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ウェブはこれからどうなるか？



ウェブは生活に欠かせない
インフラになる

SNSに近状をアップ
するユーザと利用さ
れるユーザ

デジタルマーケティン
グはウェブの技術が
ベースになる



オムニチャネルの時代

2012年売上44%は
Onlineだが、2013年
から分解をやめた

デバイス数は2017年
に3.2個使いこなす
複数デイバスユーザの
売上は2倍



では、あなたのビジネスは
どうですか？



あの成功した会社みたいに
ウェブを活用すれば！

● ホームページで世界中を

お客様にしましょう！

● ネットショップで支店

展開しましょう！

● 検索エンジンで上位に上

げましょう！

● TwitterとFaceBookで
お客様を10,000人にしま

しょう！　間
違
い
なく失

敗
しま

す
！



ウェブはゼロサムゲーム
1番は全てを得られるが、２番は０
成功は
● その会社が
● その時期に
● その顧客で
実現した。マネでは失敗します。

「自分で成功する方法を見つける」能力が必要

戦略を自分で立てること
ウェブ解析は戦略のヒント



<work>小さな不動産会社

● 従業員数名の不動産会社

● 地元ポータルサイト開設したが大失敗

● ウェブ解析で売上の98%はWeb経由。

その方法は？

● ウェブ解析でセッションのないカテゴリ削除

● 大手企業人事部から連絡「リロケーション」に気づく

● 「リロケーション専門店」にリニューアル



<work>【引用:上級ウェブ解析士】
c.【事例】コミュニケーションデザイン

社会人向けゴスペルトレーニング学校
生徒はどんなメディアや人と触れてる？



http://www.
keralacm.gov.
in/index.
php/disclaimer/
674-qr-code

ユーザの行動からウェブ戦略を
設計する

Music School Card
Name Toshiaki Ejiri
ID 123456789
Class C (Harp)
Date 17/9/2014

WACA School
Phone XXX-XX-XXXX Adress 1-2-3 Tokyo
 

学生証から自分のステージ動画先生のステージから誘導

Teacher A
Concert 
9/17 21:00- 

SG Bugisl hall
11/17 18:00
SFG ST hall

12/20
Sizuoka Hall



事業の目的から数値を逆算する

<work>ジュエリーネットショップ

年末までに月間３００万

円売上が目標

ウェブサイトに何人集客

すればいい？

客単価2万円

注文率1%である



売上から逆算して目標
を決める

単価20,000円 
注文率1%
注文率のことを

Conversion Rate
CVRともいいます

受注

売上3,000,000円
客単価20,000円
＝受注150件

訪問
人数

受注150件
注文率1％
＝集客15,000人

目標
15,000人

150件

現状10,000人訪問する

ウェブサイトで目標達成には

広告にいくら投資するか？

1クリック100円とする



広告の目標を決める
データから投資額を決める

集客目標15,000人 
現状10,000人
5,000人を集客

広告が1クリック

100円なら

Cost Per Click
CPC100円

受注

集客
5000人×100円
＝広告予算500,000円

150件

目標
15,000人

現状
10,000人

5,000人

目標15,000人-現状10,000人
＝集客5000人



初級ウェブ解析士の例

初級



上級ウェブ解析士の例
Life Time Valueを計算で求める

上級の問題例（LTV分析）



まとめ
1. ウェブ活用は事業戦略から
2. ウェブ解析から勝てる法則を

見つけよう
3. 事業と目標から計画を立てよう
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ウェブ制作や開発は
将来どうなるの？



例えば
FaceBookページ

FBページ
作りたい

全部で
300,000円

高いよ!!
効果を

求めるなら
必要です

自分で勉強し
て作ろうかな

では
XX,XXX円
で作ります

制作や開発の
価値が認められ

にくい

簡単に更新できるウェブサイト
2002年6,000,000円
現在は600,000円?

