
目の前の施策に追われるか ゴールから逆算して施策を打つか

達成したい「デジタルの目的」から分解した
KPIの設計・ロードマップの策定・チーム作りを学ぶ

画像提供：123RF

KPI ロードマップ チーム作り

サイトのPV数が評価指標となっているが
そこからどう売上につなげるのか
という設計ができていない…

Web・デジタルの担当者は
部門の兼任・横断が常態化しており
常に目の前のタスクに追われている…

Webは後からでも変更しやすいと
見切り発車でスタートすることも多いが
いざ改修する際に想像以上に大変…

長く付き合っているパートナー会社に
任せがちになっていて

担当が戦略をもって先導できていない…

Web関係を統括する責任者は
他の部門が長かったので

現場の裁量で進めてしまうことが多い… 「SNSをやらなければ」という声が
定期的に上がっては消えるが
本当はやるべきなのだろうか…

Web・デジタル戦略設計
基礎講座

【オンデマンド配信】 申込後7日間 終日視聴可能



今こそWeb・デジタルを「便利な道具」から、
売上やブランド価値向上のための「戦略の一部」に

周りの都合の良い要望に対して
個別最適で考えてしまいがちなデジタル

Web・デジタルの領域は、今や業務のあらゆる領域で必
要不可欠になっています。特に企業のマーケティングに
おいては、生活者に寄り添い、常に変化・改善すること
が求められます。Webサイトのリニューアルや、SNSの
活用、MAツールの導入、データ解析など、対応すべき
領域は無限に広がっています。その幅の広さや、デジタ
ルに対する理解不足も相まって、Web担当者は日々の
業務に追われがちです。しかし、各部門からの都合の良
い要求に対して応急処置的な施策を繰りかえしていては、
一向に成果は上がりません。今こそWeb・デジタルは「便
利な道具」から、売上やブランド価値向上のための「戦
略の一部」にアップデートすることが求められています。

Web・デジタルでできることを整理し
目的に適した手段を選び実施する

戦略を描くことができてもデジタルの実務に明るくなかっ
たり、Webを触ることができても場当たり的な対応しか
できなかったりと、Web・デジタル施策を戦略的に設計し、
実行に移すことができる担当者は多くありません。そのた
め、「パートナー会社をうまくコントロールできない」、「戦
略を描く暇もなく、毎日の施策を繰り返す」といった企
業の課題は尽きることがありません。そこで宣伝会議は、
Webの担当者や、マーケティングを司るリーダーのため
に、その企業にとってのWeb・デジタルの役割を棚卸し、
最終的に目指す目標に対して、適切な手段・施策を実行
する方法を学ぶ「Web・デジタル戦略設計基礎講座」を
開催いたします。

Web・デジタルの全体戦略を描くための
適切なKPI 設定とロードマップ策定ができるようになる

講座の
ポイント

顧客の検討プロセスに合わせたKPI 設定の一例

ありがちな間違い

目指すべき姿

「とりあえずPV数などわかりやすい数字をKPI として目標設定する」
「予算に限りがあるから効率が悪くてもお金がかからない方法を見つける」
「まずは丸投げでパートナー会社に声をかけて意見を聞く」

「プロジェクトとして成果を出すために目的に応じたKPI を設定する」
「予算に限りがある中で全体を俯瞰して優先順位をつける」
「全体の方向性を共有した上で他部門・パートナー会社に協力を仰ぐ」

顧客検討
プロセス

認知
関心 理解 体験 購入 推奨

マーケティング
KPI 認知率 理解率 体験率 購入率 利用率

施策KPI リーチ
フリークエンシー

PV
UU

モニター
サンプリング

満足度
アンケート

満足度
クーポン利用率
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講座で学ぶこと

STEP1 マーケティングの基本　KPIの理解と攻略
KPIは「目標」ではなく「行動の目安となる指標」 業種・業界・扱う商品によって因数を使い分ける

Web・デジタルにありがちなこととして「KPIの設定があいまい」
ということが挙げられます。とりあえずPVやUUといった分かり
やすい数字をKPIに掲げ、その増減にだけ注目し、一喜一憂する
ということも少なくありません。「売り上げを上げる」という最終
的なゴールに対して、柔軟にKPIを設定することが重要です。状
況に応じてKPI設定をしていくことで、仮に途中で思うような結
果が出なくても、原因の発見が容易になり、スピーディーな軌道
修正が可能になります。KPIは、業種、業態、扱う商品によって
PV、UU、CVR、CTR、CPAなど指標が異なり、過去の経験や、
他の事例が参考にならないことがあります。講義では、状況に
よって異なる因数の使い分け、適切なKPI設定のポイントを学び
ます。

