


会社概要

発見とは、誰もが見たことのあることをじっくり見据えた上で
誰一人として考えたことのないことを、考えてみることである。

ハンガリーの生物学者、アルベルトは後世にこの言葉を残しました。

人間は視認可能なもののみに囚われ、考える行為を放棄しがちです。

ディスカバリーの社名は、常に多種多様な視点から考えることを追求し、

お客様の問題解決のために最高のパフォーマンスを提供したいという考えから名付けました。

セント＝ジェルジ・アルベルト
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会社概要

株式会社Discovery

1,000万円

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15野村不動産大阪ビル

〒100-0014 東京都千代田区永田町２丁目４－８ニッセイ永田町ビル8F

〒810-0042 福岡市中央区赤坂1-5-3 オクターブ赤坂ビル7F

06-6314-6218（代表）

篠木 隆秀/島田 遼一

沢田 陽平/種定 洋介

2015年10月23日

83名　2023年4月時点

デジタルマーケティング支援/クリエイティブ・制作/通販支援 

キャスティング/プロダクト・メディア開発・運営

商 号

資 本 金

本 社 所 在 地

東 京 支 社

博 多 営 業 所

T E L

代 表 取 締 役

取 締 役

設 立 年 月 日

従 業 員 数

事 業 内 容

会社情報

大阪府大阪市において株式会社Discovery設立

事業拡大により本社移転

Yahoo!プロモーション広告正規代理店に認定

日本情報処理開発協会よりプライバシーマークの認証取得

大阪オフィスのフロア増設

東京オフィスの開設

Twitter広告認定代理店に認定

事業拡大により本社移転

LINE Ads PlatformのSales Partnerに認定

Yahoo!マーケティングソリューション２つ星パートナーに認定

事業拡大により東京オフィスの移転

Google Premier Patnerに認定

「品質認証事業者」としてJICDAQへ加盟

博多営業所を開設

2015年10月

2016年01月

2016年10月

2017年03月

2017年07月

2017年09月

2017年10月

2019年04月

2019年08月

2019年10月

2021年10月

202２年02月

202２年0７月

202２年0８月

沿革

当社、株式会社ディスカバリーは
JICDAQ（一般社団法人デジタル広告品質認証機構）
に加盟しブランドセーフティ認証、
無効トラフィック対策認証を取得しております。

ご安心して任せて頂ける様々な認証や資格を保有 加盟団体・認証

Google広告における
Premier Partner
バッジ認定を
頂いております。

Facebook（Meta）より
Metaビジネスパートナー
バッジ認定を
頂いております。

Yahoo!広告に
おける3つ星認定を
Yahoo!から
頂いております。

LINE SalesPartner
におけるBasic認定を
LINEから
頂いております。

Twitter広告
正規代理店認定を
Twitterから
頂いております。

ディスカバリーは
プライバシーマーク
付与事業者です。
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ディスカバリーの事業

ディスカバリーにできること

展開中のプロダクト・サービス・メディア

デジタル
マーケティング

支援

通販(D2C)
事業支援

クリエイティブ
制作

プロダクト・
サービス・
メディア

キャスティング

ディスカバリーでは、WEBマーケティングに関するサービスを幅広く取り扱っています。

�������� ������������������ ���������������� ��������
���� ������

	����������

10 0 0名以上のインフルエン
サーへの一斉依頼が可能な
キャスティングツール投稿、ア
ンケート、座談会依頼など用
途に応じた依頼が可能

リクルーティングソクラテス
は、LP型求人ページと運用型
広告を掛け合わせた、採用獲
得単価最適化サービス

エクステンシブル社と共同
サービスリモートワークのお
悩みを解決するオンライン・
ワークスペース

Discoveryの実践知をアーカ
イブしたデジタルマーケティ
ング、クリエイティブ、分析に
おける、デジタルメディア

Renoma社との共同サービ
ス。学生へのデジタルマーケ
ティング教育を実戦を通じて
行うマーケティングカレッジ

ゲイザーはモニタリングレポー
ト、ヒートマップ分析フォーム分
析をお客様要望に合わせダッ
シュボード化する、フルカスタマ
イズレポーティングサービス
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プランニングチーム

● アカウントプランナー
● アシスタント
　プランナー

戦略設計の伴走・サポート
戦術立案（施策への落とし込み）
ディスカバリー社統括ディレクション
施策の情報・報告
同行・提案・振り返り

● クリエイティブディレクター／アートディレクター
● デザイナー／コーダー／ライター／動画ディレクター／動画デザイナー

● 運用コンサルタント
● 運用者（各媒体毎）／オペレーター／分析官

制作クリエイティブチーム 広告運用チーム

アカウントプランナーがお客様に担当として向き合い、初期の戦略設計から広告運用や、クリエイティブ制作においての
戦術設計と施策実行、レポーティング、同行営業まで一貫して支援します。

また案件特性に対して適したスタッフィングを行い、チーム全員でお客様と向き合います。
代理店様に対しての2次受けサービスもご提案しています。

デジタルマーケティング支援

ディスカバリーの体制～最適なチーム編成を行い対応～

代理店様クライアント様
代理店ご担当者様

クライアント様 代理店様向け
二次受けサービス
● 広告提案
● 運用代行
● 制作支援

���������������
�
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ディスカバリーの体制

アカウントプランニング�����������

現在までに3,000アカウント以上のお客様のご対応を差し上げてきた経験がございます。特に通販業種の実績
が最も多いのですが、業界毎に強みをもったプランナーが在籍し、成功ノウハウや、ナレッジを業界毎に蓄積し
てきました。業界のビジネスモデルを理解しご提案を差し上げます。

単品リピート通販 コスメ

健康食品 多品種EC

アパレル 食品・雑貨

B to B SaaS

教育 不動産

メーカー・ブランド アプリ

エンタメ 公共サービス

地方自治体 人材サービス

金融

実績のある業界例一覧
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ディスカバリーの体制

広告運用�������
�������

当社では運用チームの体制はSEMチーム、SNSチーム、ネットワークチーム、オペレーションチームと分かれ、
媒体特性毎にエキスパートが在籍しております。ほぼ、全ての国内運用型媒体の運用が可能です。目的、手法、
特性、得意先業界、媒体毎のエキスパートが体制を組んで運用を行うのが当社の運用体制となります。

リスティング広告 YDN

GDN TrueView

Facebook Instagram

LINE Twitter

TikTok SmartNews

Gunosy Outbrain

Taboola Popin

Scale Out Logicad

MicroAd

Apple search Ads

i-mode

Amazon search

仕入れ・運用可能媒体例一覧
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ディスカバリーの体制

クリエイティブ制作��������

品質の高いクリエイティブを制作する為、また得意先様の様々なご要望にお応えする為に、当社の制作チーム
には領域毎のエキスパートが在籍しております。ディレクター、アートディレクター、デザイナー、動画デザイ
ナー、ライター、マークアップエンジニア等。業界毎のデザイントレンドも意識し、広告運用やアカウント全体の
戦略と連動したクリエイティブ制作が可能となります。

