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Facebook/Instagram広告を活⽤！
ブランド認知から興味関⼼、獲得までの設計・運⽤

基礎〜応⽤編



ABOUT	
TAM プロダクション・エージェンシーとして、

クライアントのデジタルマーケティングをサポートします。

■ABOUT TAM
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国内外に拠点があります
⽇本国内（東京／⼤阪）以外にも

アジア、北アメリカ、ヨーロッパエリアに展開しています。

NORTH AMERICA	

1エリア

サンフラン
シスコ

EUROPE	

1エリア
ロンドン

3エリア

ASIA	

⽇本（東京／⼤阪）
台湾
シンガポール

■ABOUT TAM
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■⾃⼰紹介
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株式会社	TAM	
広告チーム :	TAMKO	
宮久保 仁貴 

2017年から株式会社TAM広告チーム所属。	

主にブランドの認知・興味関心・獲得系案件やエ
ンタメ・芸能系PR施策等を担当。	
	
今回はFacebook広告の基礎知識のレクチャーは	
勿論の事、ブランド認知から興味関心、獲得まで
一気通貫した設計・運用について	
お教えさせて頂きます。 



5

■前提 : なぜ、SNS広告なのか？①

スマホデバイスへの移⾏よるユーザーの情報接触ポイントの変化によって

分散型メディア化してしまっています。
スマホ閲覧シーン

モバイル利⽤が主流になり、コンテンツの閲覧
シーンが通勤途中、レストランで待っている時、
テレビを⾒ている時などに変わってしまったこと。

アプリ主流

Youtube、Instagramなどのアプリ利⽤が主流と
なり、あらゆるコンテンツが、その出処を意識せず
⾒られていること。（出処となるサイトはユーザー
にとってはどこでも構わない）

プラットフォーム完結

SNSを始めとしたアプリ・プラットフォーム内
でコンテンツ閲覧を完結できること。
（そもそも外部サイトに⾶んでまでして情報を得
ようと思わない）

情報爆発

爆発的にコンテンツ量が増え続けている現状でも、
⽣活者のアテンションの総量はなかなか変わらず
コンテンツはますます⾒つけてもらいにくくなって
いること。
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■前提 : なぜ、SNS広告なのか？②

スマホデバイスへの移⾏による分散型メディア化したことで、ターゲット
ユーザーが接触する「各タッチポイントに最適なカタチ」で情報を発信し
ていかなければユーザーに訴求できなくなってきています。

これまで王道だった雑誌/TVなどの媒
体にただ載せるだけのユーザーへの情
報発信だけでは、的確なターゲットへ
の訴求が不⼗分です。

加えて、ユーザーが受け取る情報量も
爆発的に増加しているため、ソーシャ
ルメディアを軸に適切なカタチで情報
発信を試みないとユーザーの態度変容
を促すことができず、ブランドが意図
する訴求をすることが難しくなってし
まっています。

分散型コンテンツ・マーケティング
伝えたいメッセージ

オウンド
メディア

リスティング/
ディスプレイ広告

ヒーロー
商品の

LP

タイアップ
記事

パーセプションフローに基づいた最適なカタチで訴求

スマートフォンでの情報収集の
メインはFacebook/Instagramを

はじめとしたアプリ

上記のような背景からソーシャルメティアを活⽤したプランを導⼊していくことが効果を出し
ていくために必須であると思われます。
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一番重要なのは、
ユーザーのタッチポイントとなる
メディアに情報発信をする

ということ。 
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■Facebook広告を用いるべき理由	

なぜFacebook広告なのか?
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ユーザーに最適化されたフォーマットで出稿されるため
「広告」と意識させずに訴求できます。

Facebook広告はプラットフォーム内の「ニュースフィード」「デスクトップの右側広告枠」等、
Instagram広告はプラットフォーム内の「フィード上」「Stories」、
Audience NetworkはFacebook社提携サイト広告枠に掲載されます。

特にフィードに表⽰される広告は、利⽤者の友達や家族の投稿とともに掲載されるので
⾼いエンゲージメントを実現します。

フォーマット/配置箇所

■フォーマット/配置箇所
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ターゲティング
様々な要素を掛け合わせて

⽬的のターゲットに広告配信をすることも可能です。

・地域
 ⇒世界
  ∟この地域のすべての⼈
  ∟最近この地域にいた⼈
  ∟この地域を旅⾏中の⼈

・年齢
  ∟13〜65歳以上
   （13〜65歳までは1歳ずつ設定可
能）

・性別
  ∟全て
  ∟男性
  ∟⼥性

・⾔語

・その他の利⽤者層

・趣味・関⼼
  ∟スポーツ・アウトドア
  ∟テクノロジー
  ∟ビジネス・業界
  ∟フィットネス・ウェルネス
  ∟レジャー施設
  ∟家族と交際関係
  ∟買い物・ファッション
  ∟趣味・アクティビティ
  ∟⾷品・飲料品

