費用対効果が強く求められる時代
筋道立てて根拠を語れるマーケターが重宝される

データマーケター育成講座
2017年2月2日（木）全8回【東京教室】
「その施策の裏づけは？」と問われて、あなたは即答できますか？
ＫＰＩの設定が分からず、
施策をやりっぱなし…

とりあえずデータは多くあるが、
どれを見るべきか分からない

数字に苦手意識がある。
専門的な勉強は避けたい…

定量的な指標を設定していない。
そもそも何を持って成果とするのか。

多くのデータを
レポートしているが、
それが施策に
つなげられていない…

「根拠を教えて」と言われて、
返答できずに窮してしまう。

画像提供：Shutterstock

▶文系で数値に弱いと感じているマーケター

このような方におすすめの講座

▶データサイエンティストほどではないが
データ分析をできるようになりたいと感じている方

目標・KPIの設定、データの取得方法、データ分析など、
数値を基にマーケティングを実践する力を身に付ける

表面的な数字を出して、眺めることで満足していませんか？
「分析」ができるマーケターが
ビジネスを加速させる

曖昧なまま進めていては
戦略的なマーケティングは実践できない

Ｗｅｂが発達したことにより、各企業は多くのデータを取得す

データが手元にあるからといってただ眺めているだけでは意

ることができます。Ｗｅｂ解析、広告、会員情報など膨大な量

味がありません。データの分析がビジネスに生かせるかは企

です。
しかし、
それらを実際にマーケティングに生かせている

業によって異なります。
どのような課題を解決したいのかを

企業は多くありません。
それらデータをビジネスに生かすのは

整理し、
目標を設定することが重要です。データ活用は実際

IT部門ではなくマーケターです。マーケターにはデータが苦

にやってみなければ分からないことも多いですが、気持ちが

手という方が多くいますが、
マーケティングが分かる人が分

先行してしまい遠回りしてしまわないようにする必要がありま

析能力を身に付けることで、
ビジネスに大きく貢献をすること

す。そこで宣伝会議では数字を基に戦略的なマーケティン

ができるのです。データを素早く活用するには、
マーケティン

グを実践するための「データマーケター育成講座」
を開講い

グに関わる方の分析力が必須といえます。

たします。

講座のポイント
勘、経験、度胸に頼って曖昧に終わらせない、
根拠のあるデータを示していけるマーケターになる

講座で学ぶ全体像
データを活用した
マーケティング戦略の
組み立て方

課題に応じた
データ分析の考え方

ビジネスに生きる
具体的な手法・
分析力強化

このようなお悩みを持つ方におすすめ
根拠のある堅実な
マーケティングを
実践したいが、
戦略の設定が
分からない…

データから取れる数値が
たくさんありすぎて、
どれを見ればいいのか
優先順位が
分からない

データから傾向は
読み取れるが、
それを
どうやってマーケティング
施策に落とし
込んでいけば
いいのか…

文系のために数値に苦手
意識がある。かといって
これから必要に
なるので最低限
考えられるまでは
身に付けたい

学ぶポイント

マーケティング戦略編

マーケティングにおけるデータ活用を学ぶ
1 ビジネスゴールをより
「確実に」
「効率よく」達成する
そもそもデータによってマーケティングの何が変わるのか、
な
ぜデータが重要になっているのか、
まずは現状の背景から
腹落ちをさせていきます。
とりあえずデータ分析をしなくちゃと
動くのではなく、
もっと上流から考えていく必要があるので
す。各社によってデータの用途は異なってきます。そこから
考えられずにいては、
ただデータをこねくりまわすだけの無駄

目的を明確にする
なぜ、分析をするのか？
手元にあるデータ

【仮説】
何らかのパターン、傾向、法則性があるのではないか？

な時間を過ごしてしまいます。自社のどういった課題を解決

ü

するためにどのようなデータを必要とするのか、
ビジネスに生

ü
ü

きるデータドリブンマーケティングについて学びます。

データを眺めていても傾向はな
かなか見えてこない。
分析の必要性
統計手法を使って、パターン、
傾向、法則性を発見する！

それが見つかればビジネスに役に立つ！

©渋谷 直正氏

戦略の数値化を学ぶ
2 目的の明確化、
ＫＰＩの設計、見るべきデータを見極める
KPI（重要業績評価指標）
やKGI（重要目標達成指標）
に
ついての理解を曖昧なままにして、
ただ定期的に数値を見