LP バナー

動画バナー ECサイト

ブランドサイト アンケートLP

記事LP マンガLP

キャンペーンサイト 撮影（商品）

撮影（モデル） アートボード

プロダクト ロゴデザイン

ブランドブック フライヤー

同梱チラシ

イラスト

キャスティング

ツール実装

制作・支援可能なサービス品目例一覧
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広告運用におけるディスカバリーの強み①　

広告配信開始までのワークフロー例

業界的な話にもなりますが、広告配信においては、細かい作業が多く発生し、
媒体の特殊な知識や経験がなければミスが発生しやすいものです。

また、十分な準備ができていなくては効果が想定とかけ離れて悪い、最悪広告配信すらできない、ままならないといった事象も発生します。
そういったリスクを低減し、お客様のご期待頂く効果、結果に最短距離で到達し、そして超えたいという思いから
「ワークフロー」またその工程をチェックする「チェックシート」の設計、実施、見直しを永続的に続けております。

※広告配信後、各媒体の効率改善をしながら、獲得を最大化させるワークフローまたはレポーティングの作成、チェック、報告のワークフローもございます。

プロジェクトの成功確率、サービス水準を上げるワークフロー～広告運用～　

媒体毎に
配信開始までの
チェックシートを
埋めながら作業

Tag埋め込み
チェックシート確認アカウント発行キックオフMTG 配信開始入稿ダブル

チェックシート
入稿セルフ

チェックシートチェック
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広告運用におけるディスカバリーの強み②

制作においては、広告の配信先であるLPや、ブランドサイトなどの制作、入口の広告、クッションのページなどに分けられます。
それぞれ、初期制作するワークフローと広告効果を鑑みクリエイティブを改善していくワークフローに大きく分かれると私達は考えています。

制作物は得意先様のイメージや伝えたいことが消費者の目に見える形で伝わります。
初期制作においての私達の制作「ワークフロー」は、クリエイティブ制作における「なんか思っていたのと違う」をなくし、

得意先様の期待を超えるもの、広告効果を最大化させる為のものとして位置づけております。

クリエイティブ制作においても強みを発揮する確固たるワークフロー～クリエイティブ制作～

LP制作のワークフロー例

アートボード作成
とご提案

ターゲット・
コンセプト・
戦術資料作成

インタビューキックオフMTG
第3稿制作

コーディングと
確認校了

第２稿制作と
ご提案・修正

構成・ライティング
制作と修正

初稿制作と
ご提案・修正
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広告運用におけるディスカバリーの強み③

媒体別獲得称号

「広告運用パートナー」認定は全国のYahoo！代理
店様の中で特に運用技能が優れた代理店に対して
の認定制度「★★★」認定は多数のYahoo！アカウ
ントを高い水準で運用を行っている代理店に対し
て付与されるバッジとなります。各種推奨事項、運
用サポート、ベストプラクティスなど成果促進につ
ながる情報やサポートをYahoo！様より提供いただ
けます。

Meta Business Par tnersは、パフォーマンスと
サービスに対して最高レベルの基準を満たした企
業に付与されます。各種推奨事項、分析レポート、
効果測定リソース、クリエイティブのベストプラク
ティスなど成果促進に役立つ厳選された特典や、優
先的なサポートをMeta社より提供いただけます。
パートナーの種類は「バッジ取得パートナー」と
「パートナー」の2つに分類され、ディスカバリーは
Meta社より最高位の「バッジ取得パートナー」を認
定されています。

Google Par tnersプログラムは3つの参加レベル
が用意されており、「Premier Partner」はその中で
最上位のステータスであり、各国の参加代理店の上
位3%のみに付与されます。多数のGoogleアカウン
トを高い水準で運用を行っている代理店に対して
付与されるバッジとなります。各種推奨事項、運用
サポート、ベストプラクティスなど成果促進に情報
や、サポートをGoogleより提供いただけます。

パフォーマンスとサービスに対してLINEの基準を
満たした企業に付与されます。
各種推奨事項、運用サポート、ベストプラクティスな
ど成果促進のための情報や、サポートをLINEより
提供いただけます。
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サービスの提供範囲

ご提案 ご提案支援

提案事例

競合コンペや既存クライアント様への
改善提案などの提案業務を

サポート致します。

制作事例

LP・サイト制作やバナー制作業務を
企画からデザインまでサポート致します。

広告運用事例

メディアのプランニングから
運用、レポーティングまで
サポート致します。

制作支援 広告運用代行

ディスカバリーでは、提案および制作支援、広告運用代行のサービスを行っています。
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デジタルマーケティングご提案支援

ご提案からレポーティングまで一気通貫でご対応致します。
認知案件、獲得案件共に対応可能です。

提案

● 競合プレへの参加
● 改善提案

WEB施策の戦略立案から
提案資料の作成まで

サポート。

ご提案内容に沿った
プランニングや
KPI設計を実施。

主要メディア＆各種
DSPなど幅広い媒体を

対応可能。

広告レポートからサイト
分析やダッシュボード
作成なども対応可能。

● メディアプランニング
● シミュレーション作成
● KPI設計

● バナー/サイト制作
● 入稿
● 運用調整

● レポート
● サイト分析レポート

プランニング 制作・運用 レポーティング

��������� ����� ��������������������� ��������
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サービスラインナップ　デジタルマーケティング(運用)

プランニングから施策、分析、改善までトータルで提案、運用いたします。
自社でノウハウを蓄積したい企業様や、インターネット広告の取り扱い知見が無い企業様向けに、WEBプロモーション全体のコンサルティングサービスを行っています。

課題と目標を踏まえたKPI設計から、豊富な取扱媒体を用いた最適なプロモーションまで、WEBにかかわることを一貫してご担当させていただきます。

単品リピート通販 コスメ

健康食品 多品種EC

アパレル 食品・雑貨

B to B SaaS

教育 不動産

メーカー・ブランド アプリ

エンタメ 公共サービス

地方自治体 人材サービス

金融

リスティング広告
運用代行

きめ細かな、入稿キーワードの
調整と除外、キーワードグルー
プ毎にクリエイティブテストを
実施し期待を超える効果を追
求します。

当社の最も配信実績の多く得
意な媒体です。通販企業様の実
績では1,000件以上の獲得実
績もございます。

国内最大級の配信在庫を誇り、
数多くの配信手法が存在する
ネットワーク。配信戦術の選択
肢が数多くあり、初期の配信戦
術設計が非常に大事な媒体で
す。

Facebook・Instagram・その
他提携媒体へ出稿が可能な媒
体、配信クリエイティブのバリ
エーションが豊富。広告出稿に
おける成否を分けるポイントも
入稿クリエイティブの豊富さが
鍵を握ります。

LINEが提供するサービス・アプ
リ、その他提携媒体へ出稿が可
能な媒体、LINE独自のターゲ
ティングが可能、我々の欠かせ
ないSNSになりつつあり、高い
費用対効果を見込めます。

