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本書を手に取っていただき、ありがとうございます。
「この本を手に取っている」ということは、何かしらWeb広告で悩んでいるかと思います。
・広告の種類やメニューがたくさん—何から手を付ければいいんだろう？
・目標CPAを広告で達成できない—どこに原因があるんだろう？
・Web広告でできることはすべてやった—もっと成果を出すには？
広告代理店の方であれば、
・広告の新規営業で、なかなか受注できない—なんでだろう？
そんな悩みを私自身も過去、感じていました。また、外部でWeb広告をテーマにしたセミ
ナーを行ったときも、参加いただいた皆様は上記のような悩みを抱えていました。みなさ
んはどうでしょう？
成果が出ない、広告営業で受注ができない、何をすればいいか分からない。そんな悩みを
抱えている人には、必ず1つの共通項があります。その共通項はテクニックのみでWeb
広告を成功に導こうとしているということです。
「検索連動型広告は何個キーワード入れればいいですか？」「SNS広告ってトレンド的に
やった方がいいですか？」「運用型広告の入札って何円くらいがいいんですか？」
これは、よくみなさんから聞く相談事項の一部です。これがテクニックのみでWeb広告を
成功させようとしているということです。目の前のWeb広告にとらわれ過ぎてしまい、
Web広告にとって一番大切なユーザーにどのように情報を届けるかという観点が欠落し
てしまっている人がとても多くいる気がします。ぼくらWeb広告に携わる人間が、一番注
視しなければいけないことは広告自体ではなく、その先のユーザーであることを忘れては
いけません。
そこで、本書ではWeb広告を使い「ユーザーをどのようにして動かしていくのか」という
視点で解説やお話しを多く行っています。もちろん、明日から使える広告設計や運用のテ
クニックも、実例を踏まえながら紹介しています。
これからWeb広告の世界に足を踏み入れる人、すでに1～3年程度Web広告に携わって
いる人、部下にWeb広告の基礎・基本を教えるマネージャー。そんなかたに手に取って
ほしい、何年も使える「Web広告の本質、基礎となる考え方」をテーマにした一冊として
仕上げたつもりです。
逆に、最新のアドテクノロジーや、細かな運用の話などはあまり語っていません。そういっ
たものを期待していた方、ゴメンナサイ。
本書が、少しでもみなさんのWeb広告設計や運用にプラスになれば幸いです。

2016年7月　本間 和城
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Chapter 1
Webマーケティングに関わる

すべての人たちへ
Webでモノが売れない、サービスの申し込みが増えない。
そんな悩みを持つWeb担当者やマーケターの方へ、「売
れない理由」から売れる仕組み作りを紐解いていきます。
そして、その売れる仕組みを作れる人材になるためのスキ
ルは何なのか、分かりやすく解説していきます。

1-1	 Webで売れる仕組みを作る
1-2	 Web広告のプロ

Chapter1　Webマーケティング・Web広告

Chapter 5　Web広告の手法

Chapter６　Web広告のクリエイティブ

Chapter 2
Web広告の準備

Chapter３
Web広告の設計

Chapter 4
Web広告の計測

Chapter 4
Web広告の改善



売りたいものが売れない。申し込みが増えな
い。そんな声をよく聞きます。
確かに、日々世の中には新しい商品が生まれ、
嗜好が細分化され、ユーザーに届く情報は爆

発的に増えています。ただ、そんな外部環境
に嘆いたところで、なにもいいことは起こりま
せん。特にWebでは以下のような悩みをよく
聞きます。　

Webで行っている様々な施策や運用が100％
うまく行っていると自信を持って言える方は
少ないのではないでしょうか。つまり、みん
なWebでもっとモノが売れると思っていま
す。でも次の打ち手がわからない。
Webでは様々な方法でユーザーとコミュニ
ケーションを持つことができます。顧客とな
る人と初めて接点を持ち、自社の商品を知っ
てもらう。そのユーザーへ定期的に情報発信
をして、関係性を築く。なにか困っている、
欲しいと思っているユーザーにピンポイント
で情報を届ける。そして購買や登録を促し、

24時間365日どこからでもユーザーに行動を
してもらう。その一連の流れを定量的なデー
タで理解し、どこが良くてどこがダメなのか
を把握することができる。
やれることが多すぎて、逆に何をすればいい
のかわからなくなってしまうのです。
Webでモノが売れない。でも何をしていいの
かわからない。そんな方のために、Webマー
ケティング、特に販促に関わるプロモーショ
ンの領域で、次にあなたが何をすべきなのか
が見つかる、これはそんな本です。

