デジタルマーケティング

戦術ガイド
2019

Good News

Bad News

消費者とつながるための
チャネルが数多くある

予算が限られている

ここ数年、 ROIの最適化が極めて重要な課題となっていますが、 御社ではマーケティング予算の用途をどのように決めていますか？
Criteoはこのたび世界中の約900人のマーケターを対象に大規模なアンケートを実施しました。 その後、 彼らの予算配分についての分析結果を「アドテクノロジー
2019」レポートにまとめました。
その内訳は以下のとおりです。
有料ディスプレイ広告 ソーシャルメディア
（内 41% はリターゲティング）
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Web サイト
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本レポートでは、 今回の調査で明らかになったことや、 世界のマーケターが有効と考え、
採用しているさまざま手法を、 どのようにして自社の戦略に組み込めるかについて検討しています。
ぜひ最後までお読みください。
1 - 印刷物、 DM

2 - 「新規顧客の獲得、コンバージョン、リエンゲージメント」 Euromonitor & Criteo、2018 年

有料ディスプレイ広告
概要
世界のマーケターにアンケートしたところ、 彼らのマーケティング予算の最
も大きな配分先（16%）は有料ディスプレイ広告だということがわかりま
した。 このうち、 41% はリターゲティングに投じられています。
有料ディスプレイ広告は、 ウェブ、 モバイル、 アプリを横断してユーザに
リーチできる優れたクロスチャネル戦術の 1 つになっています。
その主な目的は、 ブランドアウェアネスの向上、 またはリターゲティングを
通じたコンバージョンの増加です。 リターゲティングは有料ディスプレイ広
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告への予算の半分近くを占めており、 これはコンバージョンの増加に有
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効と考えられている証明でもあります。
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4 1% が
リターゲティングに。

有料ディスプレイ広告
トップチャネルの戦術
アウェアネス／ブランディング広告
ブランドアウェアネスの向上や、 購入意欲を喚起するために用いられる広告で、 通常、
広告主が広告枠を獲得したサイトのトップまたはサイドバナーに表示されます。 広告枠は
ターゲットオーディエンスへのリーチのしやすさ、 好感度、 関連性の高さなどを考慮して選
ばれ、 ユーザへのリーチを重視するインプレッション課金型（CPM）キャンペーン、 あるいは
新しい潜在顧客をターゲティングするパフォーマンスベースのプロスペクティング（新規顧客
獲得）キャンペーンで主に使用されています。
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リターゲティング広告
何も購入することなく Web サイトを離脱する訪問者は実に 96% に上りますが、 これら
のユーザとリエンゲージするために用いられるのがリターゲティング広告です。 リターゲティン
グは、 ユーザがサイトを訪問した際に彼らの情報を収集し、 他のサイトの訪問中にかつて
閲覧していた自社商品、 あるいは彼らが興味 ・ 関心を持ちそうな他の商品の広告を提
示することで行います。
リエンゲージメント広告
休眠中の買い物客と再びつながり、 再訪問を促すために用いる広告で、 その際には特
別オファーや割引サービス、 季節のプロモーションなどが使用されます。

リアルワールドでの活用例
美容関連のオンライン小売業者である Sephora Brazil は、 Criteo のマー
ケティングソリューションを活用してアウェアネスの向上、 リターゲティング、 リエ
ンゲージメントを図るための広告を組み合わせ、 ショッピングジャーニーのすべ
ての過程で買い物客にターゲティングを行いました。 このフルファネル型のアプ
ローチによって、 同社は ROI +725% を達成しました。

ソーシャルメディアマーケティング
概要
世界のマーケターの予算の 14% を獲得した手法で、 有料ディスプレイ
広告と僅差で 2 位となりました。

その他の SNS

ソーシャルメディア広告が支持される理由は明白です。 それは安価で素
早く簡単に実施でき、 結果もすぐにわかるからです。 また、 予算の規模
を問わないため、 あらゆる企業が平等に競い合うことができる点も、 人
気の理由の 1 つです。
Facebook（および Facebook 傘下の Instagram）がこのカテゴリー
有料ディスプレイ広告