ＰＤＣＡを回すためにデータをオープン化する

ているだけではPDCAを回すことはできません。
「何を目標と
して」、
「 何を成果とするのか」
を設定しなければ、
データ分析
を生かしていくことは困難です。
どのような状態であれば目標
を達成しているか、
目標を達成するためには何をすればいい
のかを明確にできる
「KGI・KPI」の設定は、
目標達成のため
の大きな助けとなります。KGI・KPIの設定を自身でできるよ
うにし、
目標への筋道を明確化させていく方法を学びます。

©原田 博植氏

3 社内の体制を整える
データを分析できるそもそもの環境を作り上げる
データ分析を始めていくにしても、データを各部署バラバラ

データ活用のステップアップの一例

で、
それを事実として社内における理解者、協力者を増やし
ていくことが可能です。本講座では、データ分析の始め方、
社内における推進方法を学んでいきます。

データドリブンな
文化をつくる

ことが効果的です。データは数値として表れるものですの

扱える最少の
データを揃える

タートで成果をあげて、
それをもとに社内の文化を変えていく

Excelなど
簡易ツールで分析

の予算をかけてデータを統合していくのではなく、
スモールス

データを根拠に
成 果を出す

ば分からないところが多いデータ分析のため、
いきなり多額

実績を基に
横展開をしていく

かったり、多くの問題があがります。実際にはやってみなけれ

全部署の
データ統合など

に保有していたり、周りの理解がなく施策を実行に移せな

学ぶポイント

データ分析編

知っておくべき分析手法
4 マーケターの実務に役立つ分析スキルを身に付ける
データサイエンティストという言葉が流行り、多くのデータ分

マーケターが押さえるべき５つの手法とは？

析に関する書籍が発行されました。その中では多くの手法

分析手法がたくさんあって手が付けられない･･･

が紹介されています。
しかし、実際にマーケティングにおいて
必要な手法はそんなに多くはありません。スモールスタートが

クロス集計

回帰分析

判別分析

生存時間解析

時系列解析

ロジスティック
回帰

決定木

ニューラルネット

アソシエーション
分析

因子分析

主成分分析

コホーネンネット

非階層的
クラスター分析
（
など

・・・・

得策なデータ分析においては、身に付けるスキルもまずは必
要最低限のもので十分です。本講座では、
「 分析すべき
データがそろったらグラフを描く」
「2変数で、双方が連続値
であれば必ず散布図を描く」
などの分析についての基本的
な考え方から、具体的な手法についてを、
データが苦手な方
にも分かりやすく、事例を交えながら講義をします。

コレスポンデンス
分析

©渋谷 直正氏

ｂサイトの分析方法を学ぶ
5 Ｗｅ
時系列・他データと比較して改善する
Webサイトのアクセス解析は、顧客を知るうえで重要なもの
といえます。
しかし、
ただ分析・レポートするだけでは価値を生
み出せません。サイト改善施策の立案と実行が前提となりま
す。Googleアナリティクスも全てが分かるものではなく、仮

データを３つの軸で見て気づきを発見しよう
「トレンド」
データを時系列で見ることで、特徴と特異点を発見

説検証ツールです。そのためにも
「仮説を立て」
「 計測できる
ようにして」
「見方を知る」
ことが大切です。数値を活用した
改善は、成果を生みやすいため、
すぐに次につなげることが