図1-1-1　Web担当者・マーケターのよくある悩み

Webで売れる仕組みを作る

1-1

Webでモノが売れないと嘆くすべての人たちへ

Webサイトに
誰も来ない

購入や登録が 
ほとんどない

運用の手間の
割に結果が出
ない

何をどう改善
すればいいか
分からない

002 1　Webマーケティングに関わるすべての人たちへ



Webでモノが売れない4つの理由

・	売っている商品が悪い
・	Webサイトが担う役割が悪い
・	Webサイトでのデザインや操作性が悪い
・	集客方法が悪い

ここでいう「悪い」というのは、競合他社と
比較して劣っている、ターゲットユーザーか
ら見て魅力的ではないという意味合いとなり
ます。
一番上の「売っている商品が悪い」に関しては、
Webでなくても売れないでしょう。前提とし
て、ユーザーに使ってもらって満足してもら
えるような商品でなければ、そのモノを得る
仕組み自体を考えたところでムダです。

本書では、プロモーションについてメインで
お話をしますが、すべてが一本の線でまとまっ
ていないとうまくいかないので、Webでの売
り方や、Webサイトの話の話も合わせてお伝
えしていきます。
このように、売れない理由は4つしかないと考
えれば、複雑に見えがちなWebサイトでの
マーケティングや、売れる仕組み作りもシン
プルに見えてきます。

どうすればWebでモノが売れるのか、それを
考える前に「なぜWebでモノが売れないのか」

を考えていきましょう。大きく4つの理由が考
えられます。

図1-1-2　Webでモノが売れないときは、どこかが悪い

なぜWebでモノが売れないのか

役割集客

Webサイト 商品・サービス

003Webで売れる仕組みを作る
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前のページでモノが売れない4つの理由を挙
げましたが、逆にいうとこれがすべてうまく
いっていれば、Webでのマーケティング活動
はうまくいきます。

何をもってうまくいくというのか。
それはすべてに一貫性があるかどうかにか
かってきます。

それぞれの項目自体に対して良し悪しは存在
しますが、それぞれを「使いやすく」「魅力的に」
と良くしていったところで、それぞれの項目に
一貫性がなければ、ちぐはぐになってしまい、
ユーザーを惑わせてしまうことになります。
ユーザーが商品を購入する、または登録をす
るまでに、どのようなコミュニケーションを
Webで行っていくのか。Web以外のところで
はどのようにコミュニケーションをするのか。

そういったことも考える必要があります。
Webでビジネスのすべてを行うことは業種に
よって難しいものです。来店やお試し購入後
のダイレクトメール、営業マンによる対面営
業などにつなげていくことがWebとしての役
割である、ということを明確化し、それぞれ
の「売れない理由」について、どこが問題点
なのかを調べていくことが必要です。

Webマーケティング全体に一貫性を

Webマーケティングにおいて一貫性のなさが招く結果
事例 具体例 一貫性がない結果
商品とサイトに一貫
性がない

高額商品だが、Webサ
イトがチープ

サイトの信頼性がないことで、商品の品質
自体を疑い、購入に至らない

商品とサイトの役割
に一貫性がない

検討期間が長い商材を
Webサイト上で購入さ
せる

資料を見たり、お試してから買うか決めた
いが、Web上で購入を迫られ、失敗したと
きのリスクを考えてしまい、購入に至らない

集客とサイトに一貫
性がない

女性向けのサイトデザイ
ンに、男性を集客する

「この商品を使うイメージがサイトを見ても
湧かない」という感情となり、購入に至ら
ない

集客とサイトの役割
に一貫性がない

「スカートが欲しい」ユー
ザーを集客したが、トッ
プページからスカートを
探さないといけない

欲しいものが決まっているのに、その情報
がすぐ手に入らず、サイトから離脱してしま
う
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Chapter 2以降でも、集客やプロモーション
について解説をしていきますが、先に「集客

方法が悪い」について簡単に分析していきま
しょう。

ここでいう「見込み客」というのは、後述す
る「ターゲットユーザー」です。自社のサー
ビスを理解し、購入してくれるであろうユー
ザー層のことを指しています。
誰もサイトを知らないというのは、当たり前で
すが、ダメですね。
だからといって、むやみやたらといろんな人
に「サイトがあるんだよー！	見に来てね！」
といったところで、その商品を本当に欲しいと
思う見込み客に届かなければ意味がありませ
ん。現実的なことをいえば、広告費のムダです。
では、その見込み客にサイトを知ってもらえ
るだけでよいのでしょうか？　しっかりと商品
の良さを知ってもらい、サイトを訪れてもらわ

なければなりません。見込み客にしっかりと
サイトのこと、商品のことを知ってもらい興味
を持ってもらうことが必要です。
それに加えて、タイミングが重要です。見込
み客が訪れたとしても、そのとき「今買うと
きじゃないな」と感じているのであれば、購
入してくれません。情報を継続的にユーザー
に与え、何度も足を運んでもらいながら、少
しずつ購買意欲を高めていくことは大切です
が、一番いいタイミング、つまり、「欲しい！」
と思ってくれているタイミングでサイトに呼
び込めないのであれば、その継続的なアプロー
チは無駄になってしまいます。

