精密さにこだわった完璧な分析よりも、
最低限の善し悪しを判断し、販促を改善したい方のための

効果測定を基にした
プロモーション改善基礎講座
2018年1月31日（水）1日集中
費用対効果は
いったいどのくらいが
適切なのか分からない…

効果測定自体には、
多額の費用を
かけることができない…

データ解析を追求するような
技術的な効果測定には
とても取り組めない…

毎年同じプロモーション
を行っているが
効果測定を行う仕組みがない。

限られた予算、多数の施策の中で
どこに予算を投資すれば
よいか分からない。

単に来場者数や
売り上げ増だけでない、
効果測定の指標が知りたい。

限られた予算を効果的に配分する
ことが求められている担当者の皆様へ
DM・ポスターなどの紙媒体

を活用するプロモーションに

展示会などのイベント
を活用するプロモーションに

FacebookなどのSNS

を活用するプロモーションに
画像提供：Shutterstock

分析しただけで満足しない
無理なくできる改善の仕組みを学ぶ

「もしかしたら無駄かも…」と思いながら
今まで通り行っている施策がありませんか？
確信が持てない施策でも
やめる根拠がなく浪費する

最低限、取捨選択ができ
成果に投資する体制を整える

デジタル技術が発達した今でも、
チラシやイベントなどが、実
際の集客や売上にどれだけの影響を与えたのかを、明確に
把握することは難しいとされています。成果を正確に把握で
きないからこそ、簡単にやめることもできず、必要以上の予
算を投下してしまったり、過去踏襲によって改善の余地を放
棄してしまっていたり、本当は効果がないのに担当者の手
数ばかりを浪費していたりする例が少なくありません。効果
測定は、本格的なデジタルツールを使った、緻密な分析だけ
ではありません。考え方と実装のノウハウさえ知っていれば、
プロモ―ションを大幅に改善できる可能性を秘めています。

コスト削減や経営の効率化が叫ばれる中で、成果が出ない
施策を続ける余裕はありません。売上を担う担当者は、
プロ
モーションを改善していくために、施策ごとの費用対効果の
大小を判断し、
より成果につながる施策に投資するための
体制を整える必要があります。
そのためには、例えば「折り込
みチラシ1万件に対して3件成約」
といった数値を眺めるだ
けでは不十分で、PDCAを回せる指標を組み込み、改善に
つなげるノウハウを知る必要があります。宣伝会議では、効
果測定初心者を対象にした
『効果測定を基にしたプロモー
ション改善基礎講座』
を開講いたします。

講座のポイント

1

2

3

効果測定の考え方

施策ごとの測定手法

改善テクニック

ほとんどの施策の究極の目的は 売上
かもしれませんが、効果測定の際には目
的に対してどのような指標を設定し、紐
解くかが重要となります。

効果測定の手法は、施策によって異な
るのはもちろん、業界や媒体、目的に
よっても異なります。多方面で実績のあ
る講師から事例を基に学びます。

効果測定自体をいかに精密に行ったと
しても、次回の改善に生かせなければ
意味がありません。様々な改善テクニッ
クを前提にした仕組みを作ります。

リアルメディアを中心とした、効果測定が行いにくい領域の
評価と改善に取り組みます。

受講生の声
チラシの視点や見え方など、普段
では意識していない点があり、そ
こに気づけたのが良かった。
BtoCメーカー

注目されてはいるものの、複雑で
抵抗があったSNS広告の仕組み
が、非常にわかりやすかった。
ゼネコン

評価方法が具体的で実務で活用
できる。実例とその手法が明確で
わかりやすい。
不動産

サービスをFacebookで広告する
方法がわかった。具体的な文章、
写真等の説明があって良かった。
通信系

目的・施策ごとの評価手法と改善方法を学びます。
基礎編
有効な効果測定ができれば、勝ちパターンが確立する。
当然、従来通りのプロモーションを繰り返すだけだと、
それによって劇
的に成果が上がることはあり得ません。
それどころか、
むしろ効果は目

