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■使⽤許諾契約■ 

本契約は購⼊者が当冊⼦を⼊⼿した時点で、 

本契約に同意したものとする。 

 

第一条:本契約の⽬的 

弊社が著作権を有する知的情報を、 

本契約に基づいた上で購⼊者に⾮独占的な使⽤を許可するものである。 

 

第⼆条:複製・コピー・⼆次使⽤の禁⽌ 

本サービスに含まれる一切の情報は著作権法により保護されている。 

 

本サービスの一部、または全部を弊社に対して 

書⾯による事前の許可を得ずに、 

複製・コピー・転載・インターネット上での公開を含む 

いかなる⼿段であっても、⼆次使⽤を禁⽌する。 
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第三条:契約の解除 

購⼊者が本契約の第⼆条に違反したことが発覚した場合、 

弊社は通達無しに使⽤許諾許契約を解除できるものとする 

 

第四条:損害賠償および免責事項 

購⼊者が本契約の第⼆条に違反したことが発覚した場合、 

購⼊者は本契約の解除に関わらず、弊社に対して、 

違約金として金壱千万円の損害賠償を支払うものとする。 

 

本サービスはその効果を保証するものではなく、 

本サービスを実践したことによって発⽣したいかなる損害に対しても、 

弊社は一切責任を負うものではない。 

 

本サービスの実践は、全て購⼊者の⾃己責任で行うこととする。 
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第五条:禁⽌事項 

購⼊者の本サービスの利⽤にあたって弊社は以下の⾏為を禁⽌する。 

 

購⼊者がこれらの禁⽌⾏為を⾏った場合、 

弊社は当該購⼊者の利⽤を停⽌し、 

弊社が被った損害の賠償を請求する場合がある。 

 

また、購⼊者は本サービスに関する全ての利益を失うものとする。 

・本規約に反する⾏為 

・法律・規則・条令等の制定法に反する⾏為 

・本サービスの仕組みや機能を使ったスパム⾏為外で利⽤する⾏為 

・フォーラムなど公共の場での過激な性描写、残酷な表現、 

犯罪を誘発する現差別表現など、公序良俗に反する⾏為や 

閲覧者に不快感を与える⾏為 

・本サービスの運営を妨げる⾏為 

・本サービスのシステムに負荷を与える可能性のある一切の⾏為 

・その他弊社が不適切であると判断する⾏為 
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マーケティングとは？ 

その意味と⽅法について 

 

「マーケティング」という⾔葉は、 

ビジネスの世界でよく⽿にする⽅も多いと思います。 

 

ところが、その⾔葉が指す意味は 

「リサーチ」や「広告宣伝」、「データ分析」など 

⼈によってさまざまです。 

 

Wikipedia では、 

 

 「企業や⾮営利組織が⾏うあらゆる活動のうち、『顧客が真に求め

る商品やサービスをつくり、その情報を届け、顧客がその商品を効

果的に得られるようにする活動』の全てを表す概念」 

出典：マーケティング-Wikipedia 
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と定義されていますが、これはどのような意味でしょう？ 

 

ここで、「もしドラ」でも有名な経営学の⼤家、 

ピーター・ドラッカー⽒の解説を紐解いていきましょう。 

 

ドラッカー⽒は、 

「マーケティングの理想は、販売を不要にするものである。」と 

述べています。 

 

 お客様に「買ってください！」とプッシュしなくても、 

お客様から⾃然に買いたくなる状態をつくるためには、 

 

お客様のニーズに合った商品を、 

適切なターゲットに向けて発信していくことが⼤事です。 

 

そのために、商品開発から販売戦略の策定、 

広告宣伝に効果検証までの⼀連のプロセスを、 

⼀貫して計画して実⾏・管理すること。 
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すなわち、商品が「売れる仕組み」をつくることが、 

マーケティングの全体像を表しているでしょう。 

 

マーケティング（活動）の種類 

 

では、マーケティングとは具体的には、 

どのような活動を指すのでしょうか？ 

 

商品が⽣まれてから、お客様の⼿に届き、 

売上が⽣まれるまでのプロセスをたどっていきましょう。 

 

(1)市場調査（マーケティングリサーチ） 

はじめに、売れる商品を企画するためには、 

「お客様が求めているもの」を知るのが⼤切です。 

 

そのために⾏われるのが、 

「市場調査（マーケティングリサーチ）」です。 
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モニターへのアンケートや政府が 

出している統計データを調べたりしながら、 

定量的なデータを把握します。 

 

