
YouTubeの機能説明、インフルエンサーの活用、広告出稿を含めた運用体制まで、
動画で成果を出す仕組みを作るための１日集中講座

動画を「作る」で終わらずに動画で「成果を出す」ための

YouTubeを活用した
動画マーケティング基礎講座

©123RF

動画の完成がゴールとなり、アップしたあと放置をしていませんか？

予算的にマス広告は打てないが
Web動画広告は打てそう

しかし効果的な打ち方がわからない

動画の完成後、タイトルや
サムネイルは感覚で作ってしまっている

今話題のYouTuberを
自社でも起用した方がよいのか
活用の実態を把握しておきたい

予算をかけて動画を制作したのに
再生回数がなかなか伸びない 完成しアップした動画は再生回数を

見るだけで放置してしまっている

上からの指示で動画を制作したものの
その成果を明確に説明できていない

YouTube動画を活用して
自社サイトやFacebookページへの

流入を増やしたい

【オンデマンド配信】 申込後7日間 終日視聴可能



開催の背景
再生回数に振り回されるWeb動画市場
改めてその成果の示し方が問われている

Web動画の市場は年々拡大し、2024年には4,957億

円もの市場規模になると予測されています。スマート

フォンの普及率が従来型携帯電話を上回った今、動画

による情報収集は生活の一部となり、企業にとっても早

急に取り組むべきコミュニケーションの一つであることは

間違いありません。しかしWeb動画の話になると、まず

語られるのは「何回再生されたのか？」という再生回数

の話題がほとんどです。何百万回再生されようと、商品

の購買につながるかが不透明である以上、再生回数を

基準にする考え方に対する疑念を抱く担当者は少なく

ありません。これからは成果を明確に説明できるように

基準そのものを見直す必要が生じてきています。

達成すべき目的に基づき最大効率で
企画・運用できるようになるためのノウハウ

目的を何に据えるのか、というのは非常に重要なテーマ

ですが、商材や予算などの観点から自社でできることは

限られています。そこで目的を見極め最大効率で行うべ

き施策にリソースを投下する必要が生じてきています。

そのため担当者には、すべきことの取捨選択ができるだ

けの知識とノウハウが必要になります。この知識とノウ

ハウは、動画制作案件にありがちな会社や上司からの

なんとなくの指示に対抗する武器にもなり得ます。そこ

で本講座では動画担当者が身に付けておくべき

YouTubeや動画広告に関する基本的な知識と、企画・

運用のノウハウを学びます。

講座のポイント

動画を単体ではなく
連携させて
ポテンシャルを
フル活用する

動画制作は単価が高いため、何
回も制作することは難しく、視聴さ
れない動画を制作した際、後戻り
ができない場面が多々あります。し
かし既存のHPやSNSなどの自社
メディアと連動することで、届けた
いターゲットに視聴してもらう仕組
みを構築することは可能です。そこ
で本講座では動画の効果を最大
化し、かつコストを抑えた動画の運
用・連動ノウハウを学びます。

「内容」の前に「役割」を
明確化する

動画コンテンツ企画の
ポイント

動画の制作が決まった際にまず
「どういう内容の動画にするの
か？」という話になるケースは少なく
ありません。しかし重要なのは、早
い段階から全体のシナリオ設計に
基づいた「役割」を明確化した動
画を企画することです。そこで本講
座ではGoogleが提唱する3H戦
略や話題のYouTuberの活用事
例を基に、機能する動画を企画す
るために必要なポイントを押さえま
す。

動画をどこでどう
見てもらうのか？
動画の発信手法と
最新ノウハウ

動画を考える際、どうしても内容に
目が行きがちですが、実際には動
画が見られる場所や視聴者の心
理状態によって受け取られ方は全
く異なります。だからこそ目的に合
わせて、どのように発信していくの
かを突き詰める、効果を高めるため
のノウハウが非常に重要になりま
す。そこで本講座ではSNSとの連
携、動画広告、さらにはYouTuber
との連動まで最新の動画発信手
法とノウハウを身に付けます。

差がつくのは動画そのものではなく「制作する前」と「制作した後」
動画を活かす戦略設計から効果を最大化する運用ノウハウまでを学ぶ

ポイント① ポイント② ポイント③



動画を効果的に活用するためには大きく分けて５つの運用段階があ
ります。どうしても動画の企画/制作の段階から考えがちですが、その
前の戦略/運用設計は必須事項です。本講座の前段では、現在の
動画マーケティングの全体像と、PDCAを回す運用サイクルの理解
から、動画担当者が身に付けておくべき、なかなか体系立てて教わる
ことのない、運用のノウハウを学びます。

作って終わりではない、継続的に機能する
動画の制作と運用の流れを理解①

YouTubeにアップした動画を多くの人に視聴してもらうためには、
YouTube内での様々な流入経路が増えるような最適化が必要とな
ります。そのためにはアップ後に設定可能なタイトルやタグ付け、
Googleに次ぐ第2の検索エンジンでもあるYouTube特有のアルゴリ
ズムを理解する必要があります。そこで本講座ではすぐに実務に活か
すことのできる最適化のノウハウを学びます。

YouTube内で視聴されるための
動画最適化ポイント②

YouTubeは強大なプラットフォームであるため、その中で目立つことは
至難の業です。動画を見てほしい層に届けるためには、外部のメディ
アに露出する、リリースなどで情報を発信するなどといった工夫が必要
です。本講座ではPRの視点からもYouTube動画を広めるコツを学び
ます。

