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オンライン集客を始める人の 

WEB広告ガイド  

特に創業期に活用すべきWEB広告についてまとめたガイドです。
チェックして、事業拡大につなげましょう！



Web広告をなぜ今活用すべきなのか？

次ページから具体的なWeb広告の手法をご紹介いたします！

Web広告を始める際に重要な考え方
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ターゲットの状態

▲ターゲットの購入までの状態を表すファネル 
下に向かって商品購入やサービスのお申し込みに至りやすく顧客獲得単価も抑えられる傾向にあるため、基本的には創業期の事業者がねらうターゲットの優先度は下に
行くほど高くなります。まずは優先度の高いターゲットに向け、適切な手法で適切なメッセージを届けることを意識して広告を実施しましょう。 

Web広告を実施するメリットとしてまず挙げられるのが、以下の点です。

・コアな顧客にアピールすることができるため効率が良い 
・オフライン媒体に比べて費用対効果が高くなる傾向にある 

通常はサイトを作成しても検索エンジンで上位表示させるために時間が
かかってしまうところ、Web広告を活用することによりすぐに表示させ
ることが可能。ユーザーからの反応を見てニーズを探り、サイトの訴求
内容やサービスなどにそのニーズを反映させるサイクルを早めることがで
きます。(右の図参考)　インターネット利用者の割合が9割に迫る日本に
おいて、事業拡大・経営安定を目指すためには欠かせない広告手段です。

このシートでは、創業期に適した広告手法について一通りご確認いただ
けます。もし「即効性がなくても良いから無料でプロモーションできる
方法が知りたい！」という方は、創業手帳で発行している「SNS使い方
ガイド&チェックシート」や「SEO対策チェックシート」もぜひ合わせ
てご確認ください！

大前提として、Webはユーザーがクリックして自ら情報を取りに行く能動的で目的意識の強いメディアであるため、ユーザー
には「見たいものしか見えない」という傾向があります。だからこそ、どのような人が、どのような場面で、インターネット
で検索するのかをきちんと丁寧に考える「ターゲット戦略」が最も重要になると言っても過言ではありません。創業期の事業
者のターゲット戦略において、まず「自社の商品やサービスに興味がありそうな人や使ってくれそうな人」にアピールするこ
とがポイントです。そのことを踏まえ、次のページから創業期の事業者が実施するべき具体的な広告手法をご紹介いたします! 



リスティング広告

まずはこの広告から始めてみよう！

費用の目安：数十円～数百円/1クリック（課金型）

概要 メリット デメリット

SEO
検索エンジンで上位になるように 

コンテンツを設計 費用がかからない
・時間と工数がかかる 

・狙い通りのページに誘導しづらい

リスティング広告
費用をかけることにより 

検索でページを上位に表示させる
時間や工数をかけずに計画的に指定の

ページを検索上位にできる
運用の効果を最適化するのに 

コツが必要

 SEOとリスティング広告のメリット&デメリット

Google 広告

ユーザーの特徴 
比較的若い世代の利用率が高く、スマホユーザーが多い傾向

国内シェアNo1の検索エンジンで最も利用されているGoogleに
広告を出稿することのできるサービス。あなたの商品やサービス
に関連したキーワードをユーザーが Google で検索したときに、
検索結果ページに表示されます。

こんな方におすすめ

①初めての方は、 Google アカウントに登録。 
②広告の目標、地域、内容、予算などを設定し、 
　最後にお支払い情報を入力。 
③広告が承認され次第、広告配信が開始されます。

 Google 広告の始め方

Google 広告アカウントでは以下の電話番号から設定作業のサポートを受けら
れます。 
 0120-101-675  平日（土日祝日除く）9時~18時 
https://ads.google.com/intl/ja_jp/home/

Yahoo リスティング

日本最大級のポータルサイトで国内シェアNo2の検索エンジン。
Yahoo!ニュースは特にアクセス数の多いメディアとして有名です。
広告の作成や初期設定を無料でサポートしてくれる「初期設定サー
ビス」あり。（前払いの広告費として30,000円の入金が必
要。）