お客様の年代や性別に近い⽅々を集めて、 

座談会を⾏ったり、商品を使ってもらい意⾒を募ったりして、 

定性的な情報も把握します。 

 

(2)広告宣伝活動 

せっかく良い商品をつくっても、 

知ってもらえなければ売れません。 

 

次に⾏うのが、広告宣伝活動です。 

 

テレビや新聞などに広告を出す昔からの⼿法のほか、 

最近ではインターネットを使って 

検索エンジンやソーシャルメディアから 

アクセスを集める⼿法も⼀般的になりました。  
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また、マスコミに記事として無料で取り上げてもらう 

「PR（パブリシティ）」や、 

⼝コミを広める「バズ・マーケティング」など 

⽅法はさまざまです。 

 

・広告宣伝活動の種類 

マスメディア 

テレビ・新聞・雑誌・ラジオの「４マスメディア」と呼ばれる 

媒体に広告を載せる⼿法です。 

全国的に多くの消費者にリーチできるマーケティング⼿法です。 

 

デジタルマーケティング  

検索エンジンや E メール、ポータルサイト、 

ソーシャルメディアなど、インターネットを使った広告⼿法です。 

「Web マーケティング」とも呼ばれます。 
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ターゲットを絞って訴求しやすく 

費⽤対効果が良い場合が多いため、 

昨今のマーケティング活動では⽋かせない⼿法になっています。 

 

 

SP 広告  

交通広告や屋外に掲出されている 

看板・サインボードなどの OOH（out of home）広告は、 

特定の地域内で多くの⽅の⽬に触れやすいのが特⻑です。 

 

DM やチラシなど消費者にダイレクトに届く紙媒体、 

POP や展⽰物などは、セールスに結びつきやすいと 

⾔われています。 
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その他 

イベントの開催や、マスコミに記事として 

無料で取り上げてもらう「PR（パブリシティ）」、 

⼝コミを広める「バズ・マーケティング」など 

さまざまなマーケティング⼿法があります。 

 

(3)効果検証 

最後に、これらの活動が 

「売上に実際に結びついていたのか？」を検証します。 

 

マーケティング活動にかかっていた費⽤と、 

それによって得られた売上を算出して、費⽤対効果を計るのです。 

 

売上との直接的な関係を測定するのが難しい場合もあるので、 

その場合は「認知度の向上」や「⾒込み客の獲得」など、 

⼿前にある指標を使います。 
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マーケティング戦略とは 

これまで説明してきたそれぞれの活動は、 

マーケティング戦略があってはじめて有効に機能します。 

 

マーケティング戦略とは、 

「誰に、何を、どのように伝えるか？」そして、 

「どうやって売上を拡⼤するか？」の⽅針で、 

経営戦略に近い⽴ち位置から考えます。 

 

 マーケティング戦略を考えるフレームワークは 

いくつかありますが、ここでは最も基本的な考え⽅の 1 つ、 

「3C 分析」を紹介します。 

 

3C とは、 

「市場/顧客」（Customer） 

「競合」（Competitor） 

「⾃社」（Company） 

のこと。 
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まずは「市場」つまりお客様が何を求めているか？を調べるため、

上述したようなマーケティング・リサーチを⾏います。 

 

続いて、競合商品の特徴を洗い出します。 

 

競合商品の Web サイトやカタログなどをチェックするほか、 

商品を⼿にとって使ってみると良いでしょう。 

 

そのうえで、⾃社の商品の「強み」や「弱み」を 

書き出していくのです。 

 

お客様と接している営業やカスタマーサービスの社員に 

聞いてみると、良いヒントが得られるでしょう。 
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このように、市場・競合・⾃社の 3 つの観点を 

バランス良くとらえ直したうえで、 

 

「私たちの商品を本当に喜んでくれるお客様は誰か？」 

「商品の特⻑をどのように表現すれば、お客様に響くのか？」 

「そのためには、どんな⽅法をとるのか？」 

 

について考えを深めていくのです。 

 

具体的な⽅法論については、 

経営戦略の「マーケティング・ミックス」についての解説も 

参考にしてみてください。 

 

今⼈気のマーケティング⼿法 

 

「マーケティング」の⽅法論は、 

インターネットや IT の発達によって⼤きく変化しています。 
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 最近では、たとえば「オムニチャネル」という⾔葉を 

聞いたことがあるかもしれません。 

 