・⾏動
  ∟シーズンとイベント
  ∟デジタルアクティビティ
  ∟モバイル機器ユーザー
  ∟旅⾏
  ∟海外駐在者

・その他のカテゴリ

・つながり
  ∟Facebookページ
  ∟アプリ
  ∟イベント

 ニールセンの調査では、Facebook/Instagram広告によるターゲットへのリーチ精度は95％以上
あり、その他のターゲティング広告によるリーチ精度は62％以下という結果がでています。

■ターゲティング(オーディエンスデータ)
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先のオーディエンスターゲティング(デモグラベース)も活⽤しつつ、
下記のデータを活⽤して、ユーザーの⾏動起点に即したターゲティングを
実施します。

①ピクセルデータ

HPに設定したピクセル
から得られたデータを基
にターゲティングします。

貴社でお持ちのユーザーデータをFacebookにアッ
プロードしターゲティングします。

②アカウントデータ ③アドデータ

Facebook/Instagram
ページのデータを基に
ターゲティングします。

出稿した広告に対する
ユーザーの反応を基に
ターゲティングします。

▼オプション

■ターゲティング(対個⼈/⾏動起点)



12 

■①Facebookピクセルデータ

Facebookピクセルから得られたデータを基にしたターゲティングは以下
の内容を想定しています。

▼Facebookピクセルデータ

・サイト滞在上位25%以上ユーザー

・サイト訪問ユーザー

・購⼊/登録済み訪問ユーザー

・サイト来訪済み、未購⼊/未登録済ユーザー

・特定ページ訪問ユーザー

・上記に該当するユーザーの類似※
                      etc..

※Pixelで貯めたユーザーデータを元に、類似しているユーザーに拡張して配信を⾏う事が出来ます。

具体例 : 
過去、サイト上で購⼊完了/登録完了したユーザー(仮/男性/20代/東京在住/趣味:スポーツ)に近い属性に対して配信
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■②Facebook/Instagramアカウントデータ

Facebook/Instagramアカウントから得られたデータを基にしたターゲ
ティングは以下の内容を想定しています。

▼Facebookアカウントデータ

・ページにアクセスしたユーザー

・Facebook/Instagramの投稿または広告にアクションしたユーザー

・Facebook/Instagramの動画を閲覧したユーザー

・コレクション/Canvas広告を開いたユーザー

・上記に該当するユーザーの類似※

 etc..

※蓄積されたユーザーデータを元に、類似しているユーザーに拡張して配信を⾏う事が出来ます。
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■③アドデータ

Facebook/Instagram広告から得られたデータを基にしたターゲティング
は以下の内容を想定しています。

▼Facebook/Instagram広告データ

・動画広告閲覧ユーザー
 ⇒3秒、10秒、25%、50%、75%、95%再⽣したユーザーを抽出可能
  ➥上記の中から興味関⼼度の⾼い可能性が⾼い95%再⽣ユーザーを活⽤

・Canvas広告閲覧ユーザー
 ⇒Canvasを開いたユーザーのデータを活⽤
  ➥さらにCanvas内の外部リンクをクリックしたユーザーの抽出も可能

・上記に該当するユーザーの類似※

※蓄積されたユーザーデータを元に、類似しているユーザーに拡張して配信を⾏う事が出来ます。
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■1st Party Data【オプションメニュー】

貴社がお持ちの顧客データをアップロードすることで、Facebook内の
ユーザーと照らし合わせて、該当のターゲットやその類似オーディエンス
に対して広告を出稿することが可能です。

下記の項⽬からできるだけ多くのデータをアッ
プロードすることで、精度が⾼まります。
※すべての項⽬を⼊⼒する必要はありません。
※顧客データから類似配信する事も可能です。

・メールアドレス
・電話番号
・名前
・苗字
・郵便番号
・市区町村
・都道府県
・国
・⽣年⽉⽇
・誕⽣年
・性別
・年齢
・FacebookページユーザーID
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■1st Party Data【オプションメニュー】

貴社で以下のようなデータをお持ちであればその顧客データをアップロー
ドしてターゲティングすることが可能です。

▼1st Party Data

・過去、実際にイベントやセミナーに来場したユーザー／会員ユーザー

・過去、商品を購⼊したユーザー

・過去実際に内覧予約／資料請求した⽅のデータ

・受注につながった⽅のデータ
 ⇒貴社でどのような顧客データを持っているかによりますが、
  例えば、成約ユーザーなどをターゲティングすることができます。
  また、アップロードしたデータから類似ユーザーをターゲットと
  することも可能です。

etc…

※上記ユーザーの類似ユーザーに対する配信も可能です。
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デジタル広告の最大の強みであるデータを用いることで、ファネル全体を一
気通貫するフルパーチェスファネル・マーケティングを実施することで、中
長期的に効果を最大化していく取り組みが必須となります。 

