
佐藤和明［著］

はじめてでも集客&売上アップ!

完
攻
全
略

顧客の行動を予測して
集客につなげよう

「超」入門! インターネット広告

戦略的なキーワードで
上位に表示&効率よく配信
限られた広告予算で
結果を出す!





佐藤和明［著］

はじめてでも集客&売上アップ!

完
攻
全
略





3

はじめに

　コンサルティングをしていると、「Google AdWordsの
仕組みが難しい」「広告を出稿しようと思ったけど管理画面
で挫折してしまった」など、さまざまな声を聞きます。集
客や売上などのアップを目的に、いざネット広告を出した
いと思っても、不慣れな用語や難しそうな管理画面にとま
どいを感じてしまうユーザーは数多くいるようです。

　本書は、はじめてGoogle AdWordsで広告を出稿してみ
たいと考えている方に向けた、やさしい入門書です。
　ネット広告の中におけるGoogle AdWordsのポジショ
ン、出稿できるネット広告の種類、そしてキーワード選
定の方法など、広告の出稿前に押さえてほしいキホンか
ら解説しています。やはり基礎的な知識もなくGoogle 
AdWordsで出稿しようとしても、決して思うような成果は
得られないでしょう。
　そうした準備が整ったら、いよいよ管理画面で広告を
作成していくわけですが、その際はGoogle AdWordsの
アカウントの階層が重要なポイントになります。Google 
AdWordsを使いこなせない方は、アカウントの下にキャン
ペーン、その下に広告グループ、さらにその下に広告が作
成されることを理解できず、出稿を断念してしまう場面が
多々あります。
　そのような事態に陥らないよう、本書でもさまざまな事
例を紹介しつつ、順を追って丁寧に説明しました。

　最後になりますが、執筆に先立ち、実際にネット広告を
活用して大きな成果を得ている事業者の方々にインタービ
ューを行い、その内容を本書に反映させていただいていま
す。この場を借りて謝意を表するとともに、本書が読者の
皆さまのネット広告運営に役立つことができれば幸甚です。

2015年4月　佐藤和明
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ネット広告の特徴と
Google AdWordsについて

Google AdWordsの具体的な話をする前に、知っておいてほしいこと
があります。まずはネット広告全般の特徴、その中でGoogle AdWords
がどのようなポジションにあるのかを確認しておきましょう。

●Google AdWords の位置付け

11-Chapter

ネット広告全体
ユーザーが閲覧す
る広告の一部が
Google AdWords

ユーザー

Google AdWords

　ネット広告とGoogle AdWords

ネット広告を配信するGoogle AdWords
　既に知っている方もいるかと思いますが、最初に「Google AdWords」
（グーグル アドワーズ）と「ネット広告」についてお話しておきます。読者
の皆さんがネット集客のために活用を検討している、もしくは現在活用中の
Google AdWordsは、インターネットを経由して、配信される広告のことです。
　Google AdWordsを介して配信される広告には、さまざまな種類がありま
す。詳細は後述しますが、ブラウザ上に表示される広告や、スマートフォン
のアプリ内の広告など、日頃、接しているデジタル端末に表示される広告は
Google AdWordsから配信されているのです。
　もっとも、ネット広告の配信会社は多数ありますので、すべてがGoogle 
AdWordsから配信されているとは限りません。また、ネット広告にもさまざ
まな種類がありますが、Google AdWordsでは、ネット広告の一部の種類を
取り扱っています。ネット広告ならば、すべてGoogle AdWordsで出稿でき
るわけではないという点も最初に押さえておきたい知識といえます。

Google AdWords」「Google AdWords」
「ネット広告」「ネット広告」

インターネットを経由して、配信される広告、インターネットを経由して、配信される広告
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1　ネット広告の特徴

ネット広告とGoogle AdWordsのメリット
　ネット広告、そしてGoogle AdWordsには、4大メディア（新聞、雑誌、
ラジオ、テレビ）の広告と比べて、「低予算」「ターゲット設定」「容易な効果
測定」という特徴があります。ネット広告の3大メリットともいえますが、そ
れぞれのポイントをチェックしていきましょう。

低予算で出稿が可能
　すべてのネット広告が「低予算」というわけではありませんが、Google 
AdWordsを含むネット広告の種類によっては、低めの予算で出稿できます。
後に企業の出稿事例として紹介しますが、「双葉発條製作所」はキーワードと
連動して広告が表示される「検索連動型広告」を出稿しています。1カ月に5
万円程度の広告予算ですが、その数十倍の効果を得る月もあるそうです。業
態にも寄りますが、4大メディア広告より低い予算で効果が得られます。

ターゲットを絞り込んで広告を表示
　4大メディア広告よりも優れているのは、低予算というだけではありません。
「ターゲット設定」が容易にできる点も特徴です。たとえば広告出稿時の設定
として、年齢や性別、居住地域などの属性を指定することができます。テレ
ビの場合、女性をターゲットにしているCMであるにも関わらず、男性の目に
も触れてしまうことはよくあります。一方ネット広告の場合は、女性に限定
して広告を表示する設定も可能なのです。

