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代表者
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GMOコネクト株式会社（GMO�CONNECT�Inc.）
5,000万円
GMOインターネット株式会社
東京証券取引所市場第⼀部（証券コード：9449）
IT・ソフトウェア・ビジネスサポート
代表取締役社⻑兼CEO�安⽥暁史
取締役⾼岡晃⼠
取締役河本悠暉
取締役熊⾕正寿（GMOインターネット株式会社取締役社⻑）
取締役⻄⼭裕之（GMOインターネット株式会社取締役副社⻑）
取締役河内三佳（株式会社バンク・オブ・イノベーション取締役CFO）
〒150-8512�東京都渋⾕区桜丘町26-1セルリアンタワー7F
03-6555-4390�(代表番号)

私たちについて

CONFIDENTIAL1



CONFIDENTIAL

1995年のインターネット事業開始以来、
上場企業10社を含むグループ企業100社以上で累計1,490万を超えるお客様に

インターネット関連のサービスを提供しています。

について
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事業 規模
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Webマーケティングについて
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リスティング広告

検索連動型広告 GoogleやYahooで欲しい情報を検索した時に出てくる広告
ディスプレイ広告 GoogleやYahooのニュースサイトやブログを⾒ている時に出てくる画像などの広告
動画広告 Youtubeなどの動画を⾒ていると出てくる「スキップ」できる短い動画の広告

SNS広告
Facebook・Instagram広告 FacebookやInstagramのニュースフィードやPCでは右上に表⽰される広告
LINE広告 LINE内のトークリスト・タイムライン・LINE�NEWS・LINEマンガ・LINE�BLOGなど各種ファミリーサービスにも配信されます

Web広告とはインターネットの媒体上に掲載される広告のことです。
Webページやメールなどに含まれる広告枠を利⽤して、
認知度や売上を向上させたい商品やサービスを宣伝できる仕組みです。

CONFIDENTIAL4

Web広告とその種類
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Web広告の⼿法

リスティング広告(検索連動型広告) リスティング広告(ディスプレイ広告)とSNS広告
リスティング広告(ディスプレイ•動画広告)とSNS広告

リスティング広告(検索連動型・ディスプレイ・動画広告)とSNS広告

欲しい情報を検索した時に出せるサイト誘導に効果的な広告⼿法

どんな⽅法で1回でもサイトに来た⼈に対して広告を表⽰できる広告⼿法

その商品やサービスに興味がありそうな⼈や関連するページに対して広告を表⽰できる広告⼿法

新しい商品やサービスを広めるために効果的な広告⼿法

Web広告は配信する媒体やプラットフォーム・配信⼿法によって様々な種類があります。
それぞれに商材やターゲットとの相性や、配信の強みがあるため

特徴を理解した上で、最適なWeb広告施策を打つことが必要になります。
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リスティング広告とSNS広告の違い
リスティング広告・SNS広告は「運⽤型広告」と呼ばれる
ネット広告の⼿法ですが得意とする訴求⽅法が
⼤きく異なりアプローチ⽅法も違ってきます。

リスティング広告
リスティング広告は検索結果に表⽰される広告で
す。ユーザーは様々な情報を期待し検索している
ケースが多いため、顕在層に向けた広告出稿に向
いている広告です。

SNS広告 SNS広告はSNSプラットフォームに掲載される広告
です。ユーザーのタイムライン上に広告を表⽰す
ることが可能なので、何気なくSNSを利⽤している
潜在層へのアプローチに適しています。

顕在層や購⼊意欲の⾼いユーザーに効果的

潜在層への認知やリターゲティングに

リスティング広告

SNS広告潜在層

顕在層
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YouTube Twitter Facebook Instagram LINE TikTok
SNS