「ベンチマーク」
データをあるしきい値や数値と比較することで、現状を確認

できます。このステップでは、Googleアナリティクスなどの分
析ツールを使い、
自社サイトのデータを分析するための方法
を学びます。

「セグメント」
データを「分割軸」で分けることで差分を発生
©小川 卓氏

6 カスタマージャーニーを描く
顧客の行動を時系列に理解し、可視化する
顧客と企業とのあらゆる接点を時系列に見通して、最初の
接点から始まる一連の体験ストーリーをパターン化・可視化
していくカスタマージャーニー。従来は曖昧な概念・イメージ

「カスタマージャーニー分析」とは？
通常のアクセス解析と
「カスタマージャーニー分析」の比較
分析の範囲 分析の単位 最適化の対象

とされてきましたが、Webの発達した現代において、
いよいよ
現実的になってきています。近年注目されるこのカスタマー
ジャーニーをどのように導き出し、
どういった活用をしていくの

通常の
アクセス解析

ウェブ
中心

セッション
単位

カスタマー
ジャーニー
分析

顧客
接点
全体

ユーザ
単位

流入構造
サイト構造

訪問者の行動をサイトの構造
（流入・入口・サイト内回遊・購
入フロー）毎に分解して施策単
位での最適化を図る

か。本講座では、講師により実演を交えながら、
自社でできる
カスタマージャーニー分析について学んでいきます。

ユーザ行動
プロセス・

段階的なユーザとの接点・体験を
どのように設計して、最適化をする
か、
という時間軸・成長軸を踏まえ
たコミュニケーションの最適化を図
る

©内野 明彦氏

カリキュラム
日程

テーマ

概要

1

2/2

データを生かした
マーケティングの全体像

データドリブンマーケティング/データを生かしてどうやって意思決定するのか/データの種類/データとAI/データで
何が分かるのか/デジタル基点のフィードバックループ

2

2/9

マーケティングの数値化
指標の設定

数値で評価するための視点/マーケティングゴールから設計する中間指標/KGI・KFS・KPIを理解する/見るべき
データの取得元/課題設定の事例

3

2/16

データ分析の基礎

マーケターこそデータサイエンティスト候補/実務で使う分析手法は５つで十分/文系でも分かる分析についての
理解/マーケティングにデータを生かした事例

4

2/23

社内における
データ統合の推進

データドリブンを実現するために/他部署を巻き込んだデータ活用/データの統合を図るには/DMP/説得方法/
先進企業の組織体制/データ分析を企業に生かす

5

3/2

アクセス解析で読み解く
Webデータの分析・活用法

改善の考え方/トレンド・ベンチマーク・セグメントの活用/解析ツールの基本/ワンランク上のGA活用/レポーティ
ングの例と自動化/コンセプトダイアグラム

6

3/9

演習

7

3/16

【講義編】
カスタマージャーニー分析

顧客行動時系列分析（カスタマージャーニー分析）/スモールサクセス/「カスタマージャーニー分析」の推進フ
ロー/LTV
（顧客生涯価値）
分析や顧客スコアリング、
テストセグメント抽出/カスタマージャーニーの可視化

8

3/23

【実演編】
カスタマージャーニー分析

データマーケターが使えるべきツール「pentaho」
や「powerpivot」
などの紹介/機能や活用意義の実演/データ
を可視化、価値化する流れを疑似体験

分析力を身に付けるワークショップ/ディスカッション/グループワークなど

※受講生の方のレベル感によって内容は適宜調整いたします。

講師陣
菅原 健一氏
スマートニュース株式会社
ブランド広告責任者
スーパーシップ株式会社
フェロー
2013年1月にインターネット広告およびアドテクノロジー事業を営むスケールアウト社
（現Supership社）
に入社し、
デジタル広告プラットフォーム
「ScaleOutAd Platform」の
サービス開発とマーケティングを担当。同年8月には、株式会社medibaによるスケール
アウト社買収に伴いmedibaのCMOに就任、広告事業およびマーケティング施策を牽
引。15年11月には、
スケールアウト社、株式会社nanapi、株式会社ビットセラー3社が
合併しSupership社となり、
同社CMOとして、
ブランド広告主の課題解決やアドテクノロ
ジー、
データドリブンマーケティングの啓蒙、事業展開に貢献。