出稿した広告の効果も一目瞭然
　広告出稿後の効果測定についても考えてみましょう。4大メディアの場
合は、アンケート調査などの手法で広告の効果を測定します。一方、ネッ
ト広告の場合は、広告管理ツールによって容易かつ素早く効果測定が可能
となっています。Google AdWordsはアクセス解析ツールの「Google 
Analytics」（グーグル アナリティクス）と組み合わせて活用することで、広
告の目的を達成できたかどうか確認できるようになっています。

4大メディア（新聞、雑誌、4大メディア（新聞、雑誌、
ラジオ、テレビ）ラジオ、テレビ）

4大メディア広告より低い予算で効果が得られます4大メディア広告より低い予算で効果が得られます

「ターゲット設定」が容易にできる点

広告管理ツールによって容易かつ素早く効果測定が可能広告管理ツールによって容易かつ素早く効果測定が可能
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さまざまなネット集客法と
ネット広告のメリットとは？

インターネット上から潜在的な顧客を集客するための手法は、ネット広告
だけではありません。ここではほかの集客方法の特性と、ネット広告のメ
リットを紹介していきましょう。

21-Chapter

　ネット集客を俯瞰

ネット集客には手間暇が必要
　ネット広告を利用しなくても、Twitter や Facebook などの SNSを活用
したクチコミ、そして検索エンジンで上位表示させる「SEO（検索エンジン
最適化）」などで集客する方法があります。ただしターゲットを絞り込んで集
客するとなると、ある程度の時間を要するなど難しい面もあるのです。
　SNSの場合、初期段階では既存顧客から始まり、クチコミでその友人知人
などに伝播していきます。その過程では地道な情報の更新や対話も必要であ
るため、業態や組織形態によっては手が回らないこともあるでしょう。
　SEO対策も然りです。日本の検索エンジンのシェアは、Yahoo! JAPAN
とGoogle で 80％を確保しています。そして、検索結果を表示させるデータ
ベースは両検索エンジンともに、Google のものを利用しています。簡潔に
いうと、Google 向けの SEO対策を行い、ユーザーによいコンテンツを提供
しているWebサイトでなければ、自らが選んだキーワードでは検索結果の上
位にWebサイトが表示されないのです。そのため日々のコンテンツ制作の蓄
積が重要となり、制作時間を要することになります。
　また、コンテンツを制作してSEO対策をしたつもりでいても、全貌が明ら
かになっていないGoogle データベースが相手になるため、目的のキーワー
ドとは異なるキーワードでのアクセスが多く、集客が思うようにいかないケ
ースもよくあります。そこで、想定したターゲットを確実にWebサイトへ誘
引し、集客を図るためにGoogle AdWords を活用するというわけです。　

Twitter や Facebook などの SNSを活用
したクチコミミ 検索エンジンで上位表示させる「SEO（検索エンジンて検索エンジンで上位表示させる「SEO（検索エンジン
最適化）」最適化）」

日本の検索エンジンのシェアは、Yahoo! JAPAN日本の検索エンジンのシェアは、Yahoo! JAPAN
とGoogle で 80％を確保とGoogle で 80％を確保

日々のコンテンツ制作の蓄日々のコンテンツ制作の蓄
積が重要積が重要

想定したターゲットを確実にWebサイトへ誘想定したターゲットを確実にWebサイトへ誘
引し、集客を図る引し、集客を図る
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●ネット集客の俯瞰図

SEO対策

Twitter　Facebookページ
Google＋ページ　LINE@

ネット広告は効果的な集客法のひとつ
　とはいえSNSや SEO対策に効果がないわけではありません。両者ともに
コンテンツを制作していく手間が必要になるだけです。ただし組織によって
は、コンテンツを考えたり、更新したりする余裕がない事業者の方もいるの
ではないでしょうか。また、コンテンツを更新して集客もできているが、伸
び悩んでいるというケースも考えられます。
　実際に、Chapter 6 の事例で取材した事業者の方々も、SNSを試行錯誤し
ながら活用して集客していましたが、さらなる顧客獲得のため、ネット広告
へ出稿して効果を得たケースがあります。
　また、Webサイトの立ち上げ直後から SEO対策とネット広告で勝負する
というケースもあります。会社組織や業態、事業者の方針によってネット集
客の戦略は異なりますが、ネット広告は効果的な集客法の手段です。

　その際は戦略的にネット集客の方法を俯瞰しておく必要があります。ここ
でネット集客、すなわちWebマーケティングの概要についても簡単に知って
おきましょう。さまざまなWeb マーケティング戦略がありますが、小規模
事業者は「検索エンジンマーケティング（SEM）」「SNS活用」「ネット広告」
で集客を行うことになります。
　SEMは「Search Engine Marketing」の略で、SEO対策に加え、本書で
解説する「検索連動型広告（リスティング広告）」も含まれる手法です。下図
が一般的な事業者のインターネットでの集客の概要です。このほか、チラシ
やポスターなどのアナログ的な手法を利用した戦略も考えられます。