TOFU 

MOFU 

BOFU 

認知 

興味／関心 

決定/獲得 

まだ顧客となっていない生活者と接触(タッチポイント)する段階です。	
施策の起点となる為、ターゲットのアテンションを獲得する事は勿論の事、	
ユーザーマークの取得を効率化する事も非常に重要になります。	

関心・理解を育て、生活者の中に興味を生成する段階です。	
現状の課題を生活者に認識させ、その課題に対して、	
ブランドや製品の持つUSP(独自の強み)の情報(コンテンツ)を連続的
に届けて行きます。	

ブランドや製品を選択する意味を持たせる事で、決定へと引き込む
段階です。	
購買を決定するには多くの情報が必要になる為、認知、興味関心
フェーズを経た態度変容済みのユーザーに対し、決定項目をレコメ
ンドします	
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ユーザーは⼀回の広告接触で「決定（コンバージョン）」に⾄るわけ
ではありません。ファネルのTOPからBOTTOMにかけての段階的な体
験によって、徐々に決定に向けた態度変容を起こします。

また、コンバージョン、CPA、ROASのみを⽬的としたデジタル広告
施策は、顕在ユーザーに対するアプローチとなるため、それだけでは
必ず頭打ちの結果となってしまいます。

新規ユーザーのニーズを顕在化させる「認知」ファネルからの取り組
みを実施しながら、
そこで獲得したデータを元にユーザーの「興味関⼼」を育てて、
「獲得」フェーズまで⼀気通貫出来るようなデジタルマーケティング
プランを作成することが必要です。

単に広告をばらまいて多くの⼈に⾒てもらうだけの認知施策ではなく、
フルファネル施策を⽤いる事によって、
本当にターゲットとなりうるユーザーに対して的確に広告施策を実施
することが可能です。
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■実施イメージ例

ブランド認知
動画/スライドショー

興味／関⼼
Canvas

決定
静⽌画/カルーセル

なるべく多くの⾒込顧客に情報発信
をして、貴社のことを知ってもらう

認知フェーズで、サイト訪問や動画
／スライドショーコンテンツをしっ
かりと閲覧してくれたユーザーに対
してCanvasで訴求

オーディエンス広告に触れた全てのユーザーに対してコンバージョン⽬的の広告をばらまくの
ではなく、Facebookの⾼いターゲティング精度を活⽤して、ユーザーの各フェーズごとのデー
タを蓄積しリターゲティング広告を実施することで、適切なターゲットに適切な情報をお届け
できる仕組みを作ります。

興味関⼼度が⾼いと思われるユー
ザーに対して、資料請求や内覧予約
といった具体的なアクションを促す
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■認知フェーズ(動画/スライドショー)

まずは⾒込顧客となる⽅にブランド/サービスイメージなどをしっかりと
露出していきブランド認知を促します。

▼動画 ▼スライドショー

施策の⼀環で作成した
動画データをFacebook/
Instagramを活⽤して
ターゲットに届けます。

複数の画像を組み合わせてスライドショー
形式のクリエイティブを作り、
ユーザーにブランドイメージを訴求します。

⽬的 : 動画やスライドショーのクリエイティブを発信し、「ちゃんと動画
／スライドショーを⾒てくれた⼈（9割以上閲覧）」というユーザーを抽出
します。
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■興味関⼼フェーズ(Canvas)

認知フェーズでちゃんと動画を閲覧してくれたユーザーに対しては、より
リッチなブランド体験をお届けすることで興味関⼼を持ってもらいます。

▼Canvasの実施

⽬的 : 興味関⼼フェーズでは、「Canvas広告を閲覧してくれたユーザー」
というデータを抽出します。

Facebook内にランディングページの
ようなコンテンツを作ることができ
ます。

デバイスがスマートフォンに移⾏し
たことで、アプリケーション内でコ
ンテンツ閲覧を完結する（サイトま
で遷移しない）ユーザーが多くなっ
てきているため、ユーザーのストレ
スが可能な限り少ない状態でリッチ
なコンテンツを閲覧してもらえるよ
うにします。
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■決定フェーズ(静⽌画/カルーセル)

「動画閲覧ユーザー」さらにその中から「Canvas閲覧ユーザー」を抽出
し、コンテンツに興味を持ってくれている確度の⾼いユーザーに対して、
はじめて資料請求や内覧予約などのアクションを促す広告を配信します。

Facebook広告の各種クリエイティブメニューを活⽤して（上記は⼀例）、
内覧予約や資料請求、購⼊を促します。

▼静⽌画 ▼カルーセル
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■応⽤ : インフルエンサー x メディアタイアップ x 広告掛け合わせ