動画をいかにして広めるか？ PRの視点を学ぶ⑤

動画広告はバナー広告など他のネット広告に比べ費用が高いという
イメージがありますが、YouTube広告の裏側の仕組みを理解すれば
単価を下げることが可能なため、そうとも限りません。広告手法の選
択、ターゲットのセグメントなど基本的な内容からYouTubeにアップし
た動画の再生回数を増やすだけでなく、TVCM用のクリエイティブを
流用したメディアとして捉えた際にも、応用できるYouTube動画広告
の発注ノウハウを学びます。

動画広告で費用対効果を高めるための
YouTube広告の裏側の仕組みを理解する④

動画広告発注を手法とクリエイティブの両面から攻略する

動画の役割を明確化するためには、まず生活者目線で見た場合の
動画の立ち位置を理解する必要があります。どういった接触ポイント
を経て、どういったフェーズの生活者が動画を視聴するのかによって
求められる動画の役割は大きく異なります。本講座では生活者が
Web動画までどうたどり着くのかを全体像から俯瞰的に捉えることで、
視聴を促す仕組みの構築法を学びます。

YouTube外からの流入を増やすための
自社サイトやSNSを絡めた外部との連携③

YouTube広告の出稿法の選択 YouTube広告出稿の際の3つのポイント

1.インストリーム

3.インディスプレイ

基本的にはインストリーム広告を選択
広告用のクリエイティブを発注する際のポイントも押さえる

2.インサーチ

動画検索画面で動画視聴前に

関連動画で YouTubeの外でも

4.ディスプレイネットワーク

【リーチ】
規模が重要であり、
接触範囲を広くとること
が重要。

【コンテクスト】
さまざまな瞬間時間に
当てはまることが重要。
接触回数が重要。

【インパクト】
自ら選んでもらえるように、
ユーザーの印象に残る
インパクトが重要。

5つの学ぶポイント

画像提供:123RF
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生活者の視点で俯瞰する

©123RF

©123RF

動画マーケティングの戦略を描く

ユーザーと出会う接点をつくる



時  間 テーマ 講義内容 講師

※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。

カリキュラム

受講生の声
実施の動画をもとに説明をしていただいたので分かり
やすかった。イメージ・コンセプトが浮かんだ。体系的な
講義内容だったので運用時に参考にしやすい。

学校

これまで感覚的なものや、他人からの話で実務にあたっ
ていたが、企業向け・目的別の動画制作ポイントについて
講義をいただけたため、論理的な企画ができると感じる。

サービス

全体的に知りたかったことが取り上げられていて、とてもた
めになりました。実際に、担当者に説明するときに使えそうな
統計や事例もあり、今後の資料作成の際に参考にします。

広告

拡散されるYouTube動画を
PR視点で読み解く

第2部
約70分

Z世代やミレニアル世代の接触状況／拡散した動画から話題化の理由を逆算する／話
題になった動画に共通するポイント／広告運用に頼りすぎずにメディア露出をするために
必要なこと／リリースや外部メディアの活用法／ケーススタディ

猿田 一揮氏

YouTube広告のノウハウと
動画広告制作ディレクション 

第3部
約120分

YouTube広告の全体像／成果の可視化／政界の最大化／再生産できる状態にする
／広告枠ならではの注意

横田 研斗氏

動画マーケティングの全体像と
YouTubeの機能説明と実務 

第1部
約100分

Web動画市場の全体像／YouTubeの立ち位置／YouTube運用の全体フロー／効果
的に活用する4つのポイント／動画視聴の流入経路／視聴されるための動画最適化

渡邊 友浩氏

講師プロフィール
横田 研斗氏
株式会社サイバーエージェント
インターネット広告事業本部 Youtube局
マネージャー 

2011年、株式会社サイバーエージェントへ入社し、インターネット広
告事業本部、新設のスマートフォン局に所属。コンシューマー系
ゲーム企業様の新規リリースタイトルを中心に、運用～企画責任者
等を担当。2013年より、DSPセールス局に異動し、大手メディア系
企業様の、金融、通信、CtoCサービスなどを担当。2015年より、動
画プロダクトを専門としたオンラインビデオソリューション局に異動。
動画フォーマットを基軸に、認知～獲得まで様々なKPIを指標とした
プロモーションの提案、実行を担当。2018年4月より動画メディア
の中で最も成長率の高いYoutube広告をメインで担当するチーム
のマネージャーにミッション変更し、現在に至る。

猿田 一揮氏
株式会社オズマピーアル
ビジネス開発本部
コミュニケーションデザイン部
コミュニケーションディレクター

大手中古車販売・買取会社のマーケティングチームにてオフライン
施策のコミュニケーション戦略やTVCMなどのマス広告を中心とし
た統合コミュニケーション戦略立案の展開や運用を経験。現在は、
家電メーカーや教育市場にて、独自の戦略PRを主軸とした統合コ
ミュニケーションの実践や、自治体の街づくり戦略の策定など、上
位の戦略からプロモーションの戦略の立案まで幅広く、プランニン
グに従事。また、東京大学との産学連携での効果検証の共同研
究プロジェクトのメンバーとして、オンラインとオフラインを統合した新
しい効果検証フレームの研究にも取り組んでいる。

渡邊 友浩氏
株式会社LOCUS
動画コンサルティング局
マーケティング＆インサイドグループ チーフ
兼プランニンググループ

京都大学 総合人間学部卒。研究テーマは「テレビ視聴率の社会
学的考察」大学卒業後に動画マーケティングのLOCUSに入社。
営業として、BtoB、BtoC問わず幅広い領域で、80社以上の動画
活用を支援。2020年より、マーケティングチームにてセミナーや動
画コンテンツを通じて、動画マーケティングの情報発信に取り組ん
でいる。

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
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役職

役職
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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

講座
概要

●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 ： YouTubeの活用を検討、悩まれている広告主企業の担当者、動画の運用や制作を提案する広告関連会社の営業担当者
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