原田 博植氏
株式会社グラフ
代表取締役社長CEO
株式会社グラフ代表。
シンクタンクに8年、外資ITベンチャー企業に1年半の勤務経験
を経て、2012年3月にリクルートへ入社。創業事業である人材領域「リクナビNEXT」
「リクルートエージェント」のデータベース改良やレコメンド施策などを手がけた後、初の
データサイエンス組織を立ち上げる。その後急成長の販促領域で
「ホットペッパーグル
メ」
「ホットペッパービューティー」
「じゃらん」の改善施策を歴任。2013年8月に日本の
データサイエンス技術書の草分け
「データサイエンティスト養成読本」
を執筆。2014年5
月に業界団体として事業主側のインハウス分析役職者が集い研鑽する
「丸の内アナリ
ティクス」
を立ち上げ主宰。2015年10月にデータサイエンティスト・オブ・ザ・イヤー受賞。
2015年10月早稲田大学招聘教授に着任。

渋谷 直正氏
日本航空株式会社
Web販売部 1to1マーケティンググループ
アシスタントマネージャー
2002年に日本航空に入社し、09年からWeb販売部に。月間2億ページビューに上る
JALホームページのログ解析や顧客情報分析を担当。航空券などのレコメンド施策の
立案・企画・実施に当たる。顧客の閲覧傾向に応じてお薦めするコンテンツを使い分け、
購入率をアップするなどの成果を上げている。14年、
日経情報ストラテジー誌による
「データサイエンティスト・オブ・ザ・イヤー」受賞。統計解析や実務に役立つ分析手法に
詳しく、
連載等多数。

本間 充氏
アビームコンサルティング株式会社
デジタルトランスフォーメション
デジタルマーケティング セクター ディレクター
1992年、花王に研究員として入社。96年に社外向けWebサーバーを自ら立ち上げ、
99年にWeb専業の部署を設立し、DigitalMarketingをグローバルに取り組む。2015
年10月に、
アビームコンサルティング株式会社に入社。ディレクターとして、多くの事業
会社のマーケティングの支援を行う。
その他、
ビジネスブレークスルー大学講師や、東京
大学大学院数理科学研究科 客員教授(数学)、内閣府政府広報アドバイザー、文部
科学省数学イノベーション委員などを務めている。

小川 卓氏
Web Analyst
ロンドン大学・早稲田大学大学院卒業。
ウェブアナリストとしてマイクロソフト・ウェブマネー・
リクルート・サイバーエージェント・アマゾンジャパンで勤務。2015年3月よりフリー。ウェブサ
イトのゴール・ＫＰＩ設計、分析、改善を得意とする。
ブログ「Real Analytics」
を08年より運
営。全国各地で講演を累計250回以上開催。ウェブ解析士マスター。主な著書に「ウェブ
分析論」
「ウェブ分析レポーティング講座」
「漫画でわかるウェブ分析」
「Webサイト分析・改
善の教科書」
「あなたのアクセスはいつも誰かに見られている」
など。ウェブ解析士協会顧
問・デジタルハリウッド大学院客員教授・UNCOVER TRUTH CAO・Faber Company
CAO・株式会社SoZo最高分析責任者・サイコス株式会社 エグゼクティブディレクタ・アナ
リティクスアソシエーション プログラム委員・Adobe Analyticsユーザー会 幹事

内野 明彦氏
データマーケター
ISID、電通、
ネットイヤーグループ、
ネットエイジなどで、数多くのマーケティングプロジェクト
に関わる。
ウォルト・ディズニー・ジャパンにてEコマースの立ち上げに関わり、
2006年より
オーリック・システムズの取締役としてアクセス解析の新規事業構築を担う。09年にコン
フォート・マーケティングを創業。15年からは個人で活動を開始し、
データ活用からマーケ
ティング改善を支援する
「データマーケター」
として多くの企業に対して戦略・分析・実行
支援をおこなう。東京工業大学卒。
※講師、
カリキュラムは都合により変更する場合がございます。
ご了承のほどよろしくお願いいたします。

