ターゲティング、
クリエイティブ
などを最適化して
効果を上げる！

このやり方で本当にいいのだろうか…
もっと効果的なやり方があるのではないか…
と感じている方に向けた

Facebook広告実践講座
【オンデマンド配信】

申込後７日間 終日視聴可能
数値をもとにした
改善ができていない。
どのように運用すればいいのか…

advertising

advertising

ファン数の増加、
リーチ数の増加…、
さらに効果を上げていきたい

advertising

画像やテキストは
どのような基準で
変えていけばいいのか

最新のFacebook広告、
SNS広告の状況を知りたい

自社の商品にとって、
どのような出稿方法が
最適なのか。
それを知る方法が知りたい

今のターゲティング方法で
いいのだろうか。
もっと手法を組み合わせた
やり方を実践したい

潜在顧客に対して、
もっと効果的な
アプローチをしていきたい

Facebook広告の効果を最大限に引き出す！
精緻なターゲティング、数値を基にした効果測定など、
効果を上げるための考え方、ツールの使い方を学ぶ

今のやり方で、Facebook広告の効果を
最大限に発揮できていますか？
日本の月間利用者数が2600万人！
ますます重要となる媒体「Facebook」

細かに設定できる分、
使い手次第で、効果が明確に変わる

ユーザーが増加し、生活に浸透していくFacebookは、広告出

多くのユーザーを抱え、機能も充実しているFacebook広告で

稿主にとってもその重要性が増しています。2600万人のユー

すが、幅広いことができる分、使い手の能力に左右されます。担

ザーにアプローチができる媒体として、無視できない存在です。

当者の使い方次第で、結果が大きく変わるのです。予算の使い

各ユーザーのプロフィールによってターゲティングが容易で、誰

方、
ターゲティング方 法 、
クリエイティブのブラッシュアップ、

でも簡単に少ない予算で始められる、正確な効果測定が可能

PDCAの回し方など、考えるべき点は多くあります。そこで宣伝

など、特徴は多くあります。大企業はもちろん、中小企業、ベン

会議では、Facebook広告の効果を最大限に生かす考え方、
ス

チャーにとっても有効といえます。
しかし、新しい機能も増え続け

キルを学ぶための「Facebook広告実践講座」
を開催します。

る中、
どれだけの組織が使いこなせているでしょうか。

講座コンセプト

Facebook広告の一歩進んだ機能、活用方法を学び、
自社商品・サービスにおける効果を最大化させる
学ぶポイント
POINT 1 広告運用のセオリー

POINT 2 実務に役立つテクニック

Facebook広告の全体像を理解し
正しい運用・改善を行う

ターゲティング、クリエイティブなど
効果をあげるためのプロのノウハウを学ぶ

まず細かなテクニックを学ぶのではなく、
そもそも実現したい目的は何な

考え方、状況の把握の後に、実務に役立つさまざまなテクニックを学ん

のか、KPIをどのように設定すればいいのかなど、Facebook広告を使う

でいきます。
「ターゲティングの設定」
「クリエイティブの開発の仕方」

意味から整理します。方針、判断基準がないまま出稿を続けても成果を

「数値からの分析」など、知れば知るほどFacebook広告の活用の幅

得ることができません。そして、Facebookの構造、最新の情報につい

広さを理 解できます。本 講 座では、普 段より多くのクライアントの

ても網羅します。これらを踏まえることで、状況の変化や新しい施策に

Facebook広告出稿をコンサルティングしているプロより、明日から使え

対しても柔軟に対応できるスキルを身に付けます。

るノウハウを学びます。

下記のような方におすすめの講座です。
Facebook広告ですぐに
使えるノウハウを知ることが
でき有意義だった。
具体的なクリエイティブの
事例が豊富かつ
分かりやすく、
自社で実践するときに
役立つ。
メーカー 男性

施策の分析や方向性の決め方、
運用の管理について理解できた。
基礎的な内容から、掘り下げ
られた実践的な内容を学べ、
自身の知識の底上げになった。
ダイナミック広告など、
早速使える情報が
まとまっていた。
人材 男性

作業感覚で流してしまっていた
Facebook広告も、
アルゴリズムやスコアの活用など、
運用の改善のための重要な
ポイントを学べました。
資料も分かりやすく見返すなど
して役立てたい。
クライアントへ
提案できるアイデアの幅も広がった。
広告会社 女性

セオリー編

考え方が身に付くだけで
広告の効果はガラリと変わる！

Facebook広告の効果を上げる考え方・セオリー
Facebook広告で何をどうやって考える？
目的

リーチ

金額

KPI

効果的なターゲティングが継続的に成果を出す鍵
コアオーディエンス
類似オーディエンス

掲載期間

与えたい影響

オーディエンス

アルゴリズム

画像

フリークエンシー

テキスト

CPM

ベネフィット

CTR

カスタムオーデイエンス
人口統計データ

興味・関心

行動

…

Facebook広告を活用するにあたって、何をどのように考えればよい
のかを網羅的に学びます。目標、KPIや全体像を整理できていない
と、思うような効果を上げることができません。
どのような商品・サービ
スや状況によっても対応できる土台となる考え方を築きます。