SEM

検索連動型広告

ネット広告

SNS

さらなる顧客獲得さらなる顧客獲得の

ネット広告は効果的な集客法のネット広告は効果的な集客法の

「検索エンジンマーケティング（SEM）「検索エンジンマーケティング（SEM） SNS活用」SNS活用」 ネット広告ネット広告

SEO対策SEO対策
「検索連動型広告（リスティング広告）「検索連動型広告（リスティング広告）」
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ネット広告の種類と
Google AdWordsの位置付け

Google AdWordsは、ネット広告における配信元のうちのひとつです。
すべての種類のネット広告を配信できるわけではありません。ネット広告の
全体像とGoogle AdWordsの位置付けをチェックしましょう。

31-Chapter

　ネット広告の種類を知ろう

出稿時に考える端末とメディア
　Google AdWords へ広告を掲載しようと思っている読者の方々は、どの
ような「端末」や「メディア」に広告を配信しようと考えているでしょうか。
ネット広告が配信される端末とメディアについて、確認しておきましょう。
　「端末」の筆頭として挙げられるのが、パソコンです。ネット広告の黎明期
からブラウザを中心にさまざまな広告が登場し、今に至っています。また、
現在主流となりつつある端末が、スマートフォン（スマホ）です。こちらは
無料アプリに表示されるなど、新たな種類の広告が登場しています。年代に
よっては未だに根強く利用者がいるフィーチャーフォン（携帯電話）に表示
される広告もあり、端末は大きく3つのカテゴリーに分けられます。
　今度は広告が表示される「メディア」をカテゴリー分けしてみましょう。
ブラウザで表示されるニュースメディアや個人運営のサイト、そして一説で
はゲームもメディアといわれています。また、以前は「CGM（消費者生成メ
ディア）」といわれていたTwitter や Facebook といった「ソーシャルネッ
トワークサービス（SNS）」もひとつのメディアであり、これらのメディアに
配信される広告もネット広告となります。また、メディアとはいい難いですが、
スマホのアプリにもネット広告は配信されています。
　Google AdWords は、これらすべての端末、そしてメディアの一部にネッ
ト広告を掲載できます。SNSについては、主にmixi に広告が配信されます。
ここで問題となるのは、どのメディアに広告を掲載するかという点です。

「端末」の筆頭として挙げられるのが、パソコン「端末」の筆頭として挙げられるのが、パソコン

現在主流となりつつある端末が、スマートフォン（スマホ）現在主流となりつつある端末が、スマートフォン（スマホ）

未だに根強く利用者がいるフィーチャーフォン（携帯電話）は未だに根強く利用者がいるフィーチャーフォン（携帯電話）

ニュースメディアや個人運営のサイトるニュースメディアや個人運営のサイト
ゲームもメディアはゲームもメディア

「ソーシャルネッ
トワークサービス（SNS）」もひとつのメディアトワークサービス（SNS）」もひとつのメディア
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1
　たとえば若者向けのビジネスを展開している場合、パソコン型、フィーチ
ャーフォン型は除いて出稿するのも手でしょう。なぜなら若者のスマホユー
ザーは多く、その利用時間はパソコンを超えています。ネット広告は 4 大メ
ディアの広告よりもターゲティングが容易ですが、出稿時にターゲットの動
向を探りながらメディアを選定することも重要です。

ネット広告の全容を確認！
　メディアをカテゴリーごとに分類し、ネット広告の種類を整理したものが
下の図表です。Google AdWords に対応している広告は「＜AdWords ＞」
と表記しました。Google AdWords へ出稿できる広告が多いことに気付かれ
るかと思いますが、念のためGoogle AdWords では出稿できない広告につ
いても触れておきましょう。

PC型

SNS型＜AdWords：mixiなど一部＞

ゲーム内広告＜AdWords：スマホアプリ内＞

リスティング広告（検索連動型・コンテンツ連動型）＜AdWords＞

バナー広告（各カテゴリに種類あり）＜AdWords＞

メール型広告

アフィリエイト広告

テキスト広告

動画広告＜AdWords＞

編集タイアップ広告
リッチメディア広告
RSS広告
商品リスト広告
＜AdWords＞

バナー広告（オーバレイ・
インライン）
アプリ広告＜AdWords＞
ポップアップ広告
フルスクリーン広告
リワード広告
オーディオ広告

ピクチャー広告
（PC型のバナー広告）

スマートフォン型 モバイル型

若者のスマホユー若者のスマホユー
ザーは多く、その利用時間はパソコンを超えていますザーは多く、その利用時間はパソコンを超えています。
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　「SNS型広告」の場合、Google AdWords では大手 SNSだとmixi のみ
に広告が配信されます。Facebook や Twitter には独自の広告システムが
あるため、出稿の際はそれぞれのメディアへ行うことになります。たとえば
Facebook は、Google AdWords と同じく広告主が自ら広告を出稿できる
ようになっています。当然のことながら管理画面はGoogle AdWords と異
なりますが、要領さえ覚えてしまえば簡単に広告を出稿できるでしょう。