を席巻しており、 AdAge によると世界中の広告収入の 67% を占め
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ています。 Pinterest もまた、 小売業者や E コマースビジネスに人気の

従来のマーケティング

SNS です。 ユーザの大半が女性なので、 女性をターゲットにする場合

E メールマーケティング

は特に有効です。
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世界の広告収入シェア

ソーシャルメディアマーケティング
トップチャネルの戦術
リターゲティング広告
消費者はかなりの時間をソーシャルメディア上で費やしています。 そのため、 リターゲティン
グで Facebook と Instagram を利用しない手はありません。 ここでは、 あらゆるオーディ
エンス、 たとえば自社サイト／アプリを利用したことのあるユーザ、 実店舗を利用したこと
のあるユーザ、 Facebook ／ Instagram の自社のコンテンツを閲覧／利用したことの
あるユーザなど、 さまざまなユーザをリターゲティングすることができます。
動画広告
Facebook、 Instagram、 Pinterest には、 動画広告を投稿することができます。 動
画の視聴後、 商品を購入する傾向が強まるユーザは 64% にも上るため、 今や動画広
告はホットな戦術の 1 つとなっています。

リアルワールドでの活用例
Allbirds が Facebook で配信したこの動画広告は、 シンプルでありながら
非常に目立ちます。 商品の特徴が明確にわかるだけでなく、 購入者による
フィードバックや送料／返品手数料無料サービス、 さらに 「今すぐ購入」 といっ
た CTA ボタンを活用して、 広告効果を最大限に高めています。
Allbirds
スポンサード

「言葉で説明できない履き心地です」
送料無料 ・ 返品手数料無料
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Instagram ストーリーズ広告
複数ある SNS の中でも注文 1 件あたりの金額が最も高いのは Instagram のユーザ
なので、 ストーリーズ広告を使って彼らの注目を集める価値は十分にあります。 ストーリー
ズ広告では、 ユーザの没入感を高めるフルスクリーン表示にランディングページへのリンクが
埋め込まれており、 ニュースフィード広告に代わるもう 1 つのオプションとして、 柔軟性に優
れたクリエイティブな広告を魅力的な形で配信することができます。
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手洗いする時間の余裕がないときは、 洗濯機でも洗えます。

今すぐ購入

従来のマーケティング
概要
調査では、 予算の 13% が今も従来のマーケティング（印刷物、 ダイ
レクトメール、 TV、 ラジオ）に配分されていることがわかりました。 2019
年、 デジタル広告への支出の割合はすでに従来のマーケティングへの支

35.5%

出を上回っています。 しかし、 従来のマーケティングもまだブランディング

TV

に必要と考えている人が多いようです。

38.3%
デジタル

メディア別の広告支出の内訳は TV が最大で、 残りを新聞、 雑誌、 ラ
ジオがほぼ等分しています。 近年、 従来のメディアへの支出は減少傾
向にあり、 とりわけデジタルメディアへの移行とともに印刷物の減少が顕
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著です。

6.1
ラジオ

8.1
新聞

6.2
屋外広告

5.1
雑誌

従来のマーケティング
トップチャネルの戦術
従来のメディアにおける優先度の高い戦術が、 価値を失ったというわけではありません。 し
かし、 変化していることもあります。 それはデジタルとの融合による広告体験の統合です。
いくつか例をご紹介します。
ダイレクトメール
ダイレクトメールとは、 書簡やはがき、 またはその他の販促用の素材を、 既存／潜在顧
客、 あるいはクライアントに送る手法と定義されるもので、 その反応率の高さから最近見
直されるようになっています（DMA によると潜在顧客リストの 2.9% が反応）。中には
オンライン広告で利用するパーソナライゼーションの手法をダイレクトメールに応用すること
で、 成功を収めたマーケターもいます。
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屋外広告
ある調査では、 一般的に屋外広告のリーチ率は 90% 以上に上ると報告されています。
さらに、 デジタルディスプレイの普及によって屋外広告は以前より安価になっています。 た
とえば、 ジオターゲティングを使用したモバイル広告と屋外広告を組み合わせれば、 ドライ
バーが近くを通ったタイミングで広告を配信することができます。

リアルワールドでの活用例
この DM を受け取ったのは、 最近オンラインで眼鏡を探していたユーザです。
Target はこのユーザの閲覧情報と自社の顧客情報を組み合わせて
パーソナライズし、眼鏡の割引クーポンが付いたバースデー DM を送りました。

Happy
Birthday!

