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オウンドメディア成功のカギは、目的を明確化し、強いコンセプトを作ること
設計から運用体制、PDCAの回し方まで結果の出るノウハウを学ぶ

情報を伝えるだけでなく、「思い」を届けるオウンドメディアへ

オウンドメディア活用実践講座
【オンデマンド配信】 申込後７日間 終日視聴可能

組織的にコンテンツを充実させたほうが
問い合わせが増えることは分かりきって
いるのに、社内にそうした取り組みを
評価する仕組みがなく、意識ある社員の

自助努力で運営されている…

意欲ある社員が、自分の担当商品の
コンテンツを中心に投稿するため、
掲載内容に偏りが出て、メディアとして

不格好になっている…

生活者の関心を引くコンテンツの
投稿でＰＶが上がり、社内の意気は
揚がったが、労力のわりに営業活動
にはほとんど繋がっていない…

新商品の告知やキャンペーンの
お知らせなどセールス色が強すぎたり、
質の低い記事を上げてしまったり、
顧客ロイヤリティを下げている…

営業活動や売上に直結する分野の
社内承認は下りやすい一方、オウンド
メディアの充実や更新にはリソースが
割けず、更新が滞りはじめた…

競合大手のサイトを参考に
リニューアルをしたものの、
複数の指標で微減しており、
挽回を求められている…

ユーザーに役立つ 購入イメージが湧く 継続的に見たくなる



日を追うごとに充実していく、競合のオウンドメディアをはた目に、
手頃なキャンペーン告知や、リリース転載ばかり投稿していませんか？

ますます充実する
デジタル予算と企業サイト

「正確なカタログサイト」では不十分に

大量の情報やコンテンツが溢れる今、生活者とのエンゲー
ジメントを高めることはまずます難しくなり、企業は、オウンドメ
ディアやソーシャルメディアへの取組みを強化しています。
『広報会議』2023年2月号の調査でも、デジタル関連予算
の増加やコーポレートサイトのリニューアルへの注力が確認
されました。その一方、オウンドメディアの運営や、リニューア
ルの社内提案を行う担当者からは課題も上がっています。
目的や運用体制が曖昧なまま、とりあえず運用を続け、社内
の協力も得られず、現場の担当者も記事を上げるだけで疲
弊してしまうケースが少なくありません。本講座では、多数の
評価の高いオウンドメディアの事例や取り組みを把握した上
で、今あるオウンドメディアをどのように改善し、目的と運用体
制を洗い直し、また実際にオウンドメディアの立ち上げから急
成長までを手掛けた実務担当者にそのノウハウを学ぶ「オウ
ンドメディア活用実践講座」を開講いたします。　

講座のポイント
オウンドメディア成功のための基本的なポイントを押さえ、
読者とのエンゲージメントを高め続ける運用ノウハウを学ぶ

オウンドメディアの目的を明確にし、
一貫性のあるコミュニケーション戦
略とコンテンツ制作のポイントを学
びます。

Point1
自社の状況に合わせて

オウンドメディアの目的を定義する
オウンドメディアの成功を左右する
コンセプトの作り方と実践的な運用
ノウハウを学びます。

Point3
強いコンセプトの作り方と、
運用ノウハウを学ぶ

オウンドメディアの目的を達成するた
めの運用体制と高速でPDCAを回
すノウハウを学びます。

Point2
オウンドメディア運営の基本と
PDCAの回し方を学ぶ

このような課題をお持ちではないですか？

予算や人員の確保が難し
く、記事を上げるだけで精
一杯…

頑張って毎月記事を上げ
てはいるが、思ったように
PVが伸びない…

経営層や社員のSNSで
の拡散に期待したが、な
かなか協力してくれない…

ある程度PVは伸びててき
たが、売り上げやブラン
ディングにどうつなげてい
けばいいのだろう…

広報会議編集部 「企業の広報・PR活動に関する調査 2023」

広報会議2023年2月号 より



学ぶポイント

明確な目的を定めずにオウンドメディアを立ち上げ、運
用をし始めてしまうと、KPI設定や効果測定があいまい
になり、本当に求める成果は得られません。まず、マー
ケティングの全体設計の中でオウンドメディアにどの
ような役割を持たせるかを戦略的に定義していく必要
があります。また、オウンドメディアと一言で言っても、
コーポレートサイト、コンテンツサイト、SNSサイトやEC
サイトなど多岐にわたるため、それぞれの役割を整理し
なければユーザーにとって不親切な企業都合のコミュ
ニケーション設計になってしまい、貴重な顧客データも
散在してしまいます。講義ではユーザーに最も信頼さ
れるコーポレートサイトを軸に、本講座の主題であるコ
ンテンツサイトを活用することで、自社の商品やサービ
スの魅力が伝わり、ユーザーに行動を促すデジタルコ
ミュニケーションの戦略設計を学びます。