　「メール型広告」は、メールマガジンなどの文中に表示される広告です。メ
ールマガジンは読者の嗜好性に合ったものが購読されるのが特徴です。広告
の表示場所は、メールの本文中はもちろん、ヘッダーやフッターに囲みなど
の広告枠が作成されて挿入されます。
　広告枠には 5行程度のスペースが使われ、その枠内にはアピールするキャ
ッチコピー、企業名や商品名、そして簡単な説明文とリンク先URLがテキス
ト形式の広告として表示されます。

　テキスト形式の広告といえば、「テキスト広告」もあります。これはメール
マガジンとは異なり、ブラウザで表示されるWebページ上の広告です。表示
方法はメール型広告と似ており、本文や写真で構成される記事の合間に表示
されるようになっています。ユーザーの興味を引くキャッチコピーを作成し
ておき、ユーザーがクリックしてくれれば、広告の目的となる「ランディン
グページ」（次ページ参照）が表示されます。

●メール型広告のサンプル例

メルマガタイトル

ヘッダー

＜PR＞̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
＼＼　男の料理本が全国の書店で発売中　／／

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
素早く簡単に作れる酒の肴レシピをはじめ、休日の昼に作り
たい男のカフェランチ。手間は掛かりますが、一度は作りた
い家庭用燻製レシピなど盛りだくさんです。
★詳しくは男の料理本の一部記事抜粋ページへアクセス！

http://www.〇〇●.jp/
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

文中

フッター

SNS型広告「SNS型広告

メール型広告「メール型広告」

テキスト広告「テキスト広告」

Facebook や Twitter には独自の広告システムがFacebook や Twitter には独自の広告システムが
あるある
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1
　ほとんどのネット広告は、クリックしてもらって目的に合ったWebページ
へユーザーを導きます。広告をクリックしたあとに表示されるWebページを
「ランディングページ」といいますが、このランディングページを用意してい
るか否かで、広告の効果も変わってくるのです。
　ランディングページは、ネット広告、そしてGoogle AdWords 出稿の成
果に大きく関わっており、そのために考えられた手法を「LPO」（Landing 
Page Optimization）といいます。日本語では「ランディングページ最適化」
といい、アクセスしてきたユーザーを取り逃がさないように離脱率を抑え、
コンバージョン率（訪れた人が商品購入や会員手続きなどWebページの目的
を達成する確率）を高める手法となります。

　「アフィリエイト広告」とは、アフィリエイトの広告代理店ともいえる「ア
フィリエイト サービス プロバイダー」（ASP）を介して提供される広告で、
企業や一般ユーザーが運営するブログなどWebサイトに貼り付けられます。
　広告の内容は、ネットショップなどで取り扱っている商品や資料請求など
です。広告がクリックされてランディングページが表示され、購入や資料請
求があった場合に、広告を掲載しているWebサイトの運営者へ報酬が支払わ
れるという仕組みになっています（広告主はASPへ広告料金を支払います）。
なお、広い意味ではGoogle AdWordsで出稿できるコンテンツ連動型広告も、
アフィリエイト広告といわれる場合があります。
　ここまでGoogle AdWords にはない広告の中で、主要なものを紹介して
きました。Google AdWords との併用を考える際の参考にしてください。

●テキスト広告の例
Webページの記事と記事の間に表
示されるのが、テキスト広告の特徴で
す。なお、Google AdWordsで検
索キーワードに合わせて表示される検
索連動型広告なども、広義のテキス
ト広告といわれています。

「アフィリエイト広告「アフィリエイト広告」

広告をクリックしたあとに表示されるWebページを
「ランディングページ」といいます「ランディングページ」といいます

コンバージョン率（訪れた人が商品購入や会員手続きなどWebページの目的コンバージョン率（訪れた人が商品購入や会員手続きなどWebページの目的
を達成する確率）を高める手
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ディスプレイネットワーク

検索ネットワーク

Google AdWordsの
仕組みと広告の種類を確認！

ネット広告の概要や種類を理解できたら、いよいよGoogle AdWords
で出稿できる広告の種類をチェックしていきます。さまざまな広告があるの
で、しっかりと理解しておきましょう。

●Google の広告ネットワーク

41-Chapter

　Google AdWordsとは？

Google の広告ネットワークを知ろう
　まずはGoogleの広告ネットワークについて、話をしておきます。Google 
AdWordsでは、Googleの広告ネットワークを介することで、Googleと提携
したWebサイトやブログなどに広告が掲載されます。
　このGoogleの広告ネットワークは「検索ネットワーク」と「ディスプレイ
ネットワーク」の2つに分類されます。
　検索ネットワークとは、Google 検索結果のページに表示される「検索連
動型広告」です。詳細は後に説明しますが、検索連動型広告とは検索キーワ
ードに合わせて表示される広告のことで、Googleの検索結果、Googleマップ、
Googleショッピングなどに表示されます。また、検索パートナーとよばれる
AOL、goo、livedoorといった提携サイトの検索結果にも広告が表示される
ようになっています。
　一方、ディスプレイネットワークは、Google内だとGmailやYouTubeな
どに表示される広告です。ディスプレイネットワークにも提携サイトがあり、