Target から
お祝いのクーポンを
お届けします
お誕生日を迎えるお客様の
ために、 眼鏡を

OPTICAL

%

割引

でご購入いただけるクーポンをご用意しました *

コンテンツマーケティング
SEO
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TVCM
時と場合によりますが、 30 秒の TVCM を一部の地方で放映する場合、 1 回数百ドル
程度で済むこともあります。 CM そのものの制作にかかるコストの方が、 はるかに高額にな
ります（1 本 2 万ドル程度）。しかし、 ひとたび完成すればそれをオンラインでも配信でき
るため、 投資を有効活用できます。

特別な日のための新しい眼鏡を、 店舗または
オンライン（TargetOptical.com）で特別価
格にてご購入いただけます。

OPTICAL

E メールマーケティング
概要
Winterberry と DMA の調査によると、 北米のマーケターの 90%
が E メールを使ってオーディエンスにエンゲージしています。 また Criteo
の調査では、 マーケティング予算の 10% が E メールマーケティングに
投じられていることがわかりました。
E メールマーケティングを支持する理由として、 世界中のインハウス
マ ー ケ タ ー の 73% が、 ROI の 高 さ を 挙 げ て い ま す。 Campaign
Monitor の調査によると、 E メールマーケティングは支出 1 ドルあたり
44 ドルの価値を生んでおり、 その ROI は 4400% にも上ります。
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E メールを利用している
北米のマーケター

E メールマーケティング
トップチャネルの戦術
ロゴをマウスオーバーすると
詳細が表示されます。

ウェルカムメール
ウェルカムメールは、 新規顧客やニュースレターの新規登録者との関係を深
めるのに有効な方法の 1 つです。 通常、 このメールでは企業についての詳
細情報を紹介するとともに、 オーディエンスが今後受け取ることになるコンテ
ンツの種類や頻度を伝えます。
取引関連のメール
商品の詳細ページへの訪問やカートに商品を投入した後など、 顧客が自
社サイトでとったアクションに応じて随時送信するメールです。 一般的に割
引オファーの提示やカート放棄のアラート、 またアップセル／クロスセルを図る
ためのレコメンドメールなどがあります。

ウェルカムメール
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リエンゲージメントメール
休眠中の買い物客を自社に呼び戻すために送るメールです。 たとえば、 対
象とする買い物客が興味を持ちそうな新商品の紹介や特別オファーの提
示、 あるいはシンプルな挨拶メールの送信などによって行うことができます。

カート放棄のアラート
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リエンゲージメント

コンテンツマーケティング
概要
eMarketer に よ る と、 米 国 の B2B 企 業 の 84% が 2019 年 は コ
ンテンツマーケティングの活用を考えています。 近年、 コンテンツマーケ
ティングへの投資は増加しており、 Content Marketing Institute
（CMI）の調査回答者の半数は、 今後 1 年以内にコンテンツマーケ
ティングへの予算配分を増やす予定であるとしています。
飽和状態の広告に疲れ、 より誠実なつながりを探し求めているオーディ
エンスは、 コンテンツマーケティングに好反応を示します。 実際、 CMI に
よるとコンテンツマーケティングはアウトバウンドマーケティングの 3 倍のリー
有料ディスプレイ広告

ドをもたらすとしています。

ソーシャルメディアマーケティング
従来のマーケティング

デニムオンデニムのコーディネートや、 髭のお手入れ方法などを紹介す

E メールマーケティング

る E メールを通じて顧客の好感度を上げ、 リピーターの育成を図りましょ

コンテンツマーケティング

う。

SEO
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米国の B2B 企業が
2019 年にコンテンツ
マーケティングを活用
する予定。