リスティング広告は、通常では時間と工数のかかる「SEO対策」を行わなくても、費用をかけることにより自社ページを検索エンジン
の検索結果の上位にあげることが可能。短期間でページへの集客を促進することができます。

ユーザーの特徴 
比較的年齢層が高め、PCユーザーが多い傾向

Yahoo! 広告の始め方

①お申込みフォームよりお申し込み、ビジネスIDでログイン 
②広告の作成、入金 
③広告掲載開始 

サポートデスク　0120-056-559 
平日9:30～12:00、13:00～18:00（土日祝日休） 
https://promotionalads.yahoo.co.jp/service/sponsored-search/

□ Web集客を行うことを考えている企業全般 
□ 自社ページを検索エンジンで上位に表示させたい 
□ あまり費用をかけずに新規顧客を開拓したい

２

リスティング広告（検索エンジン連動型広告）は、一般的に費用対効果が高い
手法と言われています。そのため利益を上げることの優先が高い、創業期の事
業者はまず最初にトライしたい広告手法です。リスティング広告では検索され
たキーワードに対応した広告を出すことが可能であり、クリックされた分だけ
の課金なので無駄な費用がかかりにくいことも嬉しいポイントです。リスティ
ング広告を出稿する先は、まずは日本で合わせて95%以上のシェアを持ってい
るGoogleとYahoo!を検討すれば十分と言えます。 

https://ads.google.com/intl/ja_jp/home/
https://promotionalads.yahoo.co.jp/service/sponsored-search/


SNS広告

Instagram 広告

Facebook 広告

費用の目安：1,000円～数百万円以上/月

こんな方におすすめ
□  SNSアカウントの運用に力を入れたい 
□  ターゲットの趣味や嗜好など細かい設定に応じて広告配信したい 
□  あまり費用をかけずに新規顧客を開拓したい

Twitter 広告

ユーザーの特徴：30歳以上の男女（若年層の利用は比較的減少傾向に）ビジネス目的のユーザーが多い傾向

ユーザーの特徴：10～30代の女性ユーザーがメイン（ただし最近は40代～50代、男性の利用も増加傾向に）

ユーザーの特徴：40代以下（比較的若年層へ対するリーチや、流行のリサーチに適している傾向）
・

①Facebookビジネスマネージャのアカウント開設 
（https://business.facebook.com/）②Facebookページの追加 ③広告アカ
ウントの作成 ④キャンペーン・広告・予算などを設定 ⑤お支払い情報を設定

Facebook広告の始め方

Instagram広告の始め方 ①Facebookページを作成 ②InstagramアカウントとFacebookページを連携 
②広告アカウントの作成 ③広告の入稿④支払い設定 ⑤広告を掲載

Twitter広告の始め方 ①Twitter広告（https://business.twitter.com/ja/advertising.html）からアカウ
ントを設定 ②お支払い情報を設定　③キャンペーンや広告グループを作成 ③広告
内容を作成 

創業期の事業者に嬉しいポイントがたくさん！

３

世界最大のSNSであり、ビジネス活用には必要不可欠なメディアであるFacebook。Facebook広告ではユー
ザーを選別する項目が多く、そこから得られる選別の精度が他のWeb広告よりも群を抜いて高いと言われて
います。また、ビジネス目的のユーザーが多いのも特徴で、BtoB商材やセミナーの広告とも相性が良いで
す。出稿できる広告の種類も豊富で、12種類スタイル・フォーマットから自社に最も合う広告をカスタマイ
ズして選べます。例えば、「購入ボタン」や「詳しくはこちらへボタン」など遷移先のリンクをクリックし
てもらうことで、自社のWebサイトへ誘導できる「リンク広告」や画像（写真）付きの広告を投稿する「写
真広告」などがあります。Facebook広告では同じ管理画面でInstagramにも出稿ができるため、なるべく
手間をかけずに両方のメディアに同時に配信することができるのもポイント。