Yahoo! Display Ad Network
（YDA）広告運用代行

Google  Display Network
(GDN)広告運用代行

　

Facebook/Instagram
広告運用代行

LINE Ad Platform
広告運用代行

 　Twitter広告運用代行

Twitterのタイムライン上に表示
される広告。独自の広告手法が
様々あり、リツイート後の広告表
示は無料で、広告の2次拡散が
期待でき、入稿クリエイティブ
や設計によっては、低コストで
広告の拡散を狙うことができま
す。

中高生を中心に利用ユーザーが
広がるTikTokと有するサービ
(BazzVideo/Pangle)に対して
広告出稿が可能な媒体です。音
楽付きの動画広告で配信すると
効果的で、ビューティ・コスメ系
のお客様におすすめです。

お客様の与件に応じて、様々な
アドネットワーク・DSPをご提
案差し上げます。それぞれ独自
の配信面やターゲティングを有
しております。

Amazon内での検索連動型広
告とApp le Sto re内での検索
連動型広告の運用代行となりま
す。Amazon内で物販を行われ
ているお客様、アプリのインス
トールを効果的に増やしたいお
客様にご提案差し上げておりま
す。

Tiktok/Buzz Video/Pangle
広告運用代行

アドネットワーク/DSP
広告運用代行

Amazon広告
Apple Search Ads
広告運用代行

実績のある業界例一覧
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ディスカバリーの広告運用ポリシー

購入やサービスの導入をマーケティング目標として
掲げる得意先様においてのアプローチ例

ディスカバリーの広告運用に対するスタンス・ポリシー
ディスカバリーの広告運用は、当社の根本にある考え方、バリュー（行動指針）でもある「問題解決思考」を軸に行われます。

広告運用においての「問題」というのは目標と現状にギャップがある状態です。
その「問題」を課題（各改善必要指標）に落とし込み、改善のために必要なアクションの仮説を立てて検証を進め、

課題解決の結果、問題を解決することが我々、ディスカバリーの広告運用の基本姿勢です。

以下の広告運用においては以下の思考プロセスにて問題を解決し、得意先様のマーケティング目標を達成し、さらに加速させます。

目標（KPI）と
現状のGAP

問題提起

KPIを因数分解
した指標

課題抽出

CPA
顧客獲得単価

CV
購入数・申し込み数など

CPA
(顧客獲得単価)

CPC(誘導単価)/
CVR(獲得率)

▼課題の抽出(改善の取り組みが可能な指標)

・CPC(誘導単価)
・CVR(獲得率)
・CPM(1,000回あたりの配信単価)
・CTR(クリック率・誘導率)

※CPC(誘導単価)　CPC=CPM(1,000回あたりの配信単価)*CTR(クリック率)

▼課題の抽出(改善の取り組みが可能な指標)

・IMP(配信量)
・CTR(クリック率・誘導率)
・CVR(獲得率)

� �

CV
IMP(配信量)*CTR(クリック率・
誘導率)*CVR(獲得率)

CPA(顧客獲得単価)を目標値に収斂させながら
CV(購入数・申し込み数)の目標数値を超える

獲得を目的とする
施策の場合目標

（KPI）として2つの
指標が多く
設定されます。
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広告運用ステップ例

Yahoo！ディスプレイアドネットワーク(YDA)の改善フローと施策例

解決すべき問題

目標CPAとのギャップを埋める 目標CVとのギャップを埋める

CVRを改善する CPCを改善する CTRを改善するIMPを改善する

CPCを下げるための打ち手

例えばCPCに課題があり施策を立案する場合

仮説

備考

入札を下げる 「クリック数の最大化」を
入れる オーディエンスを広げる プレースメントを広げる 年齢・性別を広げる サーチキーワード

リストの追加 デバイスを広げる 配信先を拡張する

安い広告から順に配信
されるため

上記によりCPCの
低い広告が増加

上記によりCPCの
低い広告が増加

上記によりCPCの
低い広告が増加

上記によりCPCの
低い広告が増加

上記によりCPCの
低い広告が増加

枠が多いフォーマット
の方が入札競争が
起こりづらい

仮説

備考

広告フォーマットの変更 画像の検証 TDの検証 地域の入札調整 時間・曜日毎の入札調整 サーチキーワード
リスト毎の入札調整 日予算を下げる

推定アクション率が増加し、
CPCが下降

推定アクション率が増加し、
CPCが下降

入札比率を下げ、
CPCを下降させる

入札比率を下げ、
CPCを下降させる

入札比率を下げ、
CPCを下降させる

入札戦略がクリック数・
コンバージョン
最大化の場合

最適な改善策を選択します
課題を抽出
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パートナー(媒体社)様との強い連携

今、非常に勢いのある代理店さん
です。
Yah o o！広告においては前年比
500％前後の成長率で拡大し、当
該エリアでは数社のみとなるセー
ルスパートナー※三ツ星を獲得され
ています(2022年10月)。単純な広
告運用に留まらず、配信アルゴリズ
ムを運用スペシャリストチームで解
明。独自で蓄積された「クリエイ
ティブ運用」のノウハウに、ディス
カバリー様の大きな強みである「ク
リエイティブ力」が掛け合わさり、
高い広告効果を発揮できる事例を
続々と創出されています。
撮影からデザイン、コピー作成、広
告運用まで全て一貫して社内で遂
行できる体制があり、クライアント
様の商品特性をどこよりも理解し
た“愛溢れるクリエイティブ”が次々
と生み出されています。
今後も広告業界を牽引され、広告
主様にとって頼もしいビジネスパー
トナーになっていただけると確信
します。

パートナー担当者様からの声
ディスカバリーは、これまで培ってきた確かなノウハウと体系化された仕組みで、

「Yahoo!」や「Twit ter」などのパートナー（媒体者）様から厚い信頼を獲得しています。
中でもYahoo！広告運用においては「★★★」の認定と「広告運用パートナー」の認定を保有している認定代理店です。

ここでは、そんなパートナー様からいただいたディスカバリーに対する声を紹介します。

ヤフー株式会社　MSグループ MS統括本部第三営業本部
藤井 淳子様

Twitter Japan株式会社　Twitter Client Solutions　
シニアエージェンシーパートナー　春原 一之様 Supership株式会社　副社長　稲田和彦様

※主にYahoo!広告を総合的に活用し、
優れた実績があるパートナー

当社は、Yahoo!ディスプレイ広告(YDA)
の正規代理店認定を頂いております。

ディスカバリー様には、
E-Commerce企業を中心としたダ
イレクトレスポンス領域の広告に
於いて、かなり早い時期より取り組 
みを強化頂いております。 また、こ
の領域で多くの成功事例を創出頂
き、大変感謝をしております。 今後
も益々強いパートナーシップで、ダ
イレクトレスポンス領域のマーケッ
ト拡大をご一緒できること、非常に
有難く、楽しみにしております。引
き続きどうぞ宜しくお願い致しま
す。

