現にこだわった厳選の記事を週1、2本のペースで⽋かさず投稿。「役
に⽴つサイト」としてファンを⽣み、さらにSEO効果で上位表⽰される、これまでレビュー頼りだった⻭科選びに新しい基軸を⽣んだ。

週に1,2本程度のペースで⽋かさず「読みたい」と思わせる記事を執筆、投稿したい

記事の書き直し、投稿記事の定点観測などアナログ＆デジタルの徹底的なレビューを繰り返した

記事は⾃社のみならず第三者のレビューを通じて何度も修正。「良質なコンテンツは⼀体何か」を追求し続けた。
また、Google Analyticsなどを活⽤し、主観を取り除いた客観的なデータをもとに取り上げるテーマや、⽂章そのものの表現などを
分析。PDCAにより、加速度的にメディアの価値をあげていった。
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第3部 地⽅の中⼩事例 横浜・おかざき⻭科クリニック（コンテンツマーケティング）

おかざき⻭科クリニックは“徹底的に”潜在顧客のニーズを汲み取った

おかざき⻭科クリニックのオウンドメディアの成功にみる 注視すべきポイント

⾃社が伝えたいことではなく、ターゲットが知りたいことに注⼒。潜在顧客の掘り起こしに成功

公開後2年以上経過し記事が毎⽉10万セッションを集め続ける *古くなった情報の⼀部、修正はあり

公開間もなく、19ヶ⽉連続で⽉間10万セッションを獲得。この記事の制作にかかった
コストは⼈件費１⽇分で、毎⽉10万⼈を集め続けてくれると考えれば、良質なコンテ
ンツを作ることがいかにコストパフォーマンスが⾼いかが分かる。

⾒込み客や顧客にとって価値のあるコンテンツを提供し続けることで、興味・関⼼を
惹き、ファンになってもらう。この⼯程で、従来のプロモーション⽅法ではたどり着
かなった潜在顧客にうまくリーチし、結果として売上げにつなげる。



第4部

第1回のまとめ
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第4部 第1回のまとめ

メディア優位はないが、旧態依然のプロモーションのままでは効果を発揮しなくなる
常にターゲットの動向を⾒極める「観察⼒」と「客観性」が重要

新ツールの登場、価値観の多様化はつまるところ、
動線の複雑化を意味する。
⾃分が狙うターゲットは“今”どういう⾏動をとって
いるのか、常に観察し、適切にアプローチする

必勝法は存在しない！常にターゲットを観測する

インターネットは“⼤量の情報処理”“客観的評価”を
する上で便利な「味⽅」として活⽤すべき。
中⼩企業が⼤企業へ対抗するケースこそ、
Webプロモーションの真⾻頂である

経験は重要だが、根拠のない勘に頼るのは注意！

ユーザー（ターゲット）上位の時代を迎え、
ターゲットの⼼理的変化、⾏動を読み、それに適したプロモーションが求められる
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第4部 第1回のまとめ

「とりあえず…」でWebプロモーションを検討するなら、
「Web広告（LP）」＋「コンテンツマーケティング」の組み合わせからはじめるのがおすすめ

企業の歴史や⼤⼩などがをメリットを⽣みづらく、広告を鵜呑みにしない
世代が増えてきている現代では、潜在層を顕在層まで引き上げる必要があ
り、さらに⾔えば、潜在層からリーチし続ける必要がある。

それをうまく実践するには、

・潜在層へリーチできる
・記事のなかで潜在→顕在へとマインドを引き上げられる
「コンテンツマーケティング」

＋

・顕在ニーズへ直接訴求できる
・顕在層へメリットを端的にアピールできる

「Web広告」と「LP（Landing Page）」の組み合わせ

がコストと難易度的に⼿を出しやすい。

ただし、運⽤の際は“成功実績のある”経験者を社内で置くか、
信頼できるパートナー企業と運⽤すること。これを守らず、ほとんどが失敗例となる
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ご紹介

本講座内容についてもっと詳しく知りたいという⽅は

お問い合わせは、担当：菅原あるいは中原まで
菅原 sugawara@switch-terrace.com
中原 y.nakahara@grooo.co.jp

今回の内容はあくまでもダイジェスト版となります。
もっと詳しく知りたいという⽅には、下記の有料コンテンツか、あるいは個別のコンサルティング
をご⽤意させていただいております。まずはお気軽にお問い合わせください。

＜本講座に関係する有料コンテンツ＞

「先取り！ ミレニアル世代、Z世代に向けたWEBプロモーションの考え⽅」

「完全オーダーメイド 貴社が狙うべきWebプロモーションはこれ」

「全5回 オウンドメディア運⽤の基本 *３か⽉のフォロー付き」