「集客方法が悪い」を分析する

集客方法が悪い4つのケース

・	そもそもWebサイトを誰も知らない
・	見込み客となるユーザーがWebサイトを知らない
・	見込み客となるユーザーがWebサイトを知っていても訪れない
・	見込み客となるユーザーが訪れても、購買意欲が高まっていない
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本書は、「Webでモノが売れる仕組みを作る
方法」をWeb広告を中心にとらえた上で、筆
者なりの解説をしていく本です。「Web広告
のプロ」とは、Webでモノが売れる仕組みを
設計でき、数ある売れる仕組みの要素の中で、
Web広告に特化した人のことだと、筆者は考
えています。

今回定義するWeb広告のプロは、運用のプロ
ではなく企業の利益を出し続けるために、
Web広告の役割を明確に理解したうえで、
Webでモノが売れる仕組みを作り・運用し続
けられる人です。決められた予算で広告運用
をする人ではありません。Web広告でビジネ
スを最大化できる人です。

それぞれの広告を上手に運用できたとしても、
その広告によってビジネス全体がどう変わる
のかを把握できなければ、それは広告のオペ
レータでしかありません。今後、人工知能に
とって代わられる仕事になってしまうかもし
れません。
Web広告のプロになるのは、なかなかハード

ルが高そうですね。Web広告にかぎらず、時
代の代わりやテクノロジーの進化などにより、
学ばなければならないスキルは常に増えてい
ます。では具体的に何をすれば、プロだと胸
を張っていえるようになるのか、それをスキ
ルセットとして次の項目で紹介していきます。

Web広告のプロを目指そう

1-2

Web広告のプロとは?

オペレーターにならないために
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Web広告のプロとして必要なスキルとは何で
しょうか？　マーケターの方や、Web担当者、
広告代理店の方とその話をすると、やけに「技
術」の話ばかりに目がいっている気がします。
様々な広告を技術面から理解し、管理画面の
使い方を知り、実際に運用し成果を出す。た

だそれだけに目がいってしまうと、2つの大切
な視点が欠けてしまいます。Web広告を本質
から理解し、プロとして胸を張るためには2つ
の側面からスキルを会得していかなければな
りません。

2つのスキルをさらに2つずつに分解し、計4
つのスキルを挙げました。これが、Web広告
における必須なスキルです。
前述の「管理画面の使い方」や「運用の方法」
は、「技術スキル」の「各広告手法の理解」で

すね。このスキルだけに目が行きがちですが、
広告全体を見ること、そしてユーザーを見る
ことができなければ、ある一定のスキルレベ
ルで成長が止まります。

具体的なWeb広告プロとしてのスキル

Web広告のプロが会得するべき具体スキル

技術スキル
各広告手法の理解 リスティングやDSP（P.012）といった、広告

の理解と運用スキル

広告設計・運用全体の理解 広告予算の最適分配や手法の選定、マーケ
ティング活動全体の設計

ユーザー理解の
スキル

ユーザー感情・行動の理解 消費者のニーズや行動を把握	解析による分
析や計測を行うスキル

ユーザー行動を変えるトリ
ガーの理解

どのようなメッセージや機能によりユーザー
行動が変わるのか理解、実施
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ユーザー行動を理解するスキルの重要性は不
変です。トレンドや思考の変化はあるものの、
極端にいえば、ユーザーはお金を払う・時間を
使う以上の便益をその商品に感じれば買うし、
感じなければ買わない。それは不変であり、
それゆえ、ユーザー理解のスキルの重要性は
不変なのです。
しかし、前述の通り、広告手法の理解にばか
り目がいってしまい、限られた手法の中でどう
にかしようとして行き詰まってしまいがちで
す。よく、広告運用担当の方から聞く「○○
広告は効果が悪い」「○○広告はトレンドだか

ら、競合がいないうちにやったほうがいい」
という、手法ばかりに目がいってしまう会話が
生まれてしまうのはそのせいですね。ユーザー
の理解ができていないから、手法の良し悪し
だけで判断してしまうのです。
Chapter 2以降、Webプロモーションの全体
設計や効果改善、各広告手法の成功法を説明
していきます。本書を読み進めていくにあた
り、分からない言葉や用語がある場合は本の
最後に索引がありますので（P.217）、確認しな
がら読み進めてみてください。

手段・手法で良し悪しを判断しない

ダミー
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ダミー

Chapter 2
Web広告を始める前の準備が、

成功と失敗を分ける
Web広告を成功に導くためには、計画的な準備が必要で
す。どのようにWeb広告を成功に導くのか、そもそも成
功とはなんなのか、具体的に行っていくことはなんなのか。
そういったWeb広告に関する悩みをもとに、Web広告の
準備を紐解いていきます。

2-1	 0からわかる！		Web広告の基本を解説
2-2	 Web広告ってどうやって運用するの？
2-3	 Web広告を出稿する前に準備すること

Chapter1　Webマーケティング・Web広告

Chapter 5　Web広告の手法

Chapter６　Web広告のクリエイティブ

Chapter 2
Web広告の準備

Chapter３
Web広告の設計

Chapter 4
Web広告の計測

Chapter 4
Web広告の改善
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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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