当社は Twitter広告の
正規代理店認定を頂いております。

株式会社ディスカバリー様とは6年
前からお取引させて頂き、そこから
様々な与件で当社のDSPを利用し
て頂きました。 キャンペーン、獲得
を目的としたものなど様々な領域
においてスケールアウトを活用頂
いております。 認知から獲得全て
の要望において幅広く要望に応え
て頂ける代理店様です。

当社は、Yahoo!ディスプレイ広告(YDA)
の正規代理店認定を頂いております。
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サービスラインナップ　クリエイティブ制作

マーケティングをドライブさせるクリエイティブ
プランニングチーム、広告運用チーム、制作クリエイティブチームの3つのチームが存在するディスカバリー。

クリエイティブチームのミッションは、これらのチームと連携をしながら、クリエイティブの力でマーケティング効率の最大化と最適化を行うことです。
プランニング、広告運用と素早く連動することはもちろん、制作チームの中にも成果を出す為の仕組みが存在します。

そのために、ディスカバリーのクリエイティブチームは、以下の取り組みをしています。

クリエイティブ
アイデアを創造

仕組みを
回転し
効果検証

仕組み化

世の中に溢れる
様々な制作
事例を研究

制作クリエイティブチーム

広告運用チーム

プランニングチーム

������������


マーケティング効率の最大化と最適化する仕組み

世の中に溢れる様々な制作事例を研究01

再現性にこだわり仕組み化03

新たなクリエイティブアイデアを創造02

仕組みをすばやく回転させ、効果検証04
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サービスラインナップ　クリエイティブ制作

クリエイティブのプランニング、分析、改善までトータルで担当
ディスカバリーのクリエイティブチームは、お客様のビジネス課題と向き合い、人の心を動かす為、ユニークな切り口や表現方法で、

「どのような価値を」「誰に」「どうやって」伝えるのかを突き詰めるクリエイティブを創り出し、提案しています。

単品リピート通販 コスメ

健康食品 多品種EC

アパレル 食品・雑貨

B to B SaaS

教育 不動産

メーカー・ブランド アプリ

エンタメ 公共サービス

地方自治体 人材サービス

金融

実績のある業界例一覧
入口広告制作

(広告運用に用いる静止画・バナー)

配信デバイス、与件、配信媒体ターゲ
ティングに合わせて最適な制作物をご
提案いたします。また広告費予算に対し
ての適正入稿本数などもご提案いたし
ます。

CVを最大化しCPAを最適化する為に
当社ではクッションページ開発に力を
入れています。記事型、アンケート型、診
断型、マンガなど与件に合わせてご提
案差し上げます。

各媒体や市場の獲得トレンドを加味し
てターゲット設計・切り口、コピー考案・
ライティング・デザイン・コーディングの
過程をお打合せから2カ月(目安)にて制
作差し上げます。

商品、サービスの価値、信頼性を高め、
ブランドに対してポジティブな印象を
持ってもらい、行動を促すサイト作りを
ご提案差し上げます。

CVRを高める
クッションページ制作

広告ランディングページ(LP)
制作 ブランドサイト制作

広告の流入やCVRを意識したショップ
構築を心がけています。SEO対策や
SNS連動など販売に必要な機能などお
客様の要望に合わせた機能を実装いた
します。

ECサイト構築 素材制作
(商品・タレント・モデルの撮影)

制作物素材の企画やコンセプト設計を
し制作物の世界観を創った上で撮影企
画と代行を行います。

商品・サービスのロゴやプロダクトデザ
インをご提案差し上げます。また同梱物
やチラシなどの印刷物においてのデザ
インも承っております。

商品・サービスのイメージに合致したモ
デル・タレント・インフルエンサーのキャ
スティングを行います。2次利用などの
交渉に関しても行います。

DTP・ロゴデザイン
プロダクトデザイン

タレント・モデル・インフル
エンサーキャスティング
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クリエイティブ制作　入口広告　静止画　動画

制作事例

入口広告制作(広告運用に用いる静止画・動画)
配信デバイス、与件、配信媒体、ターゲティングに合わせて最適な制作物をご提案差し上げます。 

また広告予算に対しての適正入稿本数なども提案いたします。

静止画

広告バナー、SNS広告、ニュースフィードそれぞれの媒体に合わせたデザイン、ニュースフィードに対
しては記事の見出し風の表現など、媒体にマッチした表現となるようにデザインのご提案を行いま
す。(必要に応じて、素材の撮影などもご提案差し上げます。)また訴求の設計、タイトルと説明文に
関しても制作させていただき、テスト設計も併せてご提案差し上げます。

動画広告

各媒体のフォーマットや獲得トレンドに合わせて、短尺(目安5～10秒)・中尺(目安～1分)・長尺(1分
～6分)の動画を制作いたします。当社ではKPI目標のある動画広告運用においての取り組みを強化
しております。BtoB、SaaS、通販、D2C、アプリなどの業種のお客様への支援実績が数多くござい
ます。また動画の一部のみを変更してABテストのご提案も可能です。

20



クリエイティブ制作　入口広告　検証方法

入口広告（静止画・動画）のABテスト設計
ディスカバリーは「制作会社」ではなく、「クリエイティブ力」と「運用能力」を武器としているWEBマーケティング会社。

だから、「作って納品して終わり」ではなく、納品差し上げる制作物の成果を最大化させ、制作物を進化させるご提案を行っています。
入口広告はそれの最たるもので、KPI、広告媒体、トレンド、ターゲット理解を行った上で、入口広告のPDCAのプランも併せてご提案差し上げております。
以下は入口広告のABテスト設計の一案となります。お客様のご要望に合わせて、テストプランの設計や必要入稿物のプランニングも差し上げます。

ABテスト設計例

1週目 2週目 3週目

そのまま

そのまま

改変

改変

そのまま

そのまま
改変

改変

��	 ��	

KPI
達成率

1位
KPI
達成率

1位

KPI
達成率

2位

KPI
達成率

2位
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クリエイティブ制作　CVRを上げる為のクッションページ制作

クッションページ制作
CVを最大化しCPAを最適化する為に当社ではクッションページ開発に力を入れています。

記事型・アンケート型・診断型・マンガなどご与件に合わせてご提案をします。

クッションページとは…
クッションページとは、広告運用時に、ランディングページ（LP）に遷移させる間に１つページを挟み、LPとは違う切り口で商品、
サービスを訴求する事を目的としたページになります。ランディングページ(LP)に抵抗感のあるユーザーであっても、
先に記事LPを読んで自分の悩みなどを改めて認識することで、その先の商品やサービスを受け入れやすくしCVRを向上させる役割を担います。

バナー

クッションページ ランディングページ（LP）

サービス・商品認知

興味関心

検討

購入動機

購入

広告運用においては上記の指標に対してKPIを置き運用を進めます。媒体運用を踏まえた、導線
全体で取り組んでおります。問題(目標乖離)がある箇所に課題設定し仮説を立て、効果改善の為
のPDCAを回しております。

