
どういった種類があるのか把握しきれていない方のための

ネット広告基礎講座

もはや誰にも聞けない
ネット広告の基礎の基礎から学ぶ

とりあえず余った予算は、
使い慣れている出稿先に
つぎ込んでいる

ＤＭＰＤＭＰ

ネイティブ広告ネイティブ広告

Facebook広告Facebook広告

ターゲティングターゲティングリスティング広告リスティング広告

アフィリエイト広告アフィリエイト広告
ディスプレイ広告ディスプレイ広告

動画広告動画広告

第三者配信の仕組みの
説明を何度受けても
未だに腹落ちしない

Cookie、ログなど、
ネットの仕組みから
理解しておきたい

バナー広告と
キーワード広告の
役割の違いが実は

はっきり分かっていない

自社商品に合う
施策を知りたいが、
説明を聞いただけでは
相性など分からない

手馴れた手法ばかり多用していませんか？

▶ネット広告のノウハウを学びたい
  宣伝・マーケティング・販促
▶本業ではないけれど提案が求められる
  広告会社の営業・プランナー

一度はしっかり学んでおきたい

の方にオススメ

【オンデマンド配信】 申込後7日間 終日視聴可能



基礎編
出稿の前に知っておくべきネット広告の基礎知識

ネット広告の裏側にある仕組み
POINT 1

キャンペーンやプロモーションで何らかのWeb施策を実施することが当たり前と
なった現在では、多くの部署との連携が必要となります。分からないWeb用語
をいちいち調べていては、業務効率が落ちるだけではなく、パートナー企業へ
のディレクション業務もままなりません。本講座では、ログやCookie（クッキー）の
仕組みなどの基礎知識から、第三者配信サーバーの仕組みなどの実践・応用
までを網羅し分かりやすく解説します。これからのマーケティング活動を行う上
で必須のWeb用語の基礎を身に付けます。

 

!

知っておくべきWebの基礎知識例 ： Cookie(クッキー)の仕組み

■クッキーとは？
Webサイトの提供者が、訪問者のコンピュータに一時的にデータを書き込んで保存させる仕組み。

目的別の手法の使い分け
POINT 2

ネット広告は次々に登場する新技術などから多種多様になっています。バナー
広告、ＳＥＯなど、単語は聞いたことがあるが、どれがどのような時に必要なのか
不明確な方が多くいます。それらを大きく分けると「攻め」と「待ち」で分けること
ができます。それぞれの手法の種類、目的を知ることで、何ができるのかを理解
できます。本講座では、複雑になっているネット広告を目的に合った形で選ぶた
めの知識を身に付けます。
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どのネット広告が効くのか検証する以前に
新しいものにチャレンジするだけの知識がない…

今まではマス市場に対して、大まかな施策を行うだけで成果があ
がっていました。しかし、生活者の趣味嗜好が多様になり、細分化さ
れた市場では、通り一辺倒なマス施策では反応が薄くなってきてい
ます。そのような状況の中、対象を絞り込むことができ、数値が出て
ＰＤＣＡの回しやすいネット広告が売り上げに貢献する比率が、年々
増してきています。さまざまな手法が出てくる中、その重要性は高
まっており、マーケティングに関わる部署にとってネット広告に関する
スキル・知識は必須になっています。

ネット広告に関する
スキル・知識は必須項目に

今までとは畑の違うネットでの施策のため、苦手意識を持つ方も多く
います。ですが、その仕組みを理解し、種類を知ることで、すぐに実
践でも使えて成果をあげることができます。広告会社を通す必要が
なく、直接、メディア、Ｗｅｂ事業会社とやりとりができるネット広告で
は、社内にどれだけのノウハウがあるかが、成果をあげられるかどう
かのポイントになります。そこで本講座では、ネットの仕組みから、種
類、用語、ＰＤＣＡの回し方まで、網羅的に学び、すぐに実践で使え
るノウハウを身に付けます。