コンテンツマーケティング
トップチャネルの戦術
ブログ
素早く簡単に作成でき、 SEO 対策にも役立つブログは、 コンテンツマーケティングの中
でも最も強力な戦術と言えます。
長文コンテンツ
テーマについて深く掘り下げる記事、 E ブック、 ホワイトペーパーなども人気の手法です。
その分野のエキスパートとしてのポジションを確立できるだけでなく、 オーディエンスにリ
ソースの価値を高く印象付けることができます。
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動画
動画は、 コンテンツマーケティングの分野で人気を集めています。 なぜなら、2021 年ま
でにインターネットトラフィックの 80% を動画が占めるようになると予測されているからです
（Cisco）。オーディエンスに存在感を示したいのなら、 動画コンテンツが不可欠です。
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効果的なコンテンツマーケティング戦略を構築するために
Criteo のガイドをぜひお読みください。

リアルワールドでの活用例

この E ブックがその例です。

SEO
概要
Search Engine Optimization（検索エンジン最適化）の略語で
ある SEO は、 マーケターが利用するさまざまな戦略の成功のカギを握っ
ています。 なぜなら収益を高めることができるからです。 最初に SEO 対
策を行っておけば、 その後数カ月にわたってオーガニックトラフィックの流
入が期待できます。
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これと同じ理由で Hubspot はマーケターの 61% がインバウンドマー
ケティングの優先事項として SEO 改善と、 オーガニックトラフィックの流
入の増加を挙げていると報告しています。 検索エンジンに最適化され
た Web サイトと、 SEO を考慮したコンテンツ戦略を駆使すれば、 企業
は検索結果の表示順位を上げることができます。 そして高品質なトラ
フィックを多く獲得し、 その他のマーケティング戦術の活性化を後押しで
きるようになります。
Web サイトを検索エンジンに最適化するには、 タグやコンテンツ、 構成
に変更を加え、 サイトおよび各ページの内容を検索エンジンに明示する
ことが重要になります。
対象とする検索クエリにとって、 自社の Web サイトに含まれるページが
最適なページであることを検索エンジンに認識させ、 検索結果のトップ
に表示されるようにしましょう。

アフィリエイトマーケティング

SEO 対策について詳しく知りたい方は、
Criteo のガイドをお読みください。

SEO を優先事項に
掲げているマーケター
オーガニックトラフィックを増やす方法 2019 年

SEO
トップチャネルの戦術
商品ページの最適化
E コマースビジネスの場合、 SEO にとって最も重要なページは商品ページです。 URL、 タ
イトルタグ、 画像といったカギとなるページ要素を最適化するとともに、 ページ本文もまた
効果的なものにする必要があります。
ローカル SEO
自社に実店舗がある場合、 ローカル SEO は必須です。 これは Google マイビジネスを
使用して、 オンライン上のあらゆる主要ディレクトリで一貫した情報 ・ 環境を整備すること
によって行うことができます。
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ブログ
ブログ投稿は、 ロングテールキーワード（3 ～ 4 の単語を組み合わせたより具体的なキー
ワード）によるサイト表示順位の向上に効果的で、 簡単に素早く検索結果の順位を上
げことができます。 また、 「シャワー 水圧 弱い」 などの漠然としたものから、 「シャワーヘッ
ド moen delta 比較」 といった具体的な検索まで、 マーケティングファネルの異なる
段階でのトラフィック獲得を狙うことができます。

リアルワールドでの活用例
「ニューヨーク 写真家」 の検索結果が、 ローカルマップにリスティングされてい
ます。 これらは Google マイビジネスで情報を効果的に設定しているビジネス
で、 またユーザからのレビューによって上位表示を獲得している好例です。

有料検索広告
概要

企業別の検索広告収益（米国）2016 ～ 20191
80%

調査では、 マーケティング予算の 9% が有料検索広告に投じられてお
り、 これはクリック課金（PPC）または SEM（検索エンジンマーケティン
グ）としても知られています。 eMarketer によると、 今年、 有料検索
広告に対する支出は 450 億ドル以上にも上り、 収益全体の 80% を
Google が獲得すると予測しています。 また、 この分野ではユーザが商
品検索を行う場合に Google よりも Amazon を選ぶことが増えたた
め、 Amazon もシェアを拡大しています。