ユーザー
導線

クリック
コンテンツ読み込み
興味喚起LPリンク
をクリック

LP内容を理解し
サービス利用を

検討

評価
指標

読了率
遷移率

直帰率
遷移後CVR

CTR
CVR

クッションページを使用した施策展開と効果改善イメージ

クッションページはLPで訴求している内容を第三者目線であったり、商品、サービス提供者以外
の目線から訴求する施策、制作物となります。よって、LPよりも潜在層、準顕在層へのアプローチ
に適していたり、ユーザーの購買プロセスの省略、LP内容の補足をしたり新規LPを制作する際の
訴求テストにも有効です。

クッションページ・ランディングページ(LP)の訴求レンジの違い

消費者の態度変容
コンテンツ理解を通じて
期待することのできる
消費者の態度変容

ランディングページ（LP）
の閲覧、コンテンツ理解を
通じて期待することの
できる消費者の態度変容
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Discovery magazine Discovery magazine Discovery magazine

Discovery magazine Discovery magazine Discovery magazine

3 秒クイズでゲット アンケートでお得 ディスカバコミック

クリエイティブ制作　クッションページのパターン

消費者の行動習慣を抑える記事型LPのパターン例
消費者のコンテンツ参加を促す

コンテンツ型クッションページのパターン例

商品・サービスの認知段階から商品・サービスの使用動機を醸成するまでの間に
有効なクッションページのコミュニケーション手法をまとめたものになります。

以下以外にもご与件、商品・サービスの特性に応じて、様々な訴求切り口をご提案差し上げます。

料金について

サービス名 サービス内容 金額

¥250,000～

￥250,000～

￥300,000～

記事型のクッションページのライティング、デザイン、
コーディングを行います。

アンケート型のクッションページのライティング、デザイン、
コーディングを行います。

マンガコンテンツが入った記事型クッションページのライティング、
デザイン、コーディングを行います。

記事型ページの制作

アンケート型ページの制作

マンガ型ページの制作

効果を出すのに最適な
媒体と運用方法とは？

メインターゲットの主要となる悩みを
解決する方法を提示。解決方法よりも
サービスの方が適切である事を提示 

問題解決型

徹底検証！DCの広告運用って
本当に効果があるの？

サービスが実際に信憑性があるもの
か調査を行い、正しい実績があるもの
として提示 

実績型

今すぐ諦めた方がいいその
運用方法長期的に効果改善に

つなげる方法とは？

現在知りうる、悩みの解決方法は実は
誤りである可能性を示唆。より最適な
方法がある可能性を提示。

対策提示型

なぜCPAが合わない？効果が
出ない理由と今すぐ行うべき対策法

悩みの元となる原因を提示し原因を
解決し得るものとしてサービスを提示

悩み原因型

その方法で大丈夫？自身を
持って提案できる

クリエイティブ運用方法とは？

悩みを解決する為の対策方法は複数
あるうち、提示している方法が解決方
法として適切であることを提示

対策指摘型

フィード広告がトレンド？
その効果的な手法とは？

サービスの特性がトレンドであること
を提示しその特性を持ったものとし
て、商品やサービスを提示

トレンド型

カンタンなクイズを導入とし、答えた
ユーザーに対して、お得な情報を提示

クイズ型コンテンツ

カンタンなアンケートを導入とし、答
えたユーザーに対してお得な情報を
提示

アンケート型コンテンツ

親しみやすく、可読性が高いストー
リー展開で、複雑なスペックや、特性
をわかりやすく提示

マンガ型コンテンツ

次の3つのうち効果がある方法
はどれでしょう？

カンタンアンケートに
答えてお得な情報ゲット！！

CV激増のヒミツの巻 

料金について
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クリエイティブ制作　ランディングページ

4つの強み LP設計時の2つの視点

デジタルマーケティングと連動したLPを制作

クリエイティブ制作
視点からの戦略・戦術

デジタルマーケティング
視点からの戦略・戦術

・マーケット定義
・ターゲット設計
・USP定義と深堀
・情報設計と構成、ライティング
・ブランドパーパスの設計
・トレンドを加味した切り口の企画

・各媒体との獲得相性を鑑みた戦術立案
・実施施策から逆算した制作設計
・どんな経緯でどんなメディアから流入するか
・入口広告との連動
・クッションページとの連動
・どんな運用メディアから流入するか
・各種ツールや機能との連動を加味
・改善施策の効果検証　

マーケットを定義しター
ゲット、USPを深く掴んだ
戦略設計を反映させた情
報設計が可能です。

Strong Point1
Digital
marketingCreative

マーケットトレンド・需要を
理解した構成・ライティン
グ・デザインに自信があり
ます。

Strong Point2

獲得トレンドを押さえた入
口広告・クッションページ
制作実績があり、連動した
LPの設計が可能です。

Strong Point3
広告データや各種ツールの
利用経験が多くあり、効果
検証や改善施策の立案と
実装が可能です。

Strong Point4
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クリエイティブ制作　ランディングページ　プラン・スケジュール・オプション

ランディングページ（LP）のスケジュール・プラン・オプション

スケジュール（完成までの流れ） プランごとの目安料金

ディスカバリーではご要望に応じて制作工程を提案いたします。

受注・与件のご確認 プランのご確認などSTEP.1

インタビュー デザインやブランドの表現の方向性
確認構成案制作・ライティング

10営業日～
20営業日STEP.2

デザイン デザイン修正 10営業日～
20営業日STEP.3

コーディング 最終調整 3営業日～
7営業日STEP.4

「ページデザイ ンをより魅力的に」
「商品やサービス訴求を効果的に 見せる」
各種イラストや漫画をオリジナルで制作いたします。

イラスト・マンガ制作 50,000円~

「商品機能を視覚的に説明したい」「ユーザーに
より目に留まる表現は？」などのご要望にも対応。
各種GIFアニメーションも制作可能です。

GIFアニメ制作 50,000円~

※それぞれのプラン料金は目安料金となります。打ち合わせはご与件に合わせて値引きや費用加算がございます。
※修正回数を増やしたいとのご要望もお受けしております。(費用加算等で調整いたします。)
※コーディングのみ、一部分のデザイン(FV制作のみ)や修正のみ等もお受けしております。
※撮影に関しては必要に応じて、撮影構図のご提案やスタイリストのスタッフィングのご提案も差し上げます。