ネットの仕組みを学び
何ができるのかを把握する

本講座のゴール

今の時代に合った多様なネット広告の種類を把握し、自社に合った施策へと落とし込む

アドテクノロジーを俯瞰するための地図

©平塚元明事務所



嫌がられずに攻めるディスプレイ広告のポイント
「攻め」のネット広告であるディスプレイ広告は、不特定多数に広く認知させる場合に向
いています。小規模に配信を行っても効果が薄いため、ある程度の配信ボリュームが
必要になります。また、ディスプレイ広告の中にもブランディング型やレスポンス型に分か
れていたりとさまざまです。それらを目的に応じて使い分ける判断が、予算を効率的に
配分する上での軸となります。本講座では、ディスプレイ広告はもちろん、他に多数ある「
攻め」のネット広告の場面に応じた使い分けを学びます。

近年さまざまな広告メニューを増やしつつあるＳＮＳ。膨大なユーザーを抱えており、見
逃すことはできない媒体の一つとなっています。各ＳＮＳごとに大きな特徴があり、それぞ
れを見極めて出稿する必要があります。各ＳＮＳ紹介から、どのような手順が必要なの
か、効果的な出稿方法など、実務に即いかせるノウハウを学びます。

ユーザーが閲覧しているWebサイトに表示されるネット広告。大勢にただ表示するよりも
、より見込みのあるユーザーに表示をさせた方が効率的です。そのためネット広告では
、見る人にとって関心のある情報を届けられるよう「ターゲティング」という技術を使用し
ています。ユーザー像からターゲティングすることで、最適な広告配信を行うことができ
ます。本講座では、複数のターゲティング方法を学び、効率よく目的を達成できる手法を
身に付けていきます。

ネット広告の効果は、広告の露出そのものであるインプレッション効果と、クリックすること
によって発生するレスポンス効果に分けられます。インプレッション効果は、広告の認知
率やイメージなどが指標となります。レスポンス効果はクリック数やクリック率などが指標
となります。また、Webサイト内外での分析視点も取り入れることで、効果を測定し、次の
施策にいかせるヒントを得ることができます。そこで本講座では、ネット広告の効果測定
について学びます。

「待ち」の施策、リスティング広告の作法
リスティング広告は、Yahoo!やGoogleなどの検索エンジンで、あるキーワードが検索された際に、その検索結果に応じて表示される広告のことです。「待ち」
の広告に分類でき、見込み客にピンポイントかつ低コストでアプローチすることができます。しかし、広い認知の獲得ができない、出稿に手間がかかるなどの
デメリットも存在します。本講座では、「待ち」のネット広告における作法も学び、それぞれの場面で最適な効果を出す方法を学びます。

Facebook・TwitterなどのSNS広告

精度を上げるターゲティング

PDCAを回す効果測定

実践編
手法ごとの特徴を生かす５つのポイント

POINT 1

POINT 2

POINT 3

POINT 4

POINT 5

商品・サービスごとに見極める

©PowerVision

©PowerVision

各特徴から、利用シーンを解説
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ABCDの領域別で異なる効果指標
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ターゲティングの方法は大きく2種類

1.デモグラフィックターゲット
　（年齢、性別、職業、家族構成）

2.行動履歴による、興味関心ターゲット
　（テクノロジーが好き、登山が好き、
　　　　　　　　　　商品の購入履歴）

facebook



講師プロフィール

カリキュラム

講座
概要

1989年博報堂入社。マーケティング局を経て、ネット×広告の実験部署「博報堂電脳
体」に参画。2003年より、フリーのマーケティングプラナーとして活動中。博報堂プラニン
グハウスフェロー。著書『ポスト3.11のマーケティング』（共著・朝日新聞出版刊・2011）、
連載『マーケターのためのブックガイドマーケボン』（読売新聞ADレポートOJO・2009～
2017）など。