講座概要
●開講日時 ：2017年2月2日
（木）以降毎週木曜日 ※現状の予定（2/2、2/9、2/16、2/23、3/2、3/9、3/16、3/23）※変更がある場合はＷｅｂにて更新いたします。
http://www.sendenkaigi.com/class/detail/data̲marketer.php
●講義時間：19：00〜21：00
●講義回数：8回
●受講定員：25名
●受講料金：92,500円（税別）
●講義会場：東京・表参道
●受講対象：事業会社のデジタル、宣伝、販促部などのマーケター。
また、広告会社など提案する営業・プランナー・ディレクターの方。

FAX

03-3475-3033

必要事項をご記入の上FAXにてお送り頂くか、ご郵送ください。

※ご存知ですか？ ウェブ特典のポイント割引
「宣伝会議オンライン」
（弊社ウェブサイト）経由でお申込みされますと、
料金の１％がポイント付与され、次回以降、講座・書籍をポイント割引でご購入いただけます。
よりお得なウェブ申込を、
ご活用いただければ幸いです。
2017年

東京

2

宣伝会議教育講座

2

92,500円（税別・申込金10,000円含む）

受講料

お申込用紙

参加形態

開講

1

企業での申込（請求書を発行します）

個人での申込

2

データマーケター育成講座

講座名

生年月日・性別

フリガナ

19＿年＿月＿日生まれ

氏名

女

男

開講日に満＿歳

＠

Eメールアドレス

「０
（ゼロ）
」
か
「O
（オー）
」
か
「‐
（ハイフン）
」
か
「＿
（アンダーバー）
」
かなど、間違いやすい点はご指示ください

〒
自宅住所
※個人での申込の方はご記入ください

電話

携帯電話

フリガナ

所属部署・課名（学部）

役職（学年）

勤務先名（学校名）
所属部署・課名

フリガナ

企業派遣責任者の氏名

役職

勤務先名
※企業での申込の方はご記入ください
企業派遣責任者の
Eメールアドレス

＠

※お申込み書到着のご連絡をいたします

「０
（ゼロ）」
か「O
（オー）」
か「‐
（ハイフン）」
か「＿
（アンダーバー）」
かなど、間違いやすい点はご指示ください

〒
勤務先住所
※企業での申込の方はご記入ください

電話

FAX

《資料送付》

希望連絡先
受講料お支払い方法

※個人での申込の方はご記入ください

今後、宣伝会議からの
各種サービスの送付を

1
1

銀行振込

（一括のみ）

希望する

1
2

勤務先

2

《電話》

自宅

クレジットカード

（一括のみ。お申込みフォームをメールでお送りいたします）

2

希望しない

3

3

1

勤務先

2

携帯電話

3

自宅

教育ローン

（Webでのお手続きになります。PCメールアドレスを必ずご記入ください）

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。
受講料お振込先

三菱東京UFJ銀行 青山支店

普通1145602

口座名義：株式会社宣伝会議

※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。
※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。企業派遣による申し込みの場合でも、
受講者の変更は受け付けておりません。
※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となる場合がございます。
その際、交通費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
教 育 本 部 〒107-8550
北海道本部 〒060-0001
東 北 本 部 〒980-0811
北 陸 本 部 〒920-0853
中 部 本 部 〒461-0005
関 西 本 部 〒530-0003
九 州 本 部 〒810-0001

東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル9階
北海道札幌市中央区北1条西4-1-2 武田りそなビル6階
宮城県仙台市青葉区一番町3 -1-1 仙台ファーストタワー 11階
石川県金沢市本町1-5-2 リファーレ10階
愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル6階
大阪府大阪市北区堂島2-1-31 京阪堂島ビル5階
福岡県福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル7階

TEL.03-3475-3030（教育本部）
TEL.011-222-6000（代表）
TEL.022-266-6981（代表）
TEL.076-224-3010（代表）
TEL.052-952-0311（代表）
TEL.06-6347-8900（代表）
弊社使用欄
TEL.092-731-3331（代表）

料