ライトPLAN

LP

内訳

修正回数

仕様

デザイン
コーディング

2回

PC・SP共通 PC・SP共通 PC・SP別々に制作

3回 3回～

アートボード
構成
ワイヤーフレーム
ライティング
デザイン
コーディング

アートボード
構成
ワイヤーフレーム
ライティング
デザイン
コーディング
撮影

350,000円～550,000円 550,000円～800,000円 850,000円～

ミドルPLAN フルPLAN

その他
オプションも
ご用意

25



クリエイティブ制作　ランディングページ

ランディングページスケジュール例

どのプランで制作を進めるかなど
ご要望を伺います。

ご予算・日程に柔軟に
対応できるプランを
ご用意

ご与件の確認

ご依頼を受ける フルプラン ミドルプラン ライトプラン

フルプラン ミドルプラン ライトプラン

フルプラン ミドルプラン ライトプラン

2
step

3
step

アートボードのご提案 フルプラン ミドルプラン
※ライトプランには含まれません。

● キービジュアルのパターン出し　● ラフのスケッチ
● クリエイティブを見て連想させたいワード群選定
● キャッチコピーパターン出し
● 連想させたいイメージのビジュアル出し
→キービジュアル、キャッチコピーの方向性の着地

インタビュー
※ミドル・ライトプランの場合はヒアリングシートを事前に提出いただきます。

4
step

1
step

納品目安2 ~2 .5ヶ月 

納品目安1～2ヶ月 

納品目安0.5～1.5ヶ月 

フルプラン

ミドルプラン

ライトプラン

【インタビュー項目例】
 ● 商品のUSP　● ビジョン/ミッション/リーズン/バリュー
● 市場環境、競合環境　● ターゲットとなる消費者
● 商品がもたらすベネフィット　● 提供価値 •••など 

撮影

フルプラン ミドルプラン

6
step

7
step

初稿デザイン提出

● FVデザインご提示
● 全体のラフデザインを作成(撮影画像使用)→方向性の確認

フルプラン ミドルプラン ライトプラン2稿目デザイン提出

方向性の修正

撮影案のご提案 フルプラン

フルプラン

※ミドル・ライトプランには含まれません。

※ミドル・ライトプランには含まれません。

● カット割りご提案　● 撮影香盤表ご提出
→撮影したい「絵」のイメージの
目線が合致してから撮影行程へ進みます

構成・ライティングのご提案
※ライトプランには含まれません。

8
step

5
step

● 全体切り口案　● ランディングページのセールスストーリー
● 各ユニットのライティング

10
step

11
step

9
step

※デザインテイストや必要に応じて、スタイリストやカメラマン、
撮影空間のご提案も差し上げます。

※2～3回ほどのやり取りを想定

※ライトプランはこの行程でデザインFIXとなります。

フルプラン ミドルプラン ライトプランコーディング・納品

● PC環境に最適化したもの
● SP環境に最適化したもの

※ミドル・ライトプランの場合はPC・SP共通となります。

フルプラン ミドルプラン3稿目デザイン提出

最終調整

※ミドルプランはこの行程でデザインFIXとなります。
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クリエイティブ制作　ランディングページ事例

ランディングページ（LP）の事例①～フルプラン～

■商品と素材の撮影カットを
　使用したパート

■モデルの撮影カットを
　使用したパート

■LP FVデザイン

男性の活力を支える健康食品である、やずや様のにんにく卵黄WILDという商品の
LPデザインを当社にて担当させていただきました。

広告で購入をして頂いている消費者ターゲット層から獲得機会を増やす為に新たな
ターゲットニーズの切り口を企画し制作いたしました。

広告の企画や運用もご協力させて頂いている案件。運用・営業・制作チーム一丸とな
り、企画に取り組みました。モデルのキャスティング、ロケ地の手配、カメラマン、スタ
イリストの手配、商品と一緒に撮影する素材手配等も全て担当させていただき制作を
いたしました。

にんにく卵黄WILD

株式会社やずや様クライアント名

商品名
フルプラン

背景

制作目的
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クリエイティブ制作　ランディングページ事例

■ロート様の歴史(アイケアに対
　しての自信)を訴求したパート

■成分のメカニズムを
　訴求したパート

■LP FVデザイン

機能性表示食品として見る力を改善する、ロート株式会社様のロートV5アクトビジョ
ンという商品のLPデザインを当社にて担当させていただきました。

もともと存在する商品の、強化商品として売り出された「アクトビジョン」その強化さ
れた部分や既存商品との違いを強く打ち出す必要があり、成分ロジックを機能性表
示食品の表現範囲の中で、試行錯誤しながらライティング、デザイン等の制作を進め
た案件となります。

ロートV5という商品がそもそも存在しており、その商品の成分強化をした機能性表示
食品となります。商品撮影素材等は得意先様からの支給素材頂き、制作を担当させ
ていただきました。

ロートV5アクトビジョン

ロート株式会社様クライアント名

商品名
ミドルプラン

背景

制作目的

ランディングページ（LP）の事例②～ミドルプラン～
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クリエイティブ制作　ランディングページ　 LPOについて

ディスカバリーのLPOプラン①
ランディングページ(LP)は制作して終わりではありません。広告効果を鑑みながら、CVRを向上させる試行錯誤を続けていくことを当社は提案します。

ターゲットの消費者がページに到達してから、どれくらいの割合が直帰して
しまったのか？どのコンテンツが熟読されていて、どのコンテンツが読みと
ばされているのか？またクリックが多い箇所は？などページを改善する為
の仮説を出す為のヒートマップ分析を行い、改善箇所やコンテンツ企画の
ご提案を差し上げます。

また別途、購入情報のエントリーフォームの改善のご提案も差し上げること
が可能です。

ヒートマップ分析によるLPO 広告配信結果レポートを参照したLPO

広告媒体別、ターゲティング別、ページへの流入しているデモグラフィック
別、そのユーザー群毎の滞在時間か離脱箇所など、広告別＞ターゲティン
グ別＞ユーザーのデモグラ別にLP上での動きや広告成果を鑑みながら、各
種、反応しているユーザー別に課題設計と仮説立案を行います。

ディスプレイ、動画、リスティング(KW別)などそれぞれの施策ごと、ユー
ザー毎に深堀りを行い、それぞれに対して最適なLPの設計を分岐させ各施
策毎での獲得数、レスポンスの最大化、最適化を行います。

■広告結果測定レポート

■各入口広告結果測定レポート ■各ユーザー・デバイス別
　ページ内行動測定レポート

■各広告媒体ターゲティング結果測定レポート

■ヒートマップレポート例
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クリエイティブ制作　ランディングページ　 LPOについて

ディスカバリーのLPOプラン②

ターゲット、ニーズ、切り口など、商品、サービスのUSPをご一緒に整理した
上で訴求を大きく分けて、LP制作のプランニングも行っております。当社の
訴求のテストとしては以下の優先順位にて取り組みを行います。

訴求毎のABテスト

流入元のメディア特性や媒体、その間の導線となる入口広告やクッション
ページなどの組み合わせを加味し、最適化を図ります。最も効率の良い導
線を発見し、その導線からの効率を高める為のコンテンツ企画を行った
り、獲得効率を高めなければいけない、課題の大きい導線であれば、コンテ
ンツの流れ全体を見直したりとページ内の分析のみならず、消費者が通る
導線パターン全体を俯瞰し仮説検証を行います。