メインターゲット層 全世代 10〜30代 10〜50代 20〜30代 全世代 10〜20代

アクティブユーザー 6,200万⼈ 4,500万⼈ 2,600万⼈ 3,300万⼈ 8,400万⼈ 950万⼈

⽉間アクティブ数 - 70% 56% 85% 86% -

構成⽐ 男性:79.7%
⼥性:73.0% 男性:41.8%

⼥性:35.4% 男性:33.4%
⼥性:32.1% 男性:31.9%

⼥性:43.8% 男性:85.1%
⼥性:88.8% 男性:11.3%

⼥性:13.6%

SNS広告とは、Facebook・Twitter・Instagram・LINEといった
SNSプラットフォームに配信する広告のことを指します。
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SNS広告の特徴
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各SNS媒体の特徴SNS広告
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● YouTubeは今や世界で２番⽬の検索エンジン
YouTubeの特性

●全ジャンル網羅可能な媒体
(年齢・性別・時間帯・toB/toC・有形/無形)

01｜圧倒的な情報量 02｜コンバージョン向上 03｜記憶路理解が⾼まる

1分の動画＝180万⾔語(Webページ3,600ページ分)
の情報量

動画とバナー広告を⽐較すると2.2倍もの差
バナー広告＝4%動画＝9%

⽂字での記憶定着率＝10%動画での記憶定着率＝20%
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●匿名性があり情報拡散⼒が強い
Twitterの特性

01｜若年層へのアプローチ 02｜情報の拡散⼒が強い 03｜トレンド感がある

10代＝70.4%20代＝66.0%と
ユーザーの多くは若年層

いいね、リツイートなどによる他のSNSユーザーへの
波及⼒が強い

新情報の発⾒の場として利⽤するユーザーが多く
トレンド性のある内容への反応が⾼い

●趣味嗜好や特定のトレンドキーワードに合わせた
ターゲティングが可能
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●Fabebookは世界で1番利⽤されている実名制SNS
Facebookの特性

01｜幅広い年代へアプローチ 02｜実名制SNS 03｜ビジネス利⽤が多い

世間間で利⽤率の変化が⼩さいが40代中⼼の男性が
多い傾向にある

年齢・性別・居住地などの正確な情報が
ストックされている

ビジネスシーンにおけるコミュニケーションとしても活⽤
BtoB向けの施策に向く

●ターゲティングが詳細に設定可能な媒体
(年齢・性別・居住地・趣味嗜好・既婚/未婚・職業)
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●他のSNSと⽐較して影響領域が広範囲かつ⾼⽔準
(興味・理解・購⼊意向・好意・リピート・推奨)

Instagramの特性

●⾷事・ファッション・美容で⽋かせない検索ツール

01｜若年層へのアプローチ 02｜良コンテンツとの相性 03｜商品の紹介・販売

10代(15〜19歳)＝65.0%20代＝57.3%
かつ⼥性の62.7%が利⽤

画像・動画に特化視覚情報で効率的かつ直接的に
魅⼒の伝達が可能

投稿による認知向上からスムーズに繋げられる
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●2018年第1四半期に世界で最もダウンロードされたアプリ
(4,580万DL以上)

TikTokの特性

●未だ成⻑過程で、今後の成⻑期待度が⾮常に⾼い

01｜若年層へのアプローチ 02｜圧倒的な情報量 03｜発⾒を求めるユーザー

18〜24歳が全体の42%その中の約70%が
1⽇に6回アプリを開くデータ有

1分の動画＝180万⾔語(Webページ3,600ページ分)
の情報量

「新しさ」がトレンドになり新コンテンツに対しての
抵抗感が低い傾向
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●マーケティングファネルの中でも特に購買、来店、契約など
コンバージョンに向いているSNS

LINE・Lステップの特性

●教育系・リピート事業で⽋かせない検索ツール

01｜圧倒的なユーザー数 02｜プッシュ型メディア 03｜登録が容易

全年代利⽤率が⾮常に⾼いSNS⽉間のアクティブ率が⾼く
利⽤者に偏りがない

LINEに通知機能を使⽤できるため通知OFFにされない限り
通知される

QRコードの読み取りまたはリンクのタップだけで
登録できる



CONFIDENTIALCONFIDENTIAL15

SNS施策フロー 実施可能メイン媒体

01｜初期戦略&リサーチ 02｜⽬標設定・予測 03｜企画・制作 04｜投稿実施

05｜システムチェック 06｜効果測定 07｜改善 08｜⽬標達成へ

ヒアリングコンセプト・SNS活⽤⽴案 KGI・KPI設定最適なスケジューリング クリエイティブ制作バナー・動画など コンプライアンスなどチェック後、投稿

コンテンツの確認コメントの返信対応 KGI・KPI達成ターゲットに届いているか 数値分析改善案策定 ネクスト施策考案運⽤の安定化施策



CONFIDENTIAL16

Webサイト制作とSEO対策リスティング広告
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Webサイト制作とSEO対策
ビジネスを展開していく上でWebサイト（⾃社ホームページ等）は
今や⽋かせないものとなっております。
Webサイトのデザインやユーザビリティーを向上することで
信⽤やビジネスチャンスが広がります。