ステップ①

減りする一方です。効果測定の基本は単純で、過去と現状の把握・

実施したプロモーシ
ョンを管理する。
（データを残す）

分析を行い、立てた仮設を実行することを繰り返し、勝ちパターンを確

ステップ②

ステップ③

プロモーションを
実施するごとに検証
し、仮説を立てる。

仮説と実施を重ねて
勝ちパターンを確立
する。

立することです。
しかし中でも重要なのは、施策の目的によってその
手法は異なるということと、的確な仮説と改善手法を実行する必要が
あるということです。例えば、新規、既存、休眠顧客に対する施策の
分析、効果がありそうなのに試したことがない施策の把握、一度効果
がなくやめてしまった施策で改善できたはずのボトルネックの発見、
な
どあらゆる方向から体系的に管理する必要があります。
ノウハウを持
たない企業では、作業に追われていつまでたっても機会を設けられず
、成果を最大化する改善が行えないなどの損失を生んでいます。

現状分析・把握

ボトルネックの検証

測定手法編
適切で明確なKPIの設定と、有効な効果測定の手法を学ぶ。
効果測定を行う際に重要なのは、反応を計測する基準となる指標を
設定することです。成功の是非を判断し、次の施策に生かすために

集客ステップ別に効果を測定する

適切な指標は何かを学びます。最も代表的な指標はCPOですが、
こ
の指標をみることで、紙やイベントなどの
『媒体』、季節や週、時間な
どの
『タイミング』、
クーポンやサンプル、特典などの
『オファー』、
どのよ
うに見せるかという
『表現』
によっても効果が異なることが見えてきま
す。図の効果測定シートのようなツールを活用することで、簡単に管
理と分析をおこなうことができ、改善のための仮説を立てることが可
能になります。
しかしWebサイト分析ツールのようにたとえ精密であっ
ても、数字の羅列を眺めるだけでは意味がありません。講座では各領
域におけるプロフェッショナルの講師陣から、
それぞれの領域で改善

効果測定シート

につながる効果測定手法を、事例を基に学びます。

改善編
無闇なABテストを繰り返す前に、成果が上がりやすいノウハウを身に付ける。
新規顧客を見込み顧客に、見込み顧客をトライアル顧客に、既存顧
客をロイヤル顧客に、
といった顧客の行動を一つ上の階層に持って
いく施策は、口で言うよりも簡単ではありません。顧客の心理を読み
解き、実際に行動をしてもらうという大きなハードルは、感覚的で闇雲
な運用では超えることができません。効率よくプロモーションを改善す
るためには、上記でも紹介した『媒体』
『タイミング』
『オファー』
『表

媒体を改善する

タイミングを改善する

オファーを改善する

表現を改善する

現』
という4つの要素がポイントになります。
これらの要素において具
体的な改善ノウハウとなるのは、
レスポンス広告の考え方を基に考案
されたセールスエンジニアリングデザインという仮説検証アプローチ
や、AUMFA（Awake,Understand,Memory,Fade,Action）
という
法則です。本講座では、実際に成果を上げた事例を紐解き、
それぞれ
の施策をどのように改善するべきかを学びます。

カリキュラム
テーマ

カリキュラム

講師

10：00

効果測定と改善の基本①
紙媒体編

効果測定の考え方/目的の設計/KPI、
KGI、
CPI、
CPOについて/PDCAサイクル/レスポンス広告の考え
方/紙媒体での効果測定事例
（チラシ、
DM、
ポスター、
新聞広告、
雑誌広告、
折り込み広告）
/マインドシェ
ア/ステップごとに有効な効果測定/販促の４要素/改善に有効なセールスエンジニアリングデザインとは

岩本 俊幸氏

効果測定と改善の基本②
イベント・店頭編

効果測定の考え方/どこに目的を設定するか/効果測定によるメリッ
ト/効果測定が必要な理由/どのよ
うな姿勢で取り組むべきか/機能する効果測定/成功事例と失敗事例/イベント自体の目的を設計する
/イベントにおけるPDCA/メーカーと小売にとっての店頭効果測定/店頭におけるPDCA

河内 英司氏

SNSの公式アカウントと
広告の効果測定

SNS公式アカウントの効果測定と改善ポイント/SNSアカウントの効果測定とは/投稿コンテンツの改
善ポイントとは/SNS広告の特徴と効果測定・改善方法/SNS広告の特徴とは/SNS広告の効果測 本門 功一郎氏
定 A／Bテストのポイントとは