導線を通してCTR、遷移率、CVRを検証

流入元
メディア

入口
広告 LP

FV
エリア
A

FV
エリア
B

FV
エリア
C

導入エリア

コンテンツエリア

大きい・速い

大きい・速い

1

3

2
CTA

効
果
へ
の
影
響
度
と
P
D
C
A
ス
ピ
ー
ド

優
先
順
位

小さい・遅い

流入導線毎のABテスト設計

優先順位1 FVエリア

優先順位2 CTAエリア

優先順位3 導入・
コンテンツエリア

効率の良い入口広告の切り口をFVエリアに訴求、表現を反
映させる。いくつかパターンを用意しABテストを実施する。

コピーやエリア内のデザインボタンのデザインやテキスト表
現などのABテストにて改善を図ります。

ヒートマップ分析との連動を行い、直帰箇所、熟読箇所など
を計測、それぞれのコンテンツに対して、仮説立てを行い、
改善の為のABテストや順番の変更を行います。

理想像
訴求 クッション

ページ
A

クッション
ページ
B

課題提起
訴求

LPSNS
など

商品紹介
（サービス）

クッション
ページ
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クリエイティブ制作　ブランドサイト制作

ブランド・コンセプト設計フォーマットを使用しながら、9つのステップを踏み、各要件の定義や設計をします。 株式会社西麻布美肌ラボ様　商品：洗顔フォーム「ミツハダ」

ブランドサイト　PC版/SP版

ブランド・コンセプト設計フォーマットを基にコンテンツ・ページの企画・ライティング・
ワイヤーフレーム制作をした後デザイン素材制作・デザインに着手

ブランドサイト制作
商品、サービスの価値、信頼性を高め、ブランドに対してポジティブな印象を持ってもらい、行動を促すサイト作りを提案します。

ブランドサイト制作における9つのステップ ブランドサイト制作事例

������

ブランドのビジョン(目指す未来)
ブランドのミッション(使命)

ブランドのバリュー(体現する価値)
を定義します。

ミッション・バリュー整理

市場・競合環境の調査をし、
ターゲット・消費者の人物像の想定

ブランドベネフィットの整理を行います。

市場・ターゲット整理

ブランドを構成する8つの
価値や要素の定義、
設計を行います。

ブランドの提供価値の言語化

ブランドのストーリー・
フレーズ・ビリーフ(信念)の

設計を行います。

ブランドストーリーの整理

ブランドのパーソナリティ、
エクイティ、機能と性能と論拠の

整理を行います。

ブランドの機能定義

ブランドターゲットが抱える
課題と解決策の整理をします。

ターゲットの課題整理

ブランドのパーセプションフロー
の設計を行いマーケティング活動の

骨子を固めます。

パーセプションフロー設計

ブランドを想起、イメージ
させるワードのバリエーションを

ご提案差し上げます。

ブランドワード定義

ビジュアルイメージの
ポジショニングマップを
ご提案いたします。

ブランドイメージ定義

������

������

������ ������

������ ������

������ ������
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クリエイティブ制作　素材制作

提携カメラマンと提携スタイリスト、当社アートディレクターによる素材作りプランの事例となり
ます。 また写真の合成、レタッチなども承っております。各種制作物にあった要望を整理し、撮
影構図提案、カット割提案を事前に行った上で素材作りを行います。

当社内にある撮影スタジオにて撮影を実施するプランです。簡易的な合成やレタッチに関して
は承っております。商品の撮影等が対応可能となり、設備が必要になる撮影やモデルを起用し
た撮影などは対応が難しい為ハイエンドプランをおすすめしております。
（対応範囲の確認などはお問合せください。）

素材制作①（商品・タレント・モデルの撮影）
制作物素材の企画やコンセプト設計をし制作物の世界観を創った上で撮影企画と代行を行います。

素材制作 High-end プラン 素材制作 Basic プラン
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クリエイティブ制作　素材制作

素材制作②（商品・タレント・モデルの撮影）
ディスカバリー社本社撮影スタジオにて撮影も可能となります。(スタジオ費用はかかりません。)

merit.1 充実の設備

merit.2 明るい自然光

merit.3 調光も自在

merit.4 動画もスチールも撮影可
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クリエイティブ制作　キャスティング

キャスティング
タレント・モデル・アニメ・漫画・インフルエンサーキャスティング

商品・サービスのイメージに合致したモデル・タレント・インフルエンサーのキャスティングを行います。2次利用などの交渉に関しても行います。

提供可能なサービス 実施事例　株式会社やずや様　にんにく卵黄WILD×シティハンター

インフルエンサーキャスティング

● インフルエンサーキャスティング
● SNS投稿のご依頼
● 座談会のご依頼

モデル・タレントキャスティング

● SNS投稿のご依頼
● サービス・商品撮影モデルご依頼

アニメ・漫画タイアップ

● 商品タイアップ
● タイアップクリエイティブ・キャンペーン

● アンケートのご依頼
● グループインタビューのご依頼
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通販支援サービス

店舗構築、戦略・事業計画策定、運営インフラ立ち上げ支援等、
あらゆる課題に対して、包括的なサービスにて支援させて頂きます。

支援体制説明図 事業計画
投資回収計画
策定サポート

商品企画
製造OEM先
工場手配

カート選定
実務業務サポート

コールセンター手配
スクリプト作成
ディレクション

アフィリエイト
広告代行

モール
運営代行

インフォマーシャル
TVCM企画制作
広告代行

CRM設計
実務・効果検証

製品デザイン
同梱物・梱包物
ノベルティ企画
デザイン・納品

ディスカバリーの通販支援サービスは、モールから公式サイト、LP販売における、
EC市場での販促を支援するワンストップサービスです。
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通販支援サービス　アフィリエイト広告代行

ASP選定、交渉、出稿や効果検証、
 パートナー企業と連携した成果報酬メニューの出稿をご提案差し上げます。

最も肝となるのが初動での「媒体提携リクルーティング」です。 このタイミングでアフィリエイト媒体を多く確保していることが重要であり、

その中で有力な提携媒体を選定しつつ個別にアプローチを進めます。 媒体によって条件を可変させ交渉戦略を変化させていきます。

サイト掲載

提携可否回答を
ASP・媒体社へ戻し、

掲載を促す

提携後の掲載可否や
掲載タイミングは

媒体社の判断となります。

�
提携可否判断

提携承認or提携拒否

適正サイト

不適正サイト

�
サイト目視確認

ディスカバリーにて
目視確認

目視にて1URL
ずつ確認

�
新規サイト提携申請

媒体社から
提携希望の

サイトURLをもらう

�

提携
基準表

提携媒体のリクルーティング・増加�� 提携媒体内で優良な案件となる�� 提携媒体内の品質管理��

アフィリエイト広告運用の代行スキーム 新規媒体追加（提携）フロー

アフィリエイト広告伸長ステップ

お客様

広告主

ディスカバリー アフィリエイト
ASP

アフィリエイト
メディア

多様な広告施策を
成果報酬形態
にて管理

ウェブメディア
SNS
ブログ

ポイントサイト
口コミサイト
メールメディア

成果承認支援や
各媒体との連携を
とりまとめ

その他
多数

インスタグラム
アフィリエイト

成果発生

支払い

契約１本化

戦略
立案

一括
運営管理

ユーザー

インスタグラマー
フォロワー数
1万人以上
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通販支援サービス　モール運営代行