近年主流のインフルエンサーマーケティングやメディアタイアップ。
この⼿法では、認知〜興味関⼼フェーズのユーザーへアプローチする事が可能ですが、
肝⼼の「獲得」フェーズまで⾄らない事も多々あります。
弊社では、より効果検証を⾏うべく、Facebook/Instagram広告を掛け合わせたプランを検討しております。

インフルエンサーをキャスティングしてタイアップ記事の作成をするだけでなく、
記事で得られたデータをもとにFacebook／Instagramを活⽤して「獲得」フェーズまでフルコミットします。

キャスティング&コンテンツ制作 Instagram/Facebookへ広告配信

タイアップ

インフルエンサー
キャスティング

×

タイアップ記事を閲覧した
ユーザーに対して
Facebook／Instagram 
Pixelを使って、獲得系メ
ニューの広告配信を実施。

タイアップ記事コンテンツ
を閲覧したユーザーを潜在
興味層と仮定し、そのユー
ザーに類似したユーザーに
対して、拡張配信すること
も可能。

ただのタイアップ記事出稿で
終わらせない

特集記事
バイイング



■補⾜ : 広告掛け合わせのフルファネルマーケティングの思考

各ファネルに適した施策を実施し、
ユーザーの態度変容を促すことが重要です。

TOFU  
認知 

MOFU 
興味・関心 

BOFU 
決定 

インフルエンサー / WEBメディアで実施するフェーズ 

広告メニューで実施するフェーズ 

24 
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■閲覧ユーザーに対する広告配信(Facebook/Instagram)

1.良質な新規ユーザーへのリーチ
- 可処分所得が⾼く、アクティブで上質なユーザー
- 特定の⽬的を持たずに訪れる受動的なモチベーション

2.ブランドイメージの醸成 / ブランドセーフ
- クオリティの⾼いメディアコンテンツと美しい画像を中⼼とした出⾯
- ネイティブな広告フォーマット

3.良質なパートナーメディアを活かした企画
- 300を超えるパートナーメディアとの関係を活かし、複数タイアップの
ディレクションやコンテンツの2次掲載までをディレクション

4.antenna* BRAND STUDIOでの質の⾼い企画⽴案
- ⼈物キャスティング、コンテンツの企画・制作から集客・コンテンツの拡
散まで、antenna*で全体プランニング・ディレクションが可能

5.ユーザーログデータやアンケートデータ取得による効果検証
- 事後のユーザーアンケートや、単なる記事PV数だけではない読了率やPV
ユーザーの特⻑など、幅広いデータをフィードバック可能

PHASE1：特集記事配信

Ad

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

PR xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

記事広告

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx

PR xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PHASE2：データ収集・リスト作成 PHASE3：Facebook広告配信

ユーザー

WEBメディアで記事公開
記事でブランドへの興味関⼼層を増加

配信した記事に接触したユーザーのデータから
PHASE2の配信リストを作成

クライアントアカウントで
リスト①②へ広告配信

配信リスト①
PHASE1で記事を閲覧し
たユーザーをPixelで蓄積

配信リスト②
蓄積された配信リスト①
ユーザーデータを拡張し、
類似ユーザーを作成 & 配
信。

特集記事から得られるデータをFacebook/Instagram配信にも活⽤。記事接触層へのダイレクトなリーチ、
記事接触層のプロファイルデータから、新たな条件セグメントでターゲティング配信が可能

etc 

弊社であれば、キャスティング、メディアバイイング、広告出稿を⼀気通貫し、
記事から得られたデータを元に「認知」「興味/関⼼」「獲得」フェーズまでフルコミットします。

インフルエンサー



SNSにおいては、Facebookは勿論のこと、
Amazon(AMS)、Instagram(Stories)、Twitter、YouTube(TrueView)、

LINE(LAP)、Google、Yahoo広告など他媒体の広告設計・運⽤や
⽇本のみならず、海外向け配信も承っております。

この他インスタグラマーやYouTuber、
WEBメディアを掛け合わせたインフルエンサーマーケティングも承っております。

上記、貴社課題にあった最適なご提案をさせていただきます。

最近よく使われている動画素材に関しても制作可能です。弊社であればクリエイティブや素材制作
から広告配信まで⼀気通貫で対応可能ですので、まずは⼀度お気軽にお問い合わせください。

場合によっては、直接お伺いしてヒアリングさせていただくことも可能です。

LOCATION	

千代田区神田小川町 
3-28-9 三東ビル 2F 

HOURS 	

MO - FRI  
10:00 ‒ 19:00 

CONTACT US	

株式会社TAM 広告チームTAMKO 
担当 : 宮久保 仁貴 
03-5280-7025 
MAIL : tamko-ml@tam-tam.co.jp 
 

http://tamko.co 

@tamkoJP 

@tamko.co 

@tamkoJP 

■お問い合わせ先

お問い合わせ先  