STEP1 自社のデジタル戦略とオウンドメディアの目的を定義する

©後藤 洋氏

ユーザーに求められ、量質なアクセスを確保し、その成
果として、問い合わせや申し込み、売上に貢献するコ
ンテンツを制作するには、まずはじめにユーザーに求め
られている情報がどのようなものかを把握しなければな
りません。ここでは、調査データや実際の企業事例をも
とに、ユーザーからの評価の高いオウンドメディアや、そ
のコンテンツのあり方を徹底的に分析します。なかで
も、ユーザーの評価が高い企業の理念、ビジョン、ス
トーリーの伝え方については多様な切り口があり、多角
的な観点で事例を集め、理解を深めることが必要で
す。その上で、今ある自社のサイト上で、段階的に、可
能な範囲から改善をしていくにはどうすべきか、その考
え方ｔｐノウハウを学びます。コンテンツサイトのコンセプ
ト、運用組織、分析と改善のポイントを学び、コンテンツ
を有効に活用するための戦略的思考を身に付けます。

STEP2 ユーザーが求める情報を理解し、コンテンツ制作の方法論を学ぶ

©後藤 洋氏

実際にオウンドメディアを立ち上げ、運用するとなると、
リソースも限られるため、記事アップに忙殺されてしま
い、戦略やコンセプト、運用体制などがおざなりになり
がちです。締め切りに追われ、必死に目の前の記事を
アップし続けるのではなく、目的を見据えた戦略的な
運用体制の構築と外部パートナーの活用が重要で
す。講義ではオウンドメディアの立ち上げから軌道に
乗せるまでに直面する課題の乗り越え方、読者との
関係性を強化するリニューアルのポイント、そしてオウ
ンドメディアを継続的に運用し、成長させるための
PDCAの回し方を実際に現場で推進してきた企業担
当者から学びます。

STEP3 強いコンセプトの作り方と継続的な運用ノウハウを学ぶ

「最大公約数」的アイデア
ターゲットの多くが興味を持つ

浅めのコンテンツ

「最小公倍数」的アイデア
人数は少なくても確実に
感心を誘う深めのコンテンツ

「遊び」的アイデア
仮説検証のため
実験的なコンテンツ

アイデア出しの初歩段階で知っておきたい
3点

アイデア出しの初歩段階で知っておきたい
3点



時間 講義内容 講師テーマ

※日程・講師・カリキュラムは都合により一部変更となる可能性がございます。ご了承ください。

カリキュラム

第一部
約120分

後藤 洋氏

後藤 洋氏

清水 俊隆氏

オウンドメディアの役割を理解する／調査データに見るオウンドメディアの重要
性／環境変化の潮流を捉え、現代コミュニケーションの在り方を考える／デジタ
ルコミュニケーション戦略 押さえておくべき5つのポイント

オウンドメディアを活用した
デジタルコミュニケーション戦略

第二部
約60分

コンテンツサイト構築に必要な要件とは？／コンテンツ活用、成果に繋がる4つ
の施策／ 4 つの成功ファクターで分析してみる／まとめ コンテンツサイトを始め
る前に

カインズのオウンドメディア戦略
『となりのカインズさん』について

第三部
約70分

カインズのオウンドメディアの立ち上げ経緯／コンテンツ効果の実例／売上貢
献の実例／マーケティング仮説検証／オウンドメディアの運用／オウンドメディ
アの運用方法（オウンドメディア無用論）

コンテンツサイト成功の法則と
実践ワークショップ

講師プロフィール

講座概要
●視聴期間：申込後７日間 終日視聴可能　　　　●視聴方法：宣伝会議オンライン上での視聴
●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：企業のオウンドメディア担当者、広告会社やWeb制作会社のプランナー・ディレクター

清水 俊隆氏
株式会社カインズ
マーケティング本部 メディア統括部 部長

カインズ入社後、黎明期のデジタル戦略本部にて、 ホームセンターをDX
するオウンドメディア『となりのカインズさん』を創刊。 現在は社内の複数プ
ロジェクトにてグロースを担当している。

慶應義塾大学卒業後、2001年にソフトバンクに入社。同社にて新規事業立ち上げのマーケティ
ング全般を担当後、02年トライベック・ストラテジーに参画。同社のコンサルティング事業を一手に
担い、幅広い業界のデジタル戦略、ブランド戦略、ロイヤリティ戦略プロジェクトなどに多数従事。経
営者として企業規模拡大と持続的成長を目指すべく、積極的なM&Aにも着手。21年4月に会員
300万人を誇る国内最大級の書式テンプレートメディア「ビズオーシャン」を経営統合し、総合型の
DXコンサルティング企業として幅広いサービスを提供する企業体へと成長させている。同社代表取
締役CEOとして、数多くのメディアやイベント登壇、マーケティングやDX研修講師などを務める。

後藤 洋氏
トライベック株式会社 代表取締役CEO
CXコンソーシアム 代表幹事

〒

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。
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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

受講者の声
基本から応用へ、またグループワークを通して体験
したことは、既存の自社サイトの現状分析にも応用
でき、即日実践にも繋げられると感じました。事例も
豊富で大変参考になりました。

（食品メーカー）

オウンドメディアの枠組みを理解することができ、
今後のターゲット設定等、編集部で目標を定める
指針となるような講義内容でした。

（建築設計）

オウンドメディア立ち上げの経緯、その後のつまずき、課題、それをどう乗り
越えて、どんな効果があったのかを知ることができたのは大変参考になり
ました。コンセプト・ターゲットがあいまいなところなど、自分たちも同じところ
でつまずいているので、まずそこから考え直す必要があるなと感じました。

（官公庁）

230413