モールでの販売戦術において「顧客情報が取得できない」「広告効果などの計測はモールのルールに
則らなければならない」「ページの編集度合いの制限」など公式ページより自由度に対する制限がかかります。

良い循環

順位向上

閲覧数が
増える

売上・販売数
増加

悪い循環

順位下落

閲覧数が
減る

売上・販売数
減少

アクセス数の増加により
売り上げ好循環へ

検索o rリンク

アクセス大 小

商品情報登録

売 上

セールの企画と施策

SEO対策 商品ページ最適 定期機能の利用

モール内広告 カート獲得施策 アップセル施策

メルマガ レビュー施策 クロスセル施策

検索カテゴリ対策 クーポン・ポイント施策 モール限定商品企画

アクセス数 CVR（転換率） 客単価

モール販売戦術の概略 アクセス数の増加により売り上げ好循環へ

に終始すると考えています。顧客情報の取得ができない為、
CRMの手法も限られるので上記の3点にまず注力することをご提案差し上げております。

その中で注力すべきは、上記の概略にもあるように、

アクセス数をいかに伸長させるか？アクセスしてきた顧客の転換率を
いかに上げるか？一度の購入の単価をどうやって上げるか？

楽天・Yahoo！ショッピング・Amazonのモール運営代行を
サポートさせていただきます。それぞれのモールで売上を積み上げ、
お客様の売上目標の達成の後押しをご提供いたします。

ディスカバリーの支援可能なモール施策

モール内 ショップページ構築・カタログ強化施策 モール内 SEO施策

モール内広告・メルマガ施策 レビュー増加施策
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通販支援サービス　CRM設計・実装・効果検証

興味

生
産
者
行
動
心
理

基
本
ツ
ー
ル
と
内
容

基
本
施
策

指
標 CPR・CPA

認知
お
試
し
購
入

本
商
品
購
入

CPO リピート率 LTV

商品使用・実感

満足

商品価値理解

ア
ッ
プ
セ
ル
・

ク
ロ
ス
セ
ル

情報共有

拡散

定
期
購
入

価値の関係化
信頼・愛好

他人に認められる　価値教育

他人に薦められる　安心・安全企業理念の共有
企業の考え方　理念の浸透

・新規顧客獲得広告
・メール
・SNS
・掲載広告など

● あいさつ状 ・啓蒙
● 商品説明・スペック
● 使い方・飲み方
●  ユーザーボイス集
　（企業ブランディング）

● あいさつ状
● 商品説明・スペック
● ユーザーボイス集
● 定期誘導
● 企業ブランディング

● あいさつ状 ・読本
● 商品カタログ
● クロスセルツール
● ユーザーボイス集
● 友人紹介ツール・SNS
●  会報誌・情報誌
　メルマガ・LINE買ってよかった

いい商品だな。

素晴らしい成分
効果がでそう！

周りの人に
褒められた。

信頼できる会社だし
続けて買ってもいいかも。

商品を売りたいだけじゃないんだ。
私のことを真剣に考えてくれているんだ。

引き上げDM・メール・LINE クロスセルメール・LINE

休暇顧客復活DM・メール・LINE

キャンペーン・バースデイDM・メール・LINE

RFM分析による施策立案
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通販支援サービス　CRM設計・実装・効果検証

検討・お試し 様子見 商品好感 商品信頼 企業信頼

～1ヶ月

0回 1回 ２・３回 ４・５回 ６回目以降

2ヶ月

3ヶ月

4ヶ月

5ヶ月

6ヶ月

7ヶ月

8ヶ月

9ヶ月

10ヶ月

11ヶ月

12ヶ月

見込み顧客 新規顧客 継続顧客 有望顧客 優良顧客

顧客心理状況

顧客フェーズ

Recency

直近

過去

（最終購入）

本品・定期購入
施策

クロスセル施策

継続施策
（商品理解向上）

継続施策
（使用方法啓蒙）

休暇施策
（掘り起こし）

休暇施策
（他社競合比較）

紹介施策

継続施策
（使用頻度向上）

離脱防止施策
（共感向上）

サプライズ施策・顧客満足施策
（企業理念共有）

アップセル施策・紹介施策
アップセル施策

顧客満足施策
（関係構築・
満足度向上）

離脱防止施策
（悩み再発の示唆） 離脱防止施策

（悩み再発の示唆）

休暇施策
（定期再開）

休暇施策
（クロスセル・アップセル・掘り起こし）

Frequency（累積購入回数）頻度少ない 頻度多い

引き上げ施策
継続施策
休暇施策

RFM分析による施策立案
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通販支援サービス　CRM設計・実装・効果検証

STEP

� ３配信目～

お得感を訴求
施策バリエーション展開
商品を使い終わって、しばらく
経つタイミング。商品に対して
「期待値」は低くなる。

STEP

� 2配信目～

理解促進・共感
商品を使い終わって、少し経つ
タイミング。実感はまだ低く
本人も気づきづらい。

STEP

� 1 配信目

商品特徴のリマインド
商品使用完了のタイミング。
商品への「期待値」も高く
購入意欲も高い。

高

低

商
品
期
待
値

時間軸

時間の経過により、商品の期待値は下がる為、
「商品訴求」の広告メッセージから

「お得感」に訴求内容を変えていかないと
反応されなくなる。

商品を購入したお客様の「心理」（商品の期待度）を理解し、
そのタイミングに合わせた「訴求」でメッセージメール、LINE、ツールの内容を作成する。

F2転換率を上げる為のCRMコミュニケーション施策例
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Apendix　制作事例　LP（化粧品）

ロート製薬株式会社様 ＳＥＩＫＯ
（ミドルプラン）

西麻布美肌ラボ様 ミツハダフェイスウォッシュ
（フルオーダープラン）

Mell ia株式会社様 アイムラフロリア
（ミドルプラン）
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Apendix　制作事例　LP（BtoB・健康食品）

株式会社Brushup様　Brushup
（ミドルプラン）

GOB Incubat ion Par tners株式会社様 GOB
（ミドルプラン）

株式会社やずや様 にんにく卵黄WILD×
シティハンター（フルプラン）
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Apendix　制作事例　LP（健康食品・化粧品）

株式会社やずや様　尿酸クリア
（ミドルプラン）

森下仁丹株式会社様　ビフィーナS
（ミドルプラン）

白鶴酒造株式会社様　米の恵み
（ミドルプラン）
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Apendix　制作事例　WEBサイト

興和株式会社様　三次元マスク キューサイ株式会社様　ECサイト
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Apendix　制作事例　WEBサイト

自社サイト J-CREWプロジェクト
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