7%

有料検索広告のカギを握るのも、 やはりキーワードです。 広告主が広
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告を表示させたいキーワードを入力し、 入札を行うことによって表示順
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位が決定されます。 入札結果に応じて、 広告は検索結果ページの上
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部または下部に 「広告」 という緑色のマークとともに表示されます。

E メールマーケティング

PPC という名称が表すとおり、 ユーザが広告をクリックした場合にのみ広
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告主に料金が発生します。

SEO
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出典 ： eMarketer
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有料検索広告
トップチャネルの戦術
オーディエンスターゲティング
Google は数年前、 特定のキーワードに加えオーディエンスをターゲティングする機能を追
加しました。 これにより、 より幅広いキーワードを設定して、 広告を表示するユーザを厳選
できるようになり、 リマーケティングリスト、 顧客リスト、 ライフイベント、 興味 ・ 関心カテゴ
リーなどに合わせてターゲティングすることが可能です。
広告表示オプション
広告の下部に追加のリンクを表示できる機能で、 たとえば電話番号や店舗の住所、
Web サイトの特定のページ、 あるいは特別オファーなど、 追加情報を提供する際に利用
します。 これらは無料で追加でき、 クリック率の向上につながるので試してみる価値があり
ます。
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PPC ランディングページ
PPC のキーワードグループ専用ページを用意すると、 コンバージョン率の改善に利用でき
ます。 広告の関連度のスコアも上昇するので、 CPC（クリック単価）の減少にも役立ちま
す。

リアルワールドでの活用例
「ニューヨーク 写真家」 の例をもう一度見てみましょう。 検索結果にはいくつ
かの広告が表示されていますが、 「広告表示オプション」 は電話番号と営業
時間のみ、 あるいは最寄りの店舗へのリンクなど、 企業によって異なることが
わかります。

ランディングページ／ Web サイト
概要
Web サイトは 「公開したらそれで終わり」 ではありません。 マーケティン
グ予算の 9% が Web サイト改善のための取り組みに使われているの
も、 このためです。
サイト訪問者についての理解を深めつつ、 ユーザ体験を継続的に調整
し、 Web サイトのパフォーマンスの最大化を図る必要があります。 具体
的な方法としては、 デマンドジェネレーション（需要創出）の手法を採
用したり、 商品詳細ページを改善したりすることなどが考えられます。 ま
た、 ディスプレイ広告や E メールマーケティングなどのキャンペーン用に、
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ランディングページを構築する必要もあります。

ユーザ体験を継続的に調整して
Web サイトのパフォーマンスを
最大化しましょう

ランディングページ／ Web サイト
トップチャネルの戦術
高品質の写真 ・ 動画
Wyzowl の調査によると、 消費者の 69% が 「購入決定の際、 商品のデモ動画が最
も役に立つ」 と答えています。 動画を使用しない場合は、 高品質な商品写真（複数
枚が理想的）を掲載して、 買い物客に 「商品をカートに入れる」 ボタンを押すよう促し
ましょう。
シンプルなランディングページ
ランディングページは、 伝えたいメッセージが非常に明確で、 的が絞られていることが理想
的です。 最も重要な要素を画面スクロールせずに閲覧できる位置に配置して、 魅力的
なメッセージを簡潔に伝えましょう。 そして CTA をメインの要素として据えます。
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口コミ評価
Web サイトに口コミが加わると、 2 つの効果が期待できます。 1 つはコンバージョン率が
高まることです。 Criteo が行った調査では、 買い物客の 48% が商品ページに口コミが
あることが重要だと回答しています。 もう 1 つは、 SEO 効果です。 口コミという貴重なコ
ンテンツが加わることで、 SEO 効果も上昇します。

コンテンツマーケティング
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詳しくは 「優れた E コマースサイトの構築」 をご覧ください。