平塚 元明 氏 
マーケティングプランナー

書籍「図解でわかるシリーズ」の
著者、

分かりやすい例え話が人気の鉄
板講師。

同志社大学哲学科卒業後、2007年にWEBマーケティング専門会社パワービジョンを立
ち上げ。中小企業から東証一部上場企業まで幅広くWEB事業のコンサルティングを手が
ける。これまでにアドバイスしてきた企業は200社超。著書に『小さな会社のWeb担当者
になったら読む本―ホームページの制作から運用・集客のポイントまで』（日本実業出版
社）『すぐに使えてガンガン集客！WEBマーケティング111の技』『Googleアドワーズ
&Yahoo!リスティング広告最速集客術～SEMの極意』（技術評論社）など。

山田 竜也 氏 
株式会社パワービジョン
代表取締役

著書多数、中小から大企業・BtoC
、BtoBまで

Webマーケティングで幅広い実績
あり。

テーマ時間

第1部
約135分

第2部
約195分

講義内容 講師

ネット登場前後のマーケティングの変化／顧客の変化／ネットを
活用するのに必要な発想／ネットマーケティングの変遷／ネット
広告の基本用語／Webテクノロジー4分類／Cookie、ログとは？
／アドネットワーク

マーケティングの立場から
テクノロジーを俯瞰する

SEO（検索エンジン対策）／ソーシャルメディア／Webプレスリ
リース／効果的なネット広告のポイント／オススメ広告／ネット広
告別の利用シーン／具体的な運用方法／改善／分析の代表的
手法／競合調査の手法

Webマーケティング総ざらい！
目的別 すぐに使える実践ノウハウ集

平塚 元明 氏

山田 竜也 氏 

お申込みはWebから またはこちらまで
FAXにてお送りください ０３－3475－3033

〒

TEL

申込形態　①企業申込（請求書を発行します） 　②個人申込

お振込み先          三菱 UFJ 銀行　青山支店　普通　1145602　口座名義：株式会社宣伝会議

会社名

住所

氏名

Eメール

氏名

所属部署

所属部署

役職

役職

生年月日

生年月日

Eメール

宣伝会議からの情報　①いる　②いらない　 ③ すでに届いている

TEL：03-3475-3030  E-mail：info-educ@sendenkaigi.com   www.sendenkaigi.com/class/
株式会社宣伝会議　〒107-8550 東京都港区南青山3丁目11番13号
■お問合せ

 　  　　　 年　　   月　　  日　

  　 　　　 年　　   月　　  日　

※受講は受講者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。尚、同一の講座を別々の方に受講いただくことは禁止としております。※お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。※万一、受講前に受講予定
の方の参加ができなくなってしまった場合は、事務局までお問合せください。同一講座の受講中において、参加者の途中変更はできません。※一旦納入された申込金・受講料は、受講前・受講途中にかかわらず、いかなる理由で
あっても払い戻しや次期への振り替えはできません。※天候不順によるアクシデントや講師の都合、受講者数が一定数を下回った場合等、諸事情により直前に開講日程が変更・中止となる場合がございます。その際、交通・宿泊
費等の保証はできかねますのでご了承ください。※弊社と発注者は互いに暴力団、及びその他の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約します。万が一、上記に反していることが判明した場合には、直ちに無条件で本契約
を解除します。※弊社と同様の教育講座を開催している企業、人材紹介業、受講生への営業・勧誘等を目的とするご受講等に関しましては、審査の上、お申し込みをお断りする場合がございます。また、お申し込みから審査まで
の間に、ご請求書類の発送など、決済処理の進行が行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。※本申込書により㈱宣伝会議が取得した個人情報は受講手続きや各種連絡、講座運営、ダイレクトメールなどの方法
で出版物や講座、イベントのご案内等をお送りするために利用します。プライバシーポリシー（https://www.sendenkaigi.com/privacy/）をお読みいただき、同意の上、お申し込みください。

WEB申込
FAX申込

すぐご受講いただけます
受講環境の設定に関する手続きのため 1週間ほどお時間がかかります

●受講形態 ： 宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信　※お申込日から7日間視聴可能。視聴期間内であれば、ご自身の自由なタイミングで視聴できます。
●受講料金 ： 54,000円（税込 59,400円）  ※申込金5,000円（税込 5,500円）を含みます
●受講対象 ： 企業の宣伝、マーケティング担当者。クライアントに提案する広告会社の営業の方など。
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