地域

Facebookの特徴は、実名制によるユーザーデータの豊富さです。
行動や興味関心のデータもあり、
これらの情報によってさまざまな
ターゲティングが可能になっています。
さらに企業が保有するデータ
とつなぐことで、企業側がアプローチしたい人にもFacebookで配信
することができ、奥が深い領域になっています。

反応を上げるための重要要素「クリエイティブ」
フィードに流れるFacebook広告では、
バナーやコピーなどのクリエイティブが重要な要素を担っていま
す。
ただ無作為に出しているだけでは、
なかなか効果を出し続けていくことは困難です。
クリエイティブ
における考え方を身に付け、常に効果を見続けることが大切です。本講座では、
コミュニケーションシ
ナリオの変数を
「ターゲット」
「訴求」
「広告」の３つの観点で整理し、個々の項目でPDCAサイクルを
回す方法について学びます。講義内では演習も行い、
日常でどのように考え、実践していけばいいの
かを実際に体験しながら身に付けていきます。

実務編

明日から実践！
効果を引き上げるためのノウハウを学ぶ

担当者として最も効果的・効率的に、PDCAを回す方法
ポイント1

最適な配信のための
A/Bテストノウハウ

ポイント2

Facebook広告マネージャーを
効果的に活用する

効果を上げていくためには？

見るべき指標と分析

クリエイティブ、
ターゲティングなど、
その設
定で正しいのかを判断するために、
テスト
を繰り返すことが重要です。では、
どのよう
にしていけば効果が上がるのか、A/Bテ
ストのやり方、
ノウハウについて学びます。

出稿して出てきた数字を見て、
どのように
判断すればいいのか。Facebook広告マ
ネージャーを効果的に活用するための操
作方法、見るべき数字、分析の方法につ
いて学びます。

ポイント3

動画広告、カルーセル広告…
最新情報までを網羅して使いこなす

・写真広告
・動画広告
・カルーセル広告
・スライドショー広告
・キャンバス広告
・360度動画広告
・コレクション広告 など…

最 新 のさまざまな広
告メニューを紹介し、
それぞれの効果の出
し方を学びます。

カリキュラム
時間

テーマ

講義内容

登壇者

約150分

Facebook広告の
セオリーから最新情報まで

Facebook広告の考え方・構造／目的の整理／広告フォーマットの種類／広告の種
類によっての効果の出し方／アルゴリズムの理解／Facebook広告マネージャーで
の分析／効果指標

香川氏

約120分

Facebook広告の
クリエイティブと効果検証

ユーザーの共感を得るためのFacebook広告のクリエイティブ、
テクニック／効果的な
Facebook広告を開発するには／Facebook広告の効果検証の考え方

竹下氏

※講師･カリキュラム・日程は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

講座概要
●講義形態：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：49,000円
（税込 53,900円）※申込金5,000円（税込 5,500円）
を含みます
●受講対象：SNS、
ネット広告を担当するマーケティング、
プランニング、宣伝、販促、営業、Web担当者の方など。
※本講座の内容を社内研修としてご提供することも可能です。
企業の課題・社員のレベルに合わせた研修をお考えの方は、
お電話・メールにて事務局までお問い合わせください。
お電話：03-3475-3030 メール：info-educ@sendenkaigi.com

講師プロフィール
香川 佳広氏

竹下 正光氏

電通デジタル
メディアプランニングマネージャー

トライバルメディアハウス
シニアコンサルタント

電通デジタルに2016年入社。アカウントプランナーとしてのデジタ
ルメディアのプランニング及びデリバリー、効果検証・設計、PDCA
業務に従事。18年よりソーシャルメディア広告担当マネージャーとし
て、
ソーシャルメディア広告のの運用コンサルティング、広告パフォー
マンス向上やオペレーション最適化などに取り組む。Facebook社
認定資格Facebook Certiﬁed Media Buying Professional資格
保有。

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

1982年生まれ。工学院大学大学院工学研究科卒業後、都市デザ
イン会社でまちづくり、不動産投資評価、群衆流動デザインに従事。
その後、危機管理コンサルティング会社で、
ディフェンス・セキュリティ
の海外トレンド調査などに携わり、2015年よりトライバルメディアハ
ウスに参画。
ソーシャルメディアマーケティングの戦略策定から運用
まで業種問わず幅広く支援。

０３−3475−3033

WEB申込

すぐご受講いただけます

F AX申込

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

Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告実践講座
お申込者情報記載欄

会
社
情
報

会社名

申
込
者
様

氏名

派
遣
責
任
者
様

住所

TEL
〒

所属部署

役職

所属部署

役職

生年月日
年

月

日

年

月

日

Eメール
氏名

生年月日

Eメール

申込形態
お振込み先

①企業申込
（請求書を発行します）
三菱 UFJ 銀行

青山支店

普通

1145602

②個人申込

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

口座名義：株式会社宣伝会議

※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。

■お問合せ

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
TEL：03-3475-3030 E-mail：info-educ@sendenkaigi.com www.sendenkaigi.com/class/

220707