6,000円？



「クリニック

新規にオープンする
クリニックのウェブサ
イトいくらでできます
か？

1ページ30,000円
ディレクション100,000円
テンプレート8000円

トップページ80,000円
1ページ15,000円
制作管理費  全体の10%

ホワイトプラン一式
300,000円
ゴールドプラン一式
450,000円

1ページ20,000円
予約用プログラム
150,000円

ディレクション
30,000円
レンタル予約フォーム
月額5,000円

トップページ50,000円
1カテゴリ15,000円
予約フォーム5,000円

用語・提案・単価がバラバラで比較できない
どの提案が目的達成（集患／採用）できるか分からない

だったら安い業者を選ぶ



人月計算での課金

作業時間×難易度＝課金

成果に課金

顧客収益×貢献度＝課金

作業時間ではなく
顧客の成果に課金しよう

顧客が儲からなければ私たちも儲からない



成果に課金すれば
お互い満足できる

直帰率：1ページで離脱

回遊離脱率：2ページ以降で　　　　　　

離脱した率

フォーム離脱率：フォームで　　　　　　　　

離脱した率

受注

集客

150件

現状
のまま

10,000人

5,000人

広告予算500,000円

直帰率
60% 回遊

離脱率
90%

フォーム離
脱率

集客

集客

集客

75％→62.5%

フォーム離脱率を12.5%下げると毎月広告費用500,000円節約



あらゆるデータを見て事業の成果につなげること

3.ウェブ解析とは



<work>来年夏発売予定のスキンケアの新
製品のニーズを探りたい。どのニーズに合
わせた製品がよい？
「肌荒れ」
「美肌」
「洗顔」
「ニキビ」
「毛穴」

ウェブマーケティング解析
Google Trends



毎月1,000,000円以上
ネット広告に投資
費用対効果が分かれば
小規模な事業でもウェ
ブサイトに投資はできる

ビジネス解析
歯医者さんの例

Sighn PhoneNo.
XXX-XXX-XXX

PC PhoneNo.
YYY-YYY-YYY

Mobile PhoneNo.
ZZZ-ZZZ-ZZZ



データを元に事業の成果につなげるために、ウェ
ブ解析を活用する人材が必要
2010年ウェブ解析士認定スタート
2012年WACA協会発足

ウェブ解析士資格種類
● 初級ウェブ解析士
● 上級ウェブ解析士
● ウェブ解析士マスター

WACAの認定する
ウェブ解析士とは



予習前提
５時間の演習中心講座
講座後復習、試験
試験はPCで受験

合計　30,000円（税別）
（テストのみ6,000円でも受験可）

講座10,000円
テキスト4,000円
テスト6,000円(CBT)
認定料10,000円

初級ウェブ解析士



事業分析から成果につなげる

ウェブ解析の戦略／戦術を学

ぶ

2日間合計10時間

筆記試験

課題レポート

修了レポート

Googleアナリティクスで

レポート作成

合計　80,000円（税別）

上級ウェブ解析士



ウェブ解析士の指導認定を行
う実務と教育両面で活躍でき
る方法を学ぶ
・実技試験
15時間の講座ができるか
・マクロレポート
サイト全体を解析する
レポート
・ミクロレポート
ユーザ一人一人の経路を
解析するレポート

ウェブ解析士マスター



受講者数推移



企業研修導実績
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データはコンパス。顧客はリス

クとチャンスを知ることができ

る

だからチャレンジできる。チャ

レンジすることに失敗はない

同じバスに乗って顧客と一緒

に目標を目指そう

データ元にチャレンジ



このサイトを見ているユーザはどんな人でどんなニーズがあるか？

このサイトでメールマガジンを発行するなら、どんな内容がいいか？

ガーデニングネットショプ時間
帯分析

※オレンジ＝ページビュー数　青＝セッション数



4.ウェブ解析は現場全員で改善のサ
イクルを回すことで改善する



10月4日 14:00-16:00
絶対に滑らない、月額５万円の広告費から成果を出せるリス
ティング広告成功の法則
仙台青葉カルチャーセンター 602会議室
参加費 一般5,400円(WACA正会員3,240円)
講師　阿部圭司　(アナグラム株式会社）

http://bit.ly/waca1409031
10月8日 
秋田 初級ウェブ解析士 講座／試験
10月9日
山形 初級ウェブ解析士 講座／試験

http://bit.ly/waca1409032

ウェブ解析士協会講座
日程のご紹介



http://bit.ly/waca140903
で見られます
コメントつけられます。
質問あればコメントください

本日の資料

http://bit.ly/waca140903
http://bit.ly/waca140903


ウェブには
すごい力がある



おしまい
toshieji@gmail.com
twitter @ejtter FB facebook.com/warjwda 



ミクロ分析のシビラ



1ヶ月無料試用実施中