EC サイトで買い物をするお客様と、 

リアルの店舗を訪れるお客様は別々にとらえていましたが、 

スマートフォンの普及によって 

「書店で⾯⽩そうと思った本を、Amazon で買う」や 

「価格.com で調べたお店で実物を⾒て買い物する」など、 

インターネットとリアルを跨いだ 

購買⾏動が⾒られるようになってきました。 

 

このような消費者の動きに伴って、 

店舗と EC、PC とスマートフォンなど、 

複数の環境を跨いで⾏動するお客様を 

スムーズに購⼊へと導く⼿法が盛んに研究されています。 
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その他にも、「マーケティング・オートメーション」や 

「ビッグデータ」、「コンテンツ・マーケティング」など、 

Web マーケティングの分野を中⼼に、 

技術⾰新によって新しい考え⽅が次々に登場しているので、 

気になる⽅はチェックしてみてください。 

 

ただし、いくら時代の流れが進んでも、 

マーケティングの根底にある考え⽅は変わりません。 

 

お客様⾃ら欲しいと⾔ってもらえるように、 

売れる仕組みはどうやって作れるか？そのために必要な活動は、 

どのようなものがあるか？ 

 

個々の施策の元になる戦略をどうやって作っていけばよいか？ 

を考えていくべきなのです。 
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マーケティング・プロセス 

マーケティング・プロセスとは、 

内外の環境分析から、商品を売りたいターゲットを定めて、 

商品の位置づけを考え、商品の価格やプロモーションを 

策定するまでの一連の流れのことです。 

 

策定したマーケティング・プロセスが 

思うような結果を出せていない場合は、 

上流側へ問題点をフィードバックすることで、 

プロセスを⾒直していく必要があります。 

 



 Clover♧ 

 

環境分析  

マーケティングをする上では、 

まず始めに企業内外の環境を分析する必要があります。 

 

PEST 分析、5F 分析、3C 分析、SWOT 分析といった 

フレームワークを使うことで、 

内外の環境を⼤雑把に把握することができます。 
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また、⾃社の分析では、 

PPM 分析を使うと、各事業の市場での位置付けを 

確認することができ、⼤きな事業戦略の⽅向性を 

⾒出すことができます。 

 

この環境分析によって市場機会の発⾒と、 

企業（あるいは部⾨）として⽬指すべき戦略⽬標、 

マーケティング⽬標の決定（複数ある場合は優先順位付けをし）を

します。 

 

セグメンテーション 

セグメンテーションとは、 

マーケティング対象を類似の購買⾏動を持った集団（セグメント）

に細分化することです。 

 

近年では、万⼈向けの商品を万⼈に対して売りこむ事は 

効率的でないため、世代的な特性や地理的な特性に応じた 

戦略を組み⽴てていきます。 
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セグメンテーションによって、 

マーケティング⽬標を達成するのに、 

最も適したセグメントを発⾒していきます。 

 

ターゲット  

セグメンテーションの結果から、 

標的市場（ターゲット）を定めていきます。 

 

ここで、ニッチな市場をターゲットにするのか、 

競合がひしめき合っている市場をターゲットにするのかは 

 

環境分析の結果も踏まえて判断していくことになります。 

 

ターゲットを決める際に一般的に⽤いられるのが、 

製品・サービスという軸と顧客セグメントという軸になります。 
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ポジショニング  

ポジショニングとは、標的の市場において、 

⾃社商品と競合商品を差別化して、 

優位な地位を築くための⼿法です。 

 

ポジショニング策定では、 

一般的に 2 つの軸を選んでポジションマップを描き、 

⾃社商品と競合商品の位置付けを明確にし、 

⾃社の商品を顧客に魅⼒的に⾒せる⽅法を考えていきます。 

 

ポジショニングを決定した上で、 

そのポジショニングを確⽴するための具体的な施策である 

マーケティング・ミックスを⽴案していきます。 

 

その上で、どんな媒体で、広告をしてくかを、考えます。 
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これは、魅⼒的な商品をインターネット上で 

アピールする企業やネットショップが増えてきたことと、 

インターネット利⽤者が増え、そこでビジネスをすることに 

抵抗が減ってきたこととを意味しています。 

 

つまり、インターネット上で企業と顧客とが、 

より密接に関係を築ける下地が整ってきたと⾔えます。 

 

とくに近年、急速に広がっているソーシャルメディアでは、 

企業と顧客が親密にコミュニケーションを取る⾵景も 

珍しくなくなっています。 

 

インターネットの普及とともに、 

顧客との関係を広げてきた企業では、 

その規模に関係なく売上を伸ばしています。 
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そして、世界へも⽬を向け、 