〜

時間
13：00
〜

14：00
15：30
〜

15：50
17：20

※講師・カリキュラム・日程は変更の可能性がございます。

講師プロフィール
ソーシャルならではの世界観で、
企業ができる効果測定を伝授。

紙媒体における実績多数。
レスポンス広告の考え方にも精通。

岩本 俊幸氏

イベント、展示会などリアルメディアで
効果測定を基にした多数の実績

本門 功一郎氏

株式会社イズ・アソシエイツ 代表取締役
一般財団法人
ブランド・マネージャー認定協会 代表理事

河内 英司氏

株式会社コムニコ
マーケティングディレクター

平成3年、東京都港区新橋にて広告制作会社の経営
を開始。主な取引先は、
メーカー、商社、人材派遣会
社、保険・金融業、政府外郭団体から通販、店舗ビジネ
スまで幅広く取り扱ってきている。SMBCコンサルティン
グ、三菱UFJリサーチ&コンサルティング、
みずほ総合研
究所、百五経済研究所、浜銀総合研究所、
ダイヤモン
ド社など講演実績多数。著書『確実に販売につなげる驚きのレスポン
ス広告作成術』(同文舘出版/2010)、
『この1冊ですべてわかる販促
手法の基本』
（日本実業出版社/2011）
、
『お店の売上を倍増したい
ならお金をかけずにアイデアで勝負する』(監修、商業界/2014)、
『社
員をホンキにさせるブランド構築法』(共著、同文舘出版/2015)、
『BtoBマーケティング&セールス大全』(同文舘出版/2016)をはじめ、
『月刊商業界』の連載、
『 販促会議』
など執筆多数。

2010年にコムニコに入社後、
航空会社、飲料、
スポーツブラ
ンドなどのソーシャルメディアを
活用したコンサルティング、運営
に携わる。現在は、
コムニコの
ソーシャルメディアに関する情
報を発信するブログ
「We Love Social」の
編集長を務め、宣伝会議では
「Facebookス
タートアップセミナー」
はじめ、
日本全国でソー
シャルメディアに関するセミナーを多数経験。
書籍『ファンを獲得！Facebook投稿ノウハウ
(翔泳社)』の共同執筆、電子書籍で
『基礎か
らわかるソーシャルメディア』
を執筆、出版。

カットス・クリエイティブラボ
代表

大学卒業後、電気機器メーカーにて一貫して
広報宣伝業務に従事。その間、製品デザイ
ン・新商品企画・マーケティング業務も兼務。
広報室長、
コーポレートコミュニケーション室
長を勤める。2014年3月退職。現在カットス・
クリエイティブラボ代表。
（社）
日本BtoB広告
協会アドバイザー。BtoBコミュニケーション大
学副学長。

講座概要

●開講日時：2018年1月31日
（水）10:00〜17:20 ●受講定員：40名 ●受講料金：49,000円（税別・申込金5千円含む）
●開催会場：東京・表参道 ●受講対象：効果測定初心者の方、紙媒体、
イベント、SNSなどのご担当者の方
※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
（担当：中川） メール：info-educ@sendenkaigi.com

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
□『販促会議』年間購読なし 49,000円（税別・申込金5千円含む）
本講座受講料のみ

０３−3475−3033
□『販促会議』年間購読パック 60,556円（税別・申込金5千円含む）
本講座受講料＋「販促会議」年間購読受講生割引（20%オフ）

※『宣伝会議』
はお申込いただいた日の翌月1日から下記自宅住所のご住所まで配送いたします。
（月末お申込の場合、数日遅れる可能性がございます）

会社情報
申込者様
派遣責任者様

お申込み者情報記載欄

効果測定を基にしたプロモーション改善基礎講座

会社名
住所

TEL

〒

氏名

所属部署

役職

生年月日
19

年

月

日

所属部署

役職

生年月日
19

年

月

日

Eメール
氏名
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） ②個人申込
三菱東京 UFJ 銀行

青山支店

普通

1145602

宣伝会議からの情報

①いる

口座名義：株式会社宣伝会議

②いらない

③ すでに届いている

※受講料について、開講前のご入金を原則とさせていただいております。入金が確認できませんと、
ご受講いただけませんのであらかじめご了承ください。※受講は申込者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできませ
ん。※お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。お席をお取りしておりますので、
ご都合が悪くなってしまった場合は、代理の方によるご出席等をお願いいたします。※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
（http://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。

■お申込・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/