●SEO対策の重要性
SEO対策とは、検索エンジンにおける検索結果画⾯で上位表⽰させサイトへの
流⼊数を増やすことを⽬的としています。現状のWebマーケティングにおいて、
SEOは必須といっても過⾔ではありません。SNS、広告、リファラル、ダイレ
クトなどのWebマーケティングと⽐べて、SEOは対策がしやすく、コストをか
け続けなくても集客ができ、⾼い集客⼒を誇ります。
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●Googleは世界で1番⽬の検索エンジン
検索エンジンの特性

●全ジャンル網羅可能な媒体
(年齢・性別・時間帯・toB/toC・有形/無形)

01｜安価で集客 02｜コンバージョン向上 03｜専⾨性が⾼いほど効果◎

⾃社Webサイトを持つことで広告費をかけずに
⾒込み顧客を集められる

SNSに⽐べて興味が強い顧客を集められる 専⾨性が⾼い分野ほどSEO対佐久が薄⼿で狙い⽬
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SEO対策のフロー 実施可能メイン媒体

01｜初期戦略&リサーチ 02｜⽬標設定・予測 03｜ブログ記事制作 04｜投稿実施

05｜効果測定 06｜分析レポート 07｜ブログ改善 08｜⽬標達成へ

ユーザーニーズに適切なキーワードリサーチ KGI・KPI設定最適なスケジューリング 最適なライターをアサインし記事制作 SEO対策となる構成にて記事投稿

KGI・KPI達成ターゲットに届いているか Analytics、Consoleデータを元に分析 SEO最適化を実施するためブログ修正 Webサイト全体における施策考案
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GMOコネクトWebマーケティングサービス概要
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サービスのフロー
広告の配信戦略の策定からサイト内の改善まで対応いたします。

広告施策を実⾏し効果検証・改善点の洗い出し・データ解析を⾏い、コンバージョン率の改善へと導きます。
配信設計 クリエイティブ作成 運⽤調整 サイト内改善

適切なターゲット設計
適切なメディア選定
配信戦略策定

Webサイト・バナー・動画・イラスト制作
ABテスト設計

運⽤調整
レポート作成

アクセス解析
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対応可能なSNS媒体
・情報拡散⼒が⾼い
・多彩なターゲティング

・⾼精度なターゲティング
・広告フォーマットが多彩

・ユーザー数最多
・セグメントごとでの改善が可能

・若年層を中⼼に⽀持
・動画広告でコンバージョンUP

・⾼精度なターゲティング
・広告フォーマットが多彩

メインターゲット層 アクティブユーザー ⽉間アクティブ数 構成⽐

10〜30代 4,500万⼈ 70%
男性41.8%⼥性35.4%

メインターゲット層 アクティブユーザー ⽉間アクティブ数 構成⽐

10〜50代 2,600万⼈ 56%
男性33.4%⼥性32.1%

メインターゲット層 アクティブユーザー ⽉間アクティブ数 構成⽐

20〜30代 3,300万⼈ 85%
男性31.9%⼥性43.8%

メインターゲット層 アクティブユーザー ⽉間アクティブ数 構成⽐

全世代 8,400万⼈ 86%
男性85.1%⼥性88.8%

メインターゲット層 アクティブユーザー ⽉間アクティブ数 構成⽐

10〜20代 950万⼈ -
男性11.3%⼥性13.6%

・動画広告でコンバージョンUP
・幅広いユーザーにリーチ可能

メインターゲット層 アクティブユーザー ⽉間アクティブ数 構成⽐

20〜30代 3,300万⼈ 85%
男性31.9%⼥性43.8%
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他社との違い SNS複数横断型でのマーケティング⽀援
ユーザーのカスタマージャーニー全体を捉え最適なSNS活⽤をご提供することで