大手ポータルの
検索結果

100万の
Webメディア

Google AdWords
Googleの広告ネットワーク

出稿

Googleの広告ネットワークGoogleの広告ネットワーク

「検索ネットワーク「検索ネットワーク」

検索パートナー検索パートナー

ディスプレイネットワークは、Google内だとGmailやYouTubeなディスプレイネットワークは、Google内だとGmailやYouTubeな
どに表示される広告でどに表示される広告で

ディスプレイディスプレイ
ネットワークネットワーク
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検索結果

●検索ネットワークの概略

Webサイトやブログなど100万を超えるWebメディアへ広告配信できます。
　ディスプレイネットワークの代表的な広告配信の仕組みは、広告出稿時に
登録したキーワードとマッチングするWebメディアに対して、広告を配信す
るというものです。こちらも詳細は後に解説しますが、コンテンツ連動型も
ひとつの広告形態となります。

　Google AdWords広告の種類

キーワードターゲット広告（検索連動型広告）
　Googleユーザーがキーワードを入力した際、得られる検索結果とともに表
示される広告が「キーワードターゲット広告」です。キーワードターゲット
広告は、検索ネットワークで出稿することになります。他の大手ポータルサ
イトの検索結果にも広告を表示させることができます。
　キーワードターゲット広告は、一般的に「検索連動型広告」といわれる広
告のことで、出稿する側が選定したキーワードと合致する検索が行われると、
ユーザーの検索結果に表示されます。出稿の際は、検索ユーザーが知りたい、
もしくは商材やサービス名のキーワードを選定します。検索ユーザーは、自
らが関心のある事項でキーワードを入力して検索するわけですが、そうした
検索目的を達成できる広告であれば、クリックしてアクセスしてくれ、ラン
ディングページの内容次第では、コンバージョンを獲得できます。
　キーワードターゲット広告の表示場所は、パソコンでは検索結果の上部と
右横に掲載されます。スマートフォンの場合は、検索結果の上下部分に表示
されます。

キーワードターゲット広告

キーワード
ターゲット広告

検索結果

キーワード
ターゲット広告

検索結果とともに表検索結果とともに表

「検索連動型広告「検索連動型広告

出稿の際は、検索ユーザーが知りたい、
もしくは商材やサービス名のキーワードを選定します。もしくは商材やサービス名のキーワードを選定します。

示される広告が「キーワードターゲット広告」示される広告が「キーワードターゲット広告」

100万を超えるWebメディアへ広告配信100万を超えるWebメディアへ広告配信
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●ディスプレイネットワークの概略

コンテンツターゲット広告（コンテンツ連動型広告）
　「コンテンツターゲット広告」は、Webメディアのコンテンツに連動して
表示される広告のことで、ディスプレイネットワークに配信されます。「コン
テンツ連動型広告」とも呼ばれています。
　ディスプレイネットワークはWebメディアの 100万ものサイトに広告を
配信できると冒頭で説明しましたが、その中で自らの業態に合ったコンテン
ツを掲載しているサイトに対して、広告が配信されます。
　広告主はキーワードを決めてGoogle AdWords へ出稿することになりま
す。たとえば特定の自動車メーカーの旧車パーツを取り扱っている会社Aが、
広告を出稿するとしましょう。この場合、メインとなるキーワードは「メー
カー名　旧車　パーツ」が考えられ、これをコンテンツターゲット広告のキ
ーワードとしてGoogle AdWords へ出稿するわけです。
　一方、Webメディア側は、「Google AdSense（アドセンス）」へ広告配
信の申請を行います。Google はWebメディアの内容を確認し、問題がなけ
ればWebメディアへの広告掲載の許可を与えます。許可を得たWebメディ
アは広告枠のタグをWebサイトに張り付けて、広告枠を作成すると、広告が
配信されます。そのWebメディアのテーマが旧車であり、関連するメーカー
名、パーツなどを取り扱ったコンテンツであれば、会社Aの広告が配信され
るようになっています。
　これがディスプレイネットワークの仕組みですが、広告主は Google 
AdWords への手続きを行い、Webメディア側はGoogle AdSense への手
続きを行う点を混同しないようにしましょう。なお、Webメディアは企業、
個人の運営を問わず、コンテンツに問題がなければ広告配信されます。

広告主 Webメディア運営者

出稿

許可後、
広告配信

掲載申請

ディスプレイネットワーク

Google AdWords

Google Adsense

「コンテンツターゲット広告」は、Webメディアのコンテンツに連動して「コンテンツターゲット広告」は、Webメディアのコンテンツに連動して
表示される広告表示される広告 コンコン
テンツ連動型広告テンツ連動型広告