Instagram広告を利用する大きなメリットは、やはり10~30代の若年層の女性ユーザーに情報を届けられ
ること。そのため、コスメやアパレル系、スイーツなどはInstagram広告の相性が良い傾向にあります。し
かしながら、最近では40代～50代や男性の利用も伸びているためまずは少額でテストし効果を見てみるの
もおすすめです。上述のとおりですが、InstagramはFacebook社の傘下のため、Facebookとの連携がと
てもスムーズ。同一の管理画面で広告配信することが可能です。

Twitterは「つぶやき」「ツイート」と呼ばれる短文投稿が時系列通りに表示される、リアルタイム性が非常
に高いメディア。Twitter広告では、普段のツイートと同じく、「リツイート」や「いいね」をすることが可
能です。 リツイート後の広告表示は無料のため、2次拡散が期待でき、２次拡散が多ければ低コストでの拡
散が期待できます。

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。例えばFacebook
広告の場合は、PCで見た場合はユーザーの投稿が流れているタイムラインの途中と、その横のサイドメニューの広告枠部分に表示されます。
SNS広告の特徴は、基本的にはアカウントの年齢や性別、嗜好など細かいセグメントに応じた広告の表示が可能となり、最適なユーザーに
最適な情報を届けてコミュニケーションを取れることです。また、ユーザーのタイムラインに自然に溶け込むことや、クリエイティブの手法
が豊富なことから、比較的ユーザーに嫌悪感を抱かせずに商品やサービスをアピールしやすいこともポイント。Instagramは若年層、
Facebookは30代～50代に訴求しやすいなど、それぞれ特徴がありますので、掲載先のメディアを選ぶ際は自社の見込み客の層を正確に分
析しましょう。 

https://business.facebook.com/
https://business.twitter.com/ja/advertising.html


≈

ディスプレイ広告（バナー広告）

リターゲティング広告

記事広告

優先度は低いが今後検討できる広告のご紹介！

費用の目安：1クリックあたり10円～

費用の目安：純広告の場合 数万～数千万（媒体／期間等により変動） 
　　　　　　課金型の場合 1クリック 10円～

費用の目安：数万～数千万（媒体／期間等により変動）

次ページからWeb広告の運用についてご紹介いたします！
４

▲ディスプレイ広告 
ブログやWebページを閲覧している時に、サイトの下部や右側に画像で広告が表示されて
いるのを見かけることも多いと思います。バナー画像を表示させることが多いので、バ
ナー広告と呼ばれることもあります。

記事広告とは、Webメディアにおいて、通常の記事と同じようなスタイルで掲載
される広告のことです。「タイアップ広告」と呼ばれる場合もあります。 その記
事広告には【PR】【Sponsored】など、広告であることがわかる表記がされて
おり、その他通常の記事とは区別がつくようになっています。記事広告のメリッ
トは自社商品やサービスと相性の良いWebメディアを選定することにより、自社
商品、サービスと相性の良い読者層に訴えかけることができること。 
また、一般的な広告が数秒～15秒の単位でコミュニケーションを行う必要があ
るのに対して、記事広告では数分間かけてじっくり記事を読んでもらうことがで
きるため、商品やサービスの理解を促し需要を喚起することまでできることが大
きなメリットと言えます。

一度訪れたサイトの商品が、別のサイトにバナーとして表示されるのを見て不思議に思ったことのある方は多いのではないでしょうか。 
リターゲティング広告とは、一度にサイトに訪れたことのあるユーザーに対して広告を配信することのできる広告手法です。 
サイトを一度は訪れるものの、購入やお申し込みに至らないユーザは9割とも言われます。そのユーザに再度アプローチすることができるた
め、比較的費用対効果の高くなりやすい手法とも言われます。 
主に、上記のディスプレイ広告として配信されることが多いですが、FacebookやTwitterなどのSNS広告でもリターゲティング配信を活用す
ることができます。Facebookでは「カスタムオーディエンス」、Twitterでは「テイラードオーディエンス」という名称の機能で設定が可能。
今後ディスプレイ広告を配信する際にはセットで検討したい広告手法です。 

