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改めて学ぶ 
Instagram  
Stories(ストーリーズ) 
基礎知識と広告施策 
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なぜ、ソーシャルメディア広告なのか?① 
WHY SOCIAL MEDIA AD 

 

スマホ移行でユーザーの接触メディアが分散しました。 
 

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 
変わりました。 

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ます。 
(コンテンツの出処はユーザーはどこでもok) 

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する 
(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ても、生活者のアテンションの総量
は変わらず、コンテンツはますます見つけてもらいにくくなって
います。 
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スマホデバイスへの移行で接触メディアが分散したことで 
ターゲットユーザーの「各タッチポイントに最適なカタチ」で 
発信していかなければ、ユーザーに情報が届かなくなっています。 

WHY SOCIAL MEDIA AD 

なぜ、 
ソーシャルメディア広告 
なのか?② 
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DYNAMIC CONTENT MARKETING 

雑誌・テレビなどマス媒体で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となりました。 

 
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います。 
 

分散型 
コンテンツ・ 
マーケティング オウンド 

メディア 
 

ヒーロー 
商品の 
LP 
 

伝えたいメッセージ 
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
Instagram/Facebook/Twitterなどを 
はじめとしたアプリ 

リスティング 
ディスプレイ
広告 
 
 

タイアッ
プ記事 
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” そこで、今回はInstagram Storiesに着目します。” 
START AGAIN 
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Stories 
(ストーリーズ) 

What is Stories? 

・Stories(ストーリーズ)は、スマートフォン限定で、 
Instagramのタイムライン上部に 
写真・動画(最大15秒)の投稿、ライブ配信を行える機能です。 
 
ふとした日常の様子を即時にポスト出来る為、 
現在若年層のInstagramユーザーを中心に 
爆発的に利用者数が増えています。 
 
また、複数の投稿をポストすると、 
ユーザー自身のストーリーがスライドショーで表示されます。 
 
また、投稿したポストは投稿後から24時間後に消える為、 
プロフィールやフィード上には表示されなくなります。 
 
テキストやイラストツールを掛け合わせて 
貴方のストーリーを作成する事で、 
貴方が伝えたい内容・思いを気軽に伝える事が出来ます。 
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何故Stories広告を 
用いるのか？ 

WHY YOUTUBE TRUEVIEW 

特徴として、写真や動画コンテンツを 
スマートフォンの画面フルで配信する事が出来、 
これまでのフィード上のInstagramメニューと違い、 
よりクリエイティブへの没入感をユーザーに与えます。 
 
・Stories広告は、オーガニック投稿のストーリーズの間
に挟み込まれる為、自然な形でユーザーに配信する事が
可能です。 
 
・これまでの「トラフィック」目的メニューに加え、 
現在「動画の再生数アップ」「コンバージョン」 
「アプリのインストール」メニューの利用が可能となり、 
更なる認知・獲得メニューの実施が可能となりました。 
 
・2017年9月より、Storiesを見た認知ユーザーの興味
関心を更に落とし込むべく、 
Canvas(キャンバス)広告の掛け合わせが可能となりまし
た。 
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フルファネルマーケティングの実施 
APPLYING MARKET FUNNEL 

 
 
 
 
 

「認知」「興味関心」「決定」の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 

Instagram Storiesで実施するフェーズ 

ファネル全体を一気通貫する 
フルファネル・マーケティングをプランし 
中・長期的に効果を最大化していく取り組みが必要 
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なぜフルファネルが重要なのか 
WHY FULL FUNNEL IS IMPORTANT 

1 

ユーザーは1回の広告接触で「決定(コンバージョン)」までに至り
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、徐々に態度変容を起こします。 

2 

新規ユーザーのニーズを顕在化させる「認知」ファネルの施策を
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」を育てていくデジタルマーケティングプランの作成が必要
です。 

3 

単に広告を多くの人に見てもらうだけの認知施策ではなく、潜在
ターゲットに対して的確に広告施策を実施することが重要です。 

4 

フルファネルに基づいて広告施策を設計することで、認知施策で
蓄積したデータを、次の実施プランへ活かすことができます。 
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動画広告 ターゲティング 設定例 
 

EXAMPLE OF YOUTUBE AD SETTING 
 

男性 / 女性 /  

性別 
 

13～65歳以上 
 
 

年齢 
 

ユーザー属性グループ 

日本の都道府県市町村から、 
世界中の国市町村など幅広く選択可能 
 
 

地域 
 

日本語、英語等、多くの言語が選択可能 
 

言語 
 

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 

趣味・関心例 
 

Facebookページ / アプリ / イベント 
 
 

つながり 
 

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 

 

行動例 

御社Facebookページにいいね！しているユーザーの類似ユーザー 
Facebook&Instagram動画閲覧ユーザー / Canvas広告閲覧ユーザー 
 

カスタムオーディエンス 
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ADVANTAGE OF STORIES 

御社サイトにアクセスしたユーザーに対し、Stories広告
広告を出稿可能 
 
上記に該当する認知フェーズのユーザーに限定して、 
STORIES広告を出稿する事が可能です。 
 
※該当WEBサイトに弊社支給のタグ埋め込みが必要となります。 
 

、Facebook/Instagram広告を視聴したユーザーに対し、 
Stories広告を出稿可能 
 
一度Facebook/Instagram広告を閲覧したユーザーに限定し、 
STORIES広告を出稿する事が可能です。 

Stories 
(ストーリーズ) 
広告利点 ① 
 
リマーゲティングとの掛け合わせ 

リマーゲティング機能で、御社商材・サイトを一度認
知したユーザーに対し、認知フェーズから興味・関心
フェーズへ発展させます 
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ADVANTAGE OF STORIES 

Stories内リンク先にCanvas広告を出稿 
 
Stories広告内のリンク先として、 
Canvas広告を設定する事が可能です。 
 
読み込み時間が4秒を超えると、40%の消費者は離脱します。 
Canvas広告に関しては、Instagram内に蓄積されたデータへアクセス
させる為、読み込みに関してはわずか1～2秒で完結致します。 
リッチなコンテンツで、商材の魅力をより深く伝えましょう。 
 
また、このCanvas広告を閲覧した 
ユーザーのデータを貯める事が出来る為、 
該当ユーザー限定でよりディープな情報を発信する事も可能です。 

Stories 
(ストーリーズ) 
広告利点 ② 
 
Canvasとの掛け合わせ 

Canvas広告と掛け合わせる事によって、Stories閲覧
ユーザーに対し、更にリッチなコンテンツを伝える事
が出来ます。獲得した認知フェーズのデータを、興
味・関心フェーズへ発展させます 
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集客からキャンペーン実施 
CV獲得まで含めた全体のご提案をします 

OUR SERVICE 
 
 
 

Web広告の運用代行だけではなく 
キャンペーン施策やCVRの改善を含めたご提案を随時実施させていただくことで 

お客様のパートナーとしての役割を担います 

Web広告の実施 

集客施策 

クリエイティブ制作 

キャンペーン施策 
 

Web接客 

CV獲得施策 
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TrueView広告のみではなく、Facebook、Twitter、
Instagram、STORIES、Amazon(AMS)、LINE(LAP)、
Google、Yahoo広告など他メディアの広告運⽤や⽇本のみ
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を⽤いたインフル
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。

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。

お問い合わせ先  
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 

tamko-ml@tam-tam.co.jp 
 

http://tamko.co 

@tamkoJP 

@tamko.co 

@tamkoJP 