自らの業態に合ったコンテン自らの業態に合ったコンテン
ツを掲載しているサイトに対して、広告が配信されますツを掲載しているサイトに対して、広告が配信されます

Google AdSense「Google AdSense
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●プレースメントターゲットの概略

プレースメントターゲット（手動プレースメント）
　Google AdWords におけるディスプレイネットワークの広告のひとつ、コ
ンテンツターゲット広告は、コンテンツ連動型広告といわれていると説明し
ましたが、Google AdWords 内で別名があります。それが「自動プレースメ
ント」です。ややこしく思われるかもしれませんが、コンテンツターゲット
広告は、自動的にWebサイトのコンテンツに合わせて、広告を配置する仕組
みになっています。
　一方、ここで紹介する「プレースメントターゲット」は「手動プレースメ
ント」とも呼ばれています。こちらも読んで字の如し、手動で広告枠を指定
して、広告を配信するというものです。黎明期のWebサイトで掲載されてい
たネット広告と同じような手法であり、いわゆる「純広告」と似ていますが、
競合との広告枠の争いがあります。
　手動プレースメントは、個別にWebメディアや下層のページのURL（ア
ドレス）、もしくは広告枠を選択して広告配信が可能です。また、配信される
Webメディアごとに広告料の入札単価、そして広告文や広告の画像イメージ
を変更することもできます。

　なお、広告を出稿したいWebメディアや下層ページなどのアドレスを手動
で指定できますが、アドレス指定だけでなく、コンテンツターゲット広告で
利用したキーワードを活用し、「Webメディアのアドレス＋キーワード」で
出稿すると広告の効率がアップします。また、手動プレースメントを利用す
る前に、コンテンツターゲットで集客後、効果があったWebメディアへ出稿
するという戦略も手であり、さらなる効果が得られる可能性があります。

広告主

出稿 広告配信

ディスプレイネットワーク
（手動プレースメント）

アドレス（URL）指定

 キーワード

効果のあるWeb
メディアのみに配信

自動プレースメ「自動プレースメ
ントント

る「プレースメントターゲット」は「手動プレースメる「プレースメントターゲット」は「手動プレースメ

Webメディアや下層のページのURL（アWebメディアや下層のページのURL（ア

コンテンツターゲットで集客後、効果があったWebメディアへ出稿コンテンツターゲットで集客後、効果があったWebメディアへ出稿
するという戦略も手するという戦略も手

ドレス）、もしくは広告枠を選択して広告配信が可能ですドレス）、もしくは広告枠を選択して広告配信が可能です

ント」とも呼ばれてント」とも呼ばれて
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●ディスプレイネットワーク概略

リマーケティング広告（リターゲティング広告）
　ネット広告は、性別、年齢、居住地域などの属性によって広告表示の可否
を設定できるようになっています。それゆえ、4大メディアの広告よりもタ
ーゲティングに優れていると解説しました。しかし、さらなるターゲティン
グを行ってくれる広告があり、それを「リターゲティング広告」といいます。
Google AdWords では「リマーケティング広告」とされていますが、どちら
も同じ意味です。
　リマーケティング広告は、自らが運営するWebメディアを訪れたユーザー
に対して、再度アクセスを促すための広告です。たとえばGoogle の検索結
果から、キーワードターゲット広告をユーザーAがクリックし、B社のWeb
サイトへアクセスしたとします。その後、ユーザーAがブログなど他のWeb
メディアへアクセスすると、そこでもB社の広告が表示され、B社のWeb
サイトへの再訪を促してくれるわけです。
　この例でいうと、ユーザーAが訪れたサイトにはGoogle AdSense から
広告が配信されていることになります。そしてリマーケティング広告は、訪
れた広告主のサイトを再度ユーザーに気付かせ、購買などを検討してもらう
ことが可能です。
　少し不思議な広告表示の仕組みですが、Web ブラウザにはアクセスした
Webサイトなどの情報を保存する「Cookie（クッキー）」という機能があり
ます。このCookie からWebサイトの訪問履歴を把握することで、広告が表
示されます。商品購入などの再考を促す広告といえますが、あまりにも多く
表示されると敬遠される可能性もあるので、注意しましょう。

ユーザーA

①検索

④その後、他のWebメディ
アへアクセスした場合

②検索連動型広告
からB社のサイトへ
アクセス

③アクセス履歴が
Cookieに保存される

⑤リマーケティング
広告が表示される

⑥再度
誘引

リターゲティング広告リターゲティング広告」
リマーケティング広告「リマーケティング広告」

自らが運営するWebメディアを訪れたユーザー自らが運営するWebメディアを訪れたユーザー

Cookie「Cookie

に対して、再度アクセスを促すための広告に対して、再度アクセスを促すための広告
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●キーワードターゲットとイメージ広告