ディスプレイ広告とは、Webサイトやアプリ上の広告枠に表示される
広告です。画像などをクリックすることでユーザーを広告主が設定し
たWebサイトへと移動させることができます。 
ディスプレイ広告の大きな特徴は、ポータルサイトのトップページな
どにも掲載されるため、リスティング広告やSNS広告よりも幅広い層
のユーザにアプローチできること。しかしながら、リスティング広告
やSNS広告と比べて、購入/お申し込み意欲の低いターゲットへのア
プローチも行うため費用対効果がそこまで良くなりづらい傾向がある
とも言われています。 
意欲の高い顧客を多く獲得できた段階で、「もっと認知を広げたい!」
という目的での出稿をお勧めしたいです。



Web広告の運用

KGI（目的・ゴール） KPI（目標）

会社のことを知ってもらいたい サイトへの訪問数 etc

新規顧客を増やしたい（サービスのお申し込みを増やしたい） 資料請求、お問い合わせ数 etc

商品の売り上げをあげたい 商品売り上げ数、来店予約 etc

KPIとKGI 　Web広告の費用対効果を最大化させるため、まずは目的・ゴールをしっかりと定めよう！

Web広告の効果を最大限に発揮させるためには、PDCAサイクルを回すことがとても大切。Web広告の目的をはっきりさせた上で仮説を立て
てから広告を実施、結果を分析し仮説を検証、改善するという流れです。このページでは、そのポイントとなる部分をご紹介いたします！

Web広告の効果分析に役立つツール

Web広告の指標　広告の効果をしっかりと振り返り改善につなげる！

Web広告関連の指標には、主に以下のものがあります。今すぐに覚える必要はありませんが、広告を運用する際には必ず使用され、知っ
ておくと大変役立つ考え方。これらの計測により、「この広告は、CPCは安かったがサイトの最終的なCVの貢献度が低い」など広告の
効果に対する評価を行い改善につなげることができます。

CV（コンバージョン） Webサイトにおける最終的な成果のこと。購入数や申込数など。KPIをCVにすることが多い。
CPC クリック単価

CVR（広告コンバージョン率） CV数を広告クリック数で割ったもの。計算式は「CV数÷クリック数×100」
CPA 1つのCVを獲得するのにかかった広告費用。CPCをCVRで割ったもの 

ROI 投資額に対する利益を表す数値。計算式は 「(広告による売上 ‒ 売上原価) / 広告費用) ×100」

KGIとKPIの例

広告の費用対効果を最大化しよう！

Google Analytics 各キャンペーンからユーザーがどのページを見たかなど詳細なユーザー行動がわかる。

Google広告 ページに流入したユーザー数やCV数など基本的な広告効果がわかる。Yahoo!広告の効果も設定により測定可。

Google 
オプティマイズ

Web広告のA/Bテストを行う際に効果測定できるツール。

以上、運用の基本的な考え方を踏まえたうえで、広告を実施したら早速効果の分
析をしてみましょう！ 広告の効果測定に役立つツールを以下にご紹介しておきま
す。有料のツールもありますが、まずは無料ツールで十分に測定ができますよ。

５

上述した通り、Web広告の効果を最大化させるためにはPDCAを回して常に改善していくことが必要になります。そのために重要なのは、
目標・目的を規定すること。どのような結果を得たいのか、そのためにどのような目標が必要なのかを設定します。目的や目標を設定する
際によく使われるのが、KPIやKGIです。KPIとは、Key Performance Indicatorの略語であり、重要評価指標と訳されます。KGIはKey 
Goal Indicatorの略語であり、達成目標指標と呼ばれます。KGIは施策の最終的な目標に対して、KPIはそれを達成するための中間指標とな
ります。KGIは売上げアップなどの概念的な目標であるのに対して、KPIは顧客のお問い合わせ率を10％アップする、リピート率を20％アッ
プするなど、具体的な数値で設定する場合が多いです。とくにWebマーケティングでは、サイト運営などを何のために行っており、何を
もって成功とするのかが曖昧になる場合が多いです。そのため、事前にKPIやKGIをしっかり設定することが大切です。