企業様の求める指標（売上、問い合わせ数アップ）に対して貢献することが可能です

認知

興味・関⼼

購⼊購⼊

コマーシャル、拡散型メディア、認知の獲得

カタログ、蓄積系メディア、世界観の醸成

ファン獲得、購買意欲促進
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ご利⽤の流れとご利⽤料⾦

24

キックオフご契約貴社に合った提案初回の打ち合わせ
利⽤
流

利⽤料⾦

内容
広告配信戦略策定拡張性の調整・モニタリング
⽉次打ち合わせ・質問対応
数値管理ツールの提供

[�別途 ]Webサイト制作
バナー /�イラスト制作

料⾦ 20.0%の運⽤⼿数料 別途お⾒積り

01 02 03 04
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免責事項
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・法令、条例、条約に違反、またはその恐れがあると判断した場合や、⾏政処分の最中にある企業の広告
・ウェブサイト上でギャンブル運営、もしくはそれを助⻑するようなサイトの広告
・宗教信仰に関わるもの、布教活動など
・医療、医薬品、化粧品などにおいて効能や効果、性能について厚⽣省、及び関連、後継機関が承認する範囲を逸脱する内容
・効能や効果、性能に疑わしい、もしくは事前の調査や検討に時間を要する、⾮科学的なもの、もしくは事実を確認できない商品やサービス
・個⼈情報の取り扱いが不適切な企業であると判断された場合・マルチ商法、またはそれに類似する可能性がある商品やサービス
・詐欺的な商法、不良商法
・許可、認可が必要である業種での未許可、未認可な商品やサービス
・著作権、商標権などの知的財産権、名誉棄損、プライバシー侵害、差別表現、営業妨害など第3者へ損害や迷惑を⽣じさせる恐れがあるもの
・国際親善や平和を乱すもの・醜悪、残虐、猟奇的、その他第3者が気分を害する恐れのあるもの
・暴⼒や犯罪を誘発する恐れのあるもの、その他、⾵紀を乱したり反社会的なもの
・反社会的な団体及び個⼈の活動、⾏為を助⻑する恐れのある広告
・問合せ先、解約⽅法が分かりやすく表⽰されていない広告
・料⾦、利⽤条件がわかりやすく、正しく表⽰されていない広告
・ユーザークレームが発⽣する恐れのある広告
・上記のいずれかに該当、関連すると判断された企業や個⼈、団体など全て
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コンバージョン誘導

ユーザーのリード獲得やコンバージョン誘導を⽬的にWeb広告を配信し、
戦略⽴案・運⽤分析・効果改善を⾏い貴社の事業をサポートいたします。
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Webマーケティングの⼀例

Meta(Facebook)広告
Google広告

売上 /�リターゲティング /�顧客データ類似 /�オーディエンス
検索連動型広告 /�リマーケティング /�P-MAX� /�カスタマーマッチ類似オーディエンス

リード獲得
Meta(Facebook)広告
Google広告

リード獲得広告

リードフォーム表⽰オプション

いらないかも
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リード獲得とは、⾒込み顧客の情報を集めることです。
事業において、新たな顧客を⽣み出すことが成⻑につながります。

リード獲得の広告配信で未来の顧客づくりに向け、「⾒込み顧客」の情報収集を⾏います。
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Webマーケティングの⼀例｜リード獲得戦略
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Meta(Facebook)広告【リード獲得広告】
商品やサービスに興味を持つ利⽤者を⾒つけてその利⽤者の
情報を取得できます。インスタントフォームを使⽤し、名
前・メールアドレス・電話番号などの連絡先情報を取得。
また、フォームにカスタム質問を設定して潜在顧客について
理解を深め、ビジネスの⽬標を達成することも可能です。

Google広告【リードフォーム表⽰オプション】
Google�広告で設定できる無料の表⽰オプションの⼀つで、
サイトに遷移せずにお問い合わせや資料請求ができる機能。
広告の下にフォームを設定でき、その広告表⽰オプションを
クリックすれば、サイトに遷移せずに直接フォーム送信を促
すことが可能です。

