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V E R Z U S 

W          E          L          C          O          M          E                       T          O 
もう一度見直してみる 
YouTube TrueView 
広告の認知施策 
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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Facebook/Instagram/
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Youtube(TrueView/Google)を見直しま
す。” 

START AGAIN 
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動画広告 
YouTube 
(TrueView) 

YOUTUBE VIDEO AD ・最も閲覧数の多い動画メディア「YouTube」の再生ページ(※インストリーム広告) 
検索結果・関連項目(ディスカバリー広告)に動画広告を出稿 

 
・ターゲティング方法を詳細に設定し、無駄なユーザーへの露出を減らし的確なユーザーへの
露出が可能 
例 : 指名系キーワードでの出稿 / 既に貴社ページにアクセスしたユーザーへのリマーゲティン
グ出稿 
 
・Youtubeチャンネルと広告アカウントを紐づける事で、 
動画広告閲覧ユーザーをデータとして蓄積することが可能 
 

インストリーム広告 ディスカバリー広告 
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何故WEBの動画広告 
特YouTube(TrueView)

を用いるのか？ 

WHY YOUTUBE TRUEVIEW 

従来のマス広告と違い、 
YouTube(TureView)広告ではキーワード・
趣味嗜好・居住地域・年齢等のセグメントを
行う事で、求めるターゲットに対して、少額
からでも広告を出稿する事が出来ます。 

1 ユーザーが能動的に興味を持ち、 
広告をクリック / 一定時間視聴することで初めて課
金 
 
2 指名系キーワードに絞って出稿 or  
貴社サイト/LPとのリマーゲティングの掛け合わせが
可能 
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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 

Youtube (True View) 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 / 不明 

性別 
 

18～65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 
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動画広告 ターゲティング 設定例 
 

EXAMPLE OF YOUTUBE AD SETTING 
 

ターゲティング一例 
スポーツ、フィットネス  
  > スポーツファン 
    > サッカーファン 
 

アフィニティ (動画視聴ユーザーの関心に基づいた設定) 
 

ユーザーの行動思考/興味・関心に基づいた ターゲティング 

ターゲティング例 
御社サイト/広告に触れた方限定で広告を出稿(※別途、サイトにタグの埋め込みが必要となります) 
→これとは逆に、TrueView広告閲覧者に対してGoogleの配信面に御社情報のバナー広告を出稿する事も可能
です 

リマーケティングターゲティング 

ターゲティング一例 
アパレル、アクセサリ 
  >靴 
    >ポーツシューズ 
 

インテントイベント(動画視聴ユーザーの購入意向に基づいた設定) 
 

メディア、エンターテイメン
ト 
  > ミュージックファン 
    > ジャズファン 
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動画広告 ターゲティング 設定
例 
 

EXAMPLE OF YOUTUBE AD SETTING 
 

1.特定のキーワードを検索 
2.特定のキーワードに関連した動画 
 
 

キーワード 

動画の属性に基づいたターゲティング 

ターゲティング一例 
旅行 
  >観光名所 
    >テーマパーク / 公園、庭園 
 

トピック(特定のトピックに属する動画) 

1.特定のYouTube チャンネル 
2.特定のYouTube動画 

トピック(特定のトピックに属する動画) 

ターゲティング一例 
※アルファベットの大文字/小文字は関係無し 
例 “TANAKA TAROU” / “tanaka tarou”どちらで入稿頂いても
可能 
※50-100程のキーワードを入稿前にお客様の方でご提供下さい 

ターゲティング一例 
・特定のチャンネル https://www.youtube.com/user/
(___________) 
・特定の動画 https://www.youtube.com/watch?
v=(___________) 
※()内には選択したチャンネルのURLが入ります。 
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ターゲティング機能として、指名
系のキーワードに絞った出稿が可
能です 
 
(1)貴社 (2)貴社に関連するキーワ
ード (3)競合他社の情報をキーワー
ドとして出稿する事で角度の高い
ユーザーに絞って広告を出稿する
事が可能 

指名系キーワード出稿・課金システム 

動画広告
YouTube(TrueView)
利点 ① 

指名系キーワードに絞った出
稿 

ディスカバリー広告(検索型広告)の場
合、対象動画をクリックした時のみ課
金対象 
 
他媒体の一般的なインプレッション課
金(表示時に課金)と比較しても、広告動
画自体に興味のある能動的なユーザー
に当てる事が出来、非常に効率の良い
動画出稿手段 
 

クリック課金(※ディスカバリー広告) 

広告対象の動画を30秒以上見たユーザー
のみが課金対象 
 
※30秒以内の動画の場合、全て見たユー
ザーが課金対象  
例 29秒の動画を29秒見たユーザーは課金
対象、28秒はそうでない 

インストリーム広告 
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ADVANTAGE OF YOUTUBE TUREVIEW 

動画広告を視聴したユーザーに対し、リマーケティ
ング広告を出稿 
 
認知を獲得したユーザーに対し、リマケ広告を出稿する事が可
能です 
 
逆に、特定のWEBページを閲覧したユーザーに
YouTube動画広告を表示 
 
一度Webページにアクセスしたユーザーに、YouTubeで再び
動画広告で注意を喚起させる事が可能 
※WEBページ(※要タグ埋め込み)とYouTube上の動画URLが
必要となります 

動画広告
YouTube(TrueView) 
利点 2  
 
リマーゲティングとの掛け合わせ 

BEA 

UTY 

リマーゲティング機能で、TrueViewによって獲
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 
 



15   

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 