STEP2 施策のプロセスとロードマップの設計
顧客像を具体的にイメージし検討プロセスに合わせて施策を決める

STEP3 課題解決にコミットメントするチーム作りとプロジェクトマネジメント
戦略・ロードマップをチームで共有し実行までをマネジメントする

Web・デジタル施策はもはやイチ担当者、イチ部署だけで賄うの
は難しくなっており、パートナー会社を含めたチームで取り組んで
いきます。スピーディーに進めていくには、チームを作る前に提案
依頼書（RFP）でプロジェクトの要件を定義し、戦略・ロードマッ
プをチーム全体で共有する必要があります。実行フェーズに入っ
てからも、描いたプロセスを定期的に振り返り、状況に応じて
改善していくことが求められます。加えて、関係者の間で常にコ
ミュニケーションを取れる仕組みをつくり、細かいことでもすぐに
情報共有し合える環境を整えておくことで、後ろ倒しになりがち
な進行スケジュールも、予定通りに進めていくことが可能になり
ます。講義の最後には、STEP2で策定したロードマップを実行
に移すにあたり求められるチーム構成、パートナー選びのポイン
ト、進行管理の方法について学びます。
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戦略設計が甘いまま見切り発車で進めてしまうと、後から帳
尻合わせが必要になり、無駄な工数・コストが発生してしまう
ことがあります。このようなリスクを防ぐには、そのプロジェク
トの背景、課題、目的を明確にし、顧客がどのような行動を
取ってほしいのかというイメージをいつでも確認できるように
しておくことが重要です。具体的なロードマップ作成のために、
まずは、そもそものマーケティング上の問題を把握し、ター
ゲットとなる顧客像をデータを基に描きます。その上で、顧客が
購入に至るまでの流れ（検討プロセス）を時系列に沿って分解
し、段階に合わせてビジネス上の目的、コミュニケーション課
題、マーケティングKPIを設定して、施策を決定します。講義で
は、Web・デジタル戦略ロードマップの描き方をフレームワーク
を使いながら学び、全体の最適化につながるロードマップを自
ら策定できるようになることを目指します。



 
講座
概要

 村上 佳代氏
カズ・アンド・カンパニー合同会社 代表
エン・ジャパン株式会社 社外取締役

菅 恭一氏
株式会社ベストインクラスプロデューサーズ
代表取締役社長 

 

講師プロフィール

カリキュラム

受講生の声
CPAの設定の仕方やKGIの構成の例が具
体的で自分の業務で想像がつきやすかった。

上司に報告をする際、数値化をどのようにすれ
ばよいか分からなかった部分が明確になった。

日々の業務で何となくでしか理解していなかっ
たキーワードを正しく理解することができた。

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
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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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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 ： 事業会社でWeb・デジタルマーケティングを担当されている方、
　　　　　　及び、Web・デジタルの支援をされている企業の営業・ディレクター。

230413

1996年デジタルコンテンツ制作会社起業。2001年以降ネットイヤーグルー
プで、数多くの大手企業の200を超えるプロジェクトを7年間担当、顧客企業
の目標達成に大きく貢献。事業会社でコンサル知見・経験を活かすことを決
意、CCC、楽天、化粧品メーカーのマーケティング要職にて戦略立案／予算
管理／施策の実行。2016年再びコンサル業界へ。著書の「マンガでわかる
Webマーケティング～Webマーケッター瞳の挑戦！～」（現在改訂版）は、発行
以来のロングセラー、マーケ担当者最初のバイブルに（経営学修士 MBA）。

1998年総合広告会社入社。2001年よりデジタルメディア領域に携わり、
2004年に次世代型デジタルマーケティング組織を起案・発足後、10年間の
リーダーシップを通じてトリプルメディアにおけるコミュニケーションプランニング
とデータドリブンなマーケティングマネジメントをシームレスに提供する組織基盤
を構築。国内外多数の企業マーケティング活動の支援、コンサルティング業務
を経験したのち、株式会社ベストインクラスプロデューサーズの創業に参画。

時間 テーマ 講義内容 講師

約165分

約180分

マーケティングの基本
～KPIの理解と攻略～ 村上 佳代氏

課題解決にコミットするチーム作りと
プロジェクトマネジメント 菅 恭一氏

・デジタルマーケティングに「KPI」として使われる重要な指標 
　PV／UU／AUセッション数／ひとり当たりの＊＊＊＊ 
・デジタルマーケティングに「KPI」として使われる重要な指標 
　CVR／CTR／CPA／ROAS／LTV 
・KPIの理解と攻略 
　【演習5】【演習6】 
・KPIの理解と攻略 
　【演習7】【実践】

チームビルディングのポイント／パートナー企業をどのように巻き込むか／
他部門のメンバーが協力を仰ぎやすい環境のつくり方／プロジェクトマネジ
メントのコツ