ビジネスチャンスを広げようと、 

多くの企業が元気よく踏み出しています。 

 

では、具体的にどんな施策が 

Web マーケティングには存在しているのでしょうか。 

 

集客施策 

・SEO（検索エンジン最適化） 

検索ユーザーに向けて Google や Yahoo の検索結果で 

多く露出をするための施策を SEO と⾔います。 

 

検索ユーザーのニーズに応えられる良質と 

Google が認識したページが検索結果の上位に表⽰されます。 

 

リスティング広告とは違い、 

お⾦を払って上位表⽰させることは出来ません。 
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・リスティング広告 

SEO と同様に、Google や Yahoo の検索結果に 

表⽰されるのがリスティング広告です。 

 

キーワード単位でオークション形式の⼊札が⾏われ、 

掲載順位が決定します。 

 

Yahoo プロモーション広告、GoogleAdWords が有名です。 

 

・アフィリエイト広告 

広告主が設定した成果ポイント 

（お問い合わせ、購⼊、申し込み、資料請求、等）が 

達成された際に、広告掲載側に⼿数料を⽀払うものを 

アフィリエイト広告と⾔います。 

 

基本的に成果報酬で⾏われるものが多く、 

広告主側としては成果が発⽣しなければ 

費⽤を払う必要がないため、⼈気のある広告の 1 つです。 
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・アドネットワーク広告 

複数の Web サイトの広告枠をまとめた 

広告配信ネットワークに、 

まとめて広告を配信出来るのがアドネットワーク広告です。 

 

簡単に⼤量の広告媒体に広告出稿することが出来るのが 

メリットですが、出稿先を選ぶことは出来ません。 

 

Google AdSense、Yahoo ディスプレイアドネットワークなどが 

有名です。 

 

・SNS 広告 

Twitter や Facebook などの 

ソーシャルメディアに広告を出稿出来るのが SNS 広告です。 

 

年齢層、地域、興味関⼼などの属性をセグメントして 

配信出来るのが特徴です。 
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・リターゲティング広告 

過去 Web サイトにアクセスしてくれたユーザーに向けて 

広告を出すことが出来るのがリターゲティング広告です。 

 

よく他サイトを閲覧しているのに、 

以前アクセスしたページの広告が追いかけてくるような 

経験があるかと思います。 

 

これはリターゲティング広告によるものです。 

 

Web サイトをアクセスしたときに 

ブラウザに「クッキー」というものが付与されます。 

 

この「クッキー」を持っているユーザーにだけ 

広告を配信することができ、 

これがリターゲティング広告となります。 
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・メールマーケティング 

保有しているメールアドレスに対して、 

メールマガジンやステップメール、 

そのメールアドレスユーザーの属性に合わせて 

メール内容を変えるなどの⼯夫をしてメールから 

Web サイトへのアクセスを促すのがメールマーケティングです。 

 

例えば、EC サイトで会員がカートに 

商品を⼊れたまま離脱した場合、 

カートに⼊っている商品などを案内するメールを送るのも 

メールマーケティングとなります。 

 

単なるメルマガに留まらないのが特徴です。 

 

・ソーシャルメディア対策 

ソーシャルメディアで公式アカウントを作成し、 

ユーザーとコミュニケーションを取りながら 

Web サイトへのアクセスを促すのがソーシャルメディア対策です。 
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・離脱施策 

LPO（ランディングページ最適化） 

リスティング広告などからアクセスし、 

最初に訪れるページをランディングページと⾔います。 

 

そのランディングページのパフォーマンスを 

改善していく施策が LPO（ランディングページ最適化）です。 

 

多くのユーザーは⽬的を持ってランディングページを訪れますが、

その⽬的が達成されなさそうと感じてしまうと 

すぐにページから離脱します。 

 

 

そうならないために、 

離脱されないようなユーザーにとって 

わかりやすいページに改修していくのが LPO となります。 

 

EFO（⼊⼒フォーム最適化） 
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⼊⼒フォームやカートからの離脱を減らしていく施策のことを 

EFO（⼊⼒フォーム最適化）と⾔います。 

 

⼊⼒フォームやカートは成果ポイントから⾮常に近いですが、 

ここは離脱も⾮常に多いのが特徴です。 

 

離脱を減らし成果に直結するように 

対策をしてくことを EFO といいます。 

 

例えば、郵便番号を打つと⾃動的に住所を 

途中まで打ち込んでくれることがあります。 

 

あれも EFO の一部となります。 

このような⼿法や、 

ノウハウを駆使して戦略を⽴てていき戦術に落とします。 