Google AdWordsでの広告表示
　Google AdWords の検索ネットワークに配信される広告のうち、キーワー
ドターゲット広告（検索連動型広告）の表示位置は、Google の検索結果と、
検索ネットワークで配信される他のポータルサイトで異なります。Google
検索結果での表示位置は 19ページで解説した通りですが、AOLの場合は検
索結果の上部に表示されます。
　表示される広告は広義の意味でのテキスト広告で、見出し、説明文、URL
からなります。本書の事例紹介で取材協力していただいた「やお九州」のキ
ーワードターゲット広告の例を下に紹介したので、参考にしてください。
　次に、画像を主とした広告は「イメージ広告（バナー広告）」といわれます。
こちらも後に解説しますが、複数のサイズがあり、サイズに合わせた広告を
作成します。これはディスプレイネットワークに配信され、手動プレースメ
ントでは広告配信先のWebメディアに合わせて広告を制作することもできま
す。広告サイズは変わりませんが、画像だけでなくテキストでの配信もでき
るようになっています。
　テキストや画像だけでなく、さらに音声や動画を加えて Flash で作成し、
ユーザーがマウスカーソルを合わせると、広告が何らかのアクションを起こ
すようなリッチメディア広告も配信できます。また、業種や広告予算にもよ
りますが、動画広告も配信可能です。Google サービスのYouTube だけで
なく、ディスプレイネットワークに登録されているWebメディアの動画関連
ページなどにも表示できます。Google AdWords ではテキスト、画像、そし
てリッチメディア広告や動画広告を配信できるというわけです。

キーワードターゲット広告のサンプルです。

イメージ広告のサンプルです。「やお九州」のリマー
ケティング広告は、右のようなイメージ広告で、他の
Webメディアに表示されます。

テキスト広告テキスト広告で

イメージ広告「イメージ広告

リッチメディア広告なリッチメディア広告
動画広告動画広告



「W
e
b

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」

2017

3.1

1 2
仕事できちんとWebを扱えるように
なりたい人のための新・定番書
そもそもWebサイトって何? というあなたでも、インターネッ
トの基礎からHTMLとCSSの基本や使いこなしを学び、
総まとめとしてシンプルなコーポレートサイトを制作できま
す。環境構築もていねいに説明しました。Web関連の企
業に内定が決まった学生や、Web関係の部署に異動にな
った社会人など、必要に迫られて一通りきちんと学びたい
人のための新・定番書です。ダウンロードできるサンプル
データで実際に作りながら学べます。

HTML5&CSS3
マスターブック

マイナビ出版
デジカル/HONTENTS（著） 
248 ページ
価格：2,138 円（PDF）

HTML
/CSS

ここで学ぶことは何なのか、
どのような用途があるのかを
イメージしよう

デザイン性・機能性に優れた
Webサイトが作れるようになる!
人気のWordPress入門書 第2版です。前回の書籍と同
様、セミナー経験の豊富な著者陣が、実践的なノウハウを
織り交ぜつつ丁寧に解説しています。WordPressの最
新バージョンに対応した手順をすべて画面付きで解説して
いるので、Webサイトをはじめて作る人でも安心して読み
進められます。HTML、CSS、PHPなどの知識がなくても、
パソコン・スマートフォン両方の表示に対応した本格的な
Webサイトを作れることでしょう。

いちばんやさしい
WordPressの教本 
人気講師が教える
本格Webサイトの作り方 
第 2 版 WordPress 4.x 対応

インプレス
石川栄和・大串肇・星野邦敏（著者）
256 ページ
価格：1,663 円（PDF）

CMS

操作の手順は、大きな画面で

ひとつひとつのステップを

丁寧に解説!

実際のセミナーや講義を元にしたやりとりによって、理解を深められる

コードや実際のWebページを

参照しながら学習できる!



4コママンガを交えて
Webサイト制作を解説!
Web

デザイン

UIデザインの原則と
心理学上の根拠がわかる

Web
デザイン

問題は設計にあり!?
UX視点のデザインプロセス

Web
デザイン

写真で顧客の心をつかむ!
Instagramの宣伝ノウハウ

ソーシャル
メディア

絶対に挫折しない
コンテンツマーケティング
Web

マーケティング

WordPress4で迷わず
Webサイトができあがる!
Web

デザイン

わかばちゃんと学ぶ
Webサイト制作の基本

4コママンガを交えて、ユーモアたっぷりにWeb
サイト製作の基本を初心者向けにわかりやすく解
説しています。企画の段階から、HTMLやCSS
の基本、JavaScriptやPHPの概要、Webサイト
の公開・運営に触れています。

シーアンドアール研究所
湊川あい（著者）

価格：2,138 円（PDF・EPUB）

UIデザインの心理学
わかりやすさ・使いやすさの法則

UIデザインコンサルタントによるデザイン原則の
科学。「物事を認識するときにどのようなバイアス
がかかるか」「物事をどのように見分けてとらえる
か」など、UIデザイン原則と心理学上の根拠がわ
かります。

インプレス
JeffJohnson（著者）、武舎広幸・武舎るみ（翻訳）

288 ページ　価格：3,456 円（PDF）

デザイニング
Webアクセシビリティ

この書籍に書かれている内容は、良質なユーザー
体験を生むためのノウハウです。普通に戦略・要
件策定→情報設計→ビジュアルデザイン→実装・
コーディングを行えば、達成基準を満たせること
が理解できるでしょう。