いらないかも
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コンバージョン誘導とは、貴社のサービスに興味関⼼がある確度の⾼いユーザーに向けて
広告を配信することにより、貴社のWebサイトに誘導しコンバージョン*を上げる戦略です。

*Webサイトに来訪したユーザーが資料請求、会員登録、購⼊など利益につながるアクションをすること
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Webマーケティングの⼀例｜コンバージョン誘導戦略
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Meta(Facebook)広告【売上 /�リターゲティング】
・通常のオーディエンスターゲティング広告を配信。
・リターゲティングを組み合わせる事で、
離脱ユーザーの囲い込みを実施
・蓄積したリードからカスタムオーディエンスを作成し、
類似オーディエンスに広告を配信

Google広告【検索連動型広告 /�リマーケティング /�P-MAX�】
・検索連動型広告で顕在層へのリーチを実施
・リマーケティングと合わせ、離脱ユーザー囲い込みを実施
・P-MAX�（パフォーマンスマックス）で
確度の⾼いユーザーに広告を配信
・蓄積したリードから類似オーディエンスに広告を配信

いらないかも
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P-MAXとは？
P-MAXキャンペーンとは、Google広告が提供している⾃動化された新しいキャンペーンタイプで

1�つのキャンペーンでGoogle�広告のあらゆるチャネルの広告枠に広告を配信できます。
キャンペーンが⼀つにまとまることで、多くの学習データが蓄積され、P-MAXの⾃動化技術と

スマート⾃動⼊札により多くの顧客に表⽰され、⽬標に基づきより多くのコンバージョンを促進できます。
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※β版でのテスト段階では、P-MAX�キャンペーンを使⽤することで、これまでと同様のCPAで、コンバージョンが平均13％増加するデータがあります。2021年7⽉〜9⽉Google社調査引⽤元：Performance�Max�campaigns�launch�to�all�advertisers

いらないかも
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P-MAXの特徴
これまで、検索広告を出すには検索キャンペーン、ディスプレイ広告を出すには

ディスプレイキャンペーンのように出稿する種類別にキャンペーンを作成する必要がありました。
P-MAX�キャンペーンではこれらの配信⾯をパフォーマンス（CV�）を最⼤化するために

システムが最適な配信⾯を判定し、⾃動で配信していきます。
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P-MAX�キャンペーン
【検索キャンペーン】

キャンペーンの予算

【ディスプレイキャンペーン】
キャンペーン広告グループの設定 クリエイティブ

⾃動最適化 ⾃動最適化 ⾃動最適化

⼊札
検索ワード
オーディエンス
プレースメント

予算 クリエイティブ
【ファインドキャンペーン】

【動画キャンペーン】

いらないかも
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P-MAXの仕組み
「⽬標指標最⼤化のために最適配信を⾏う」ために⽤いられている仕組みが、

⾃動⼊札と「データドリブンアトリビューション（DDA�）」です。
※データドリブンアトリビューション（DDA�）とは、広告の配信結果のデータをもとに、

コンバージョンにつながりやすい広告配信パターンを⾒つけ出す仕組みのことです。
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複数種類の広告を同時に配信している場合、同じ種類のコンバー
ジョンでもその発⽣までの道のりはユーザーによって多様です。
検索広告だけクリックしてコンバージョンするユーザーもいます。
動画広告に触れ、ディスプレイ広告に触れ、検索広告にも触れて
コンバージョンするユーザーもいます。
データドリブンアトリビューション（DDA）の仕組みでは、
データをもとにコンバージョンが発⽣しやすい広告配信パターンを
⾒つけ出し、最適なタイミングで最適な広告を届けられるように
広告配信が調整されていきます。
データドリブンアトリビューションについてhttps://support.google.com/google-ads/answer/6394265?hl=ja

パターン１

パターン２

パターン３

パターン４

検索 ディスプレイ 検索

動画 ディスプレイ 検索

検索

検索ディスプレイ 検索

効果：中

効果：高

効果：低

効果：中

いらないかも