リアルワールドでの活用例
Dropbox のランディングページは、 簡潔でメッセージが明確です。 ページはス
クロールせずに閲覧できる位置に収まっており、 商品画像は 1 枚で CTA を
ページの上部と中央に配置しています。

アフィリエイトマーケティング
概要
BigCommerce によると、 ブランドの 81%、 パブリッシャーの 84% がアフィリエイ
トマーケティングを活用していると報告しており、 世界のマーケターの予算の 9% が

アフィリエイトマーケティング

この戦術に投じられています。
最もシンプルな形のアフィリエイトマーケティングは、 自社商品のマーケティングのた
めに、 他の誰かに手数料を支払うというものです。
アフィリエイト（つまりパブリッシャー）はセラーの商品の販売をサポートすることで発
生した売上の一部を獲得できます。 一方、 セラーはアフィリエイトの支援によって独
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力で行う場合よりも多くの顧客にリーチできるようになるため、 Win-Win の関係が
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成立します。 また、 アフィリエイトへの支払いは、 たとえば実際の売上に対して生じ
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たリードやクリックなど、 別の方法で計算する場合もあります。 セラーとアフィリエイト

E メールマーケティング

が利益を分け合うため、 顧客が支払う対価が変わることはありません。

コンテンツマーケティング
SEO

アフィリエイトは、 大手メディアサイトから個人事業主のパートナーまで形態も規模

有料検索広告

もさまざまですが、 通常は商品レコメンドに興味 ・ 関心を持ちそうなフォロワーがい

ランディングページ／ Web サイト

るインフルエンサーやブロガー、 商品レビューサイトなどです。

アフィリエイトマーケティング

ブランド

パブリッシャー

アフィリエイトマーケティング
トップチャネルの戦術
ニッチインフルエンサー
巨大なクーポンサイトなら大量のトラフィックを誘導できるかもしれません。 しかし、 最近、
アフィリエイトのコンバージョンを加速させるための戦術として注目されているのは、 ニッチ
インフルエンサーと呼ばれる人々です。 自社のビジネスに合った適切なインフルエンサーを
選べば、 特定の分野における高品質なオーディエンスとエンゲージし、 「量より質」 のトラ
フィックで勝負することができます。
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コ ・ マーケティング
類似したオーディエンスを持つ 2 社が提携して、 共同でプロモーションを行うことです。 た
とえば、 共同ブランド商品（Pottery Barn と Sherwin Williams の塗料シリーズな
ど）、または共同ブランドコンテンツ（ゲスト形式のブログ投稿シリーズや共同開催のウェビ
ナーなど）の形で行うことができます。 こうすることで、 2 社はコストやリソースを共有しなが
らより多くのオーディエンスにリーチし、 目標に応じてリードや売上の増加を図ることができ
ます。
クーポンサイト
割引のオファーは、 アフィリエイトマーケティングにおいて人気の高い手法の 1 つです。
大規模なオーディエンスや登録者を擁する大手クーポンサイト（Coupons.com や
Offers.com など）が多数存在しているので、 これらをトラフィックの流入経路として利用
することもできます。 その際には、 良質かつ信頼できるサイトを選ぶようにしましょう。

リアルワールドでの活用例
ママブロガーのサイトで、 商品を紹介する記事が投稿されています。 また、
ページ上部にアフィリエイトリンクが含まれることが明示されています。

2019 年のマーケティングミックス
自社に最適なマーケティングミックスを見極めるプロセスは常に変化するので、 着手前に世界のトップマーケターの予算配分を理解しておくことが大切です。
本書で取り上げた以下の各戦術にマウスオーバーして、 それぞれのトップチャネルの戦術を振り返ってみましょう。
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有料ディスプレイ広告を
始めてみませんか？
Criteo は先進の AI エンジンと、月間 19 億人のアクティブな買い物客、
年間 7,600 億ドルの売上データを駆使して、 お客様のデータに秘めら
れたポテンシャルをフル活用できるようサポートいたします。

Criteo のソリューションについて、 お気軽にご相談ください >