ボーンデジタル
太田良典・伊原力也（著者）

296 ページ　価格：2,700 円（PDF・EPUB）

できる100 の新法則
 Instagramマーケティング

1枚の写真で顧客の心を引き寄せる手法を現役
ソーシャルメディアマーケターが解説。企業が
Instagramでマーケティング、ブランディングを行
い、成果を出すために必要なすべてのノウハウを
収録しています。

インプレス　株式会社オプト・山田智恵・小川由衣・石井リナ（著者）、
できるシリーズ編集部（編集）　240 ページ　価格：1,944 円（PDF）

いちばんやさしい
コンテンツマーケティングの教本 

人気講師が教える宣伝せずに売れる仕組み作り
業界の第一人者が「絶対に挫折しない」をコンセ
プトにコンテンツマーケティングを詳しく解説。商
品の売り込みに限界を感じている人、マーケティ
ングの概念だけでなく実践に本気で取り組みたい
人などにオススメです。

インプレス　宗像淳・亀山將（著者）
200 ページ　価格：1,814 円（PDF）

はじめの一歩！ 
サクサクわかるWordPress 4.x 対応
WordPress4.x（2016年10月最新版）を使って、
ホームページの作り方をていねいに教える本。こ
れまでWordPressを使ったことがない方、HTML
やCSSの知識がない方にとっても分かりやすいよ
う、図解中心で解説します。

マイナビ出版　茂木葉子・天野裕子・遠藤岳史（著者）
256 ページ　価格：1,814 円（PDF）
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マンガと解説のセットで
Webマーケティングを理解

Web
マーケティング

種類の多いWeb広告を
上手に運用するための本

ビジネス視点から
UXの価値を探る!

Web
マーケティング

すぐに役立つ実践的な
グロースハックの手法!
Web

マーケティング

Webマーケティングを
ビジネスに取り入れよう!
Web

マーケティング

タグを効率よく管理して
Webマーケの労力を最小化

Web
マーケティング

マンガでわかる
Webマーケティング 改訂版 
Webマーケッター瞳の挑戦!

マンガとストーリーに沿った丁寧な説明で、Web
マーケティングの本質をわかりやすく解説していま
す。この改訂版では最新のデジタルマーケティン
グに対応し、現場で役立つノウハウをさらに盛り
込みました。

インプレス　村上佳代（著者）、ソウ（イラスト）、
星井博文（原作者・原案）　296 ページ　価格：1,944 円（PDF）

基礎から学ぶ
Web広告の成功法則

本書はWeb広告の上手な使い方を解説する本で
す。特にユーザーをどのようにして動かすのか、
という視点を持つことで、Web広告の種類の多さ
や、新しい技術に惑わされず、長く使える広告運
用のスキルが身に着きます。

マイナビ出版　本間和城（著者）
232ページ　価格：2,462 円（PDF）

UX × Biz Book
顧客志向のビジネス・アプローチとしてのUXデザイン

ビジネスの場面で「顧客とのエンゲージメント」
の重要性が増している中、UXアプローチは不可
欠です。本書はさまざまな現場で活躍する執筆陣
が、複合的な視点で UXおよびUXDのビジネス価
値を分かりやすく解説します。

マイナビ出版　明海 司・井登 友一・奥谷 孝司・川田 学・
坂本 貴史・橘 守・田平 博嗣・塚本 洋・萩谷 衞厚・原 裕（著者）

240 ページ　価格：3,024 円（PDF）

いちばんやさしいグロースハックの教本
人気講師が教える

急成長マーケティング戦略
注目の成長戦略「グロースハック」の実践が学べ
ます。業界の第一人者が自社製品を育てた経験を
もとに、すぐに役立つ手法やフレームワークを解
説。製品やサービスを最短で収益化して成長に導
くノウハウが満載です。

インプレス　金山裕樹・梶谷健人（著者）
176 ページ　価格：1,728 円（EPUB）

いまさら聞けない
Webマーケティング 

初歩から学べる集客のセオリー
近ごろはさまざまなマーケティング手法が登場して
います。本書はそうしたトレンドを押さえつつ「マー
ケティング戦略を基本から学びたい」「Webマー
ケティングを実践に活かしたい」と考えている方
に向けた一冊です。

マイナビ出版　佐藤和明（著者）
272ページ　価格：2,138 円（PDF）

デジタルマーケターとWeb担当者のための
Google＆Yahoo!タグマネージャー

の教科書
「Googleタグマネージャー」と「Yahoo!タグマネー
ジャー」について、設定や運用の実際、さらに効
果測定や運用のTipsまでを詳しく解説。本書を読
んでタグによる効果を最大化し、そのための労力
を最小化しましょう。

マイナビ出版　海老澤澄夫（著者）、ウェブ解析士協会（監修）
304 ページ　価格：2,894 円（PDF）
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