
2018 10月 

Amazon広告で売上・認知獲得！ 
「3つの広告メニューの利点」 
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Amazonとは 
 

ABOUT AMAZON 

国内最大級のオンラインストアです。28を超えるストアに2億点を超える品揃えを誇る、 
日本最大級の総合オンラインストア。 さらにビデオオンデマンドやミュージックも揃える、 

日常生活に欠かせない様々なサービスを 提供している、それがAmazonです。 
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Amazonの持つ
メディアパワー 
 

AMAZON MEDIA POWER 

デスクトップ／モバイル共に全メディアサイトでもトップクラスのVisitorを誇ります。 
ショッピングサイトならではの特性と規模を活かしたプロモーションが可能です。 

デスクトップ 
 

66% 34% 

出典：広告媒体資料 (2018年 4-6月期)  
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AMAZON MEDIA POWER 

モバイル 

75% 

49% 51% 

Amazonの持つ
メディアパワー 
 

デスクトップ／モバイル共に全メディアサイトでもトップクラスのVisitorを誇ります。 
ショッピングサイトならではの特性と規模を活かしたプロモーションが可能です。 
 

出典：広告媒体資料 (2018年 4-6月期)  
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デスクトップ 
 

モバイル 

ユーザー年齢層 

DEMOGRAPHIC 
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ユーザー収入 

DEMOGRAPHIC 

デスクトップ 
 

モバイル 
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Amazon Advertisingとは 
 

ABOUT Amazon Advertising 

Amazon.co.jpに広告を掲載する運用型の広告です。 
旧 : AMS = Amazon Marketing Service 

 

購買意欲の高いAmazonの顧客にリーチ 
 
 
 
 
 
 
 

クリック課金 

広告レポートで効果検証可能 

３つのポイント 
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購入 - スポンサープロダクト広告 
 

認知 - 商品ディスプレイ広告 
 

検討 - ヘッドライン検索広告 
 

低予算で運用開始可能 

Amazon Advertising - 
売り上げ拡大ソリューション 
 

AMAZON ADVERTISING 

検討 

Amazon Advertisingは広告ソリューションの総称です。 
ブランド認知から購入まで様々なソリューションを公表しています。 
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３つの広告配信方法 
 

3 WAYS OF ADS 

３つの配信方法で、キーワードまたは商品、興味・関心 による精密なターゲティングが可能です。 
今回は、この3メニューの使用メリット、設定方法をご説明します。 

キーワードでターゲティングした広告が、検索結
果ページに表示されます。売り上げの拡大を図り
ます。 

スポンサー プロダクト広告 

キーワードでターゲティングした広告が、検
索結果ページの一番上に表示されます。売り
上げ拡大やブランド認知の向上を図ります。 

スポンサーブランド広告(旧ヘッドライン) 

お客様の興味・関心、もしくは商品単位での
ターゲティングで、商品詳細ページに広告を
掲載します。ブランドや商品の認知を向上さ
せます。 

商品ディスプレイ広告 

引用：広告媒体資料 (2018年 4-6月期)  
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スポンサープロダクトのメリット 
“Advantage of Sponsor Products” 

スポンサープロダクト広告は、ユーザーが貴社商材に関する関連キーワードをAmazon内で検索した際、
検索上位やその他広告枠に表示させる事が出来る広告です。 

 
その為、商材に対して、 

能動的に「検索」した購買意欲の高いユーザーに広告を表示させる事が出来る為、 
3種類の広告メニューの中でも、非常にコストパフォーマンスの高いメニューとして、 

近年注目を浴びています。 
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スポンサープロダクト キャンペーンの設定方法 
 
 

SETTING 
 

開始日/終了日 
 

一日の予算 
 

キャンペーン名 

続いては広告管理画面の「キャンペーンを作成する」ボタンをクリックし、
実際にキャンペーンを設定してみましょう。 

 
2018年10月現在は、下記項目を入力する必要があります。 

入札単価 
 

ターゲティング 
 →オートターゲティング 
 →マニュアルターゲティング 
 



12   スポンサーブランドのメリット 
“Advantage of Sponsor Brand” 

スポンサーブランド広告は、ユーザーが貴社商材に関する関連キーワードをAmazon内で検索した際、 
検索結果の上部に貴社アイコン・貴社3商品を表示させる事が出来ます。 

 
その為、商材に対して、能動的に「検索」した購買意欲の高いユーザーに広告を表示させる事が出来ます。 

また、Amazonヘッドライン検索広告とスポンサーブランド広告との違いとしては、 
前者が一つの商品のみのレコメンドに対し、後者は複数商品のレコメンドが出来、 

なおかつ貴社の商材がより複数記載されたAmazonブランドストアやAmazonブランドページに遷移させる事ができます。 
 

特定商品への購入誘導は勿論のこと、貴社商品の認知・興味関心フェーズを育てるのに 
適したメニューである事は間違いありません。 
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スポンサーブランド キャンペーンの設定方法 
 
 

SETTING 
 

開始日/終了日 
 
一日の予算 
 

キャンペーン名 

続いては広告管理画面の「キャンペーンを作成する」ボタンをクリックし、
実際にキャンペーンを設定してみましょう。 

 
2018年10月現在は、下記項目を入力する必要があります。 

入札単価 
 

ターゲティング 
 →オートターゲティング 
 →マニュアルターゲティング 
 

ランディングページ 
 →Amazonストア 
 →商品リストページ 
 

クリエイティブの作成 
 



14   商品ディスプレイのメリット 
“Advantage of Sponsor Brand” 

商品ディスプレイ広告は、商品詳細ページをメインに、 
検索結果の左側、カスタマーレビューページ等に表示される可能性があります。 

表示された広告をユーザーがクリックすると、設定された商品の詳細ページに移動します。 
 

特性としては、特定の商品を閲覧したユーザーや、 
特定の興味・関心をもつユーザーに対して、ターゲティングする事が可能です。 

 
その為、貴社商品を、特定の商品を閲覧、カテゴリに興味を持つ 
購入意欲の高いユーザーに貴社商品の情報を発信する事が出来ます。 
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商品ディスプレイ キャンペーンの設定方法 
 
 

SETTING 
 

開始日/終了日 
 

一日の予算 
 

キャンペーン名 

続いては広告管理画面の「キャンペーンを作成する」ボタンをクリックし、
実際にキャンペーンを設定してみましょう。 

 
2018年10月現在は、下記項目を入力する必要があります。 

入札単価 
 

ターゲティング 
 →*(1)商品によるターゲティング 
 →*(2)関連カテゴリによるターゲティング 
 

広告プロダクト 

*(1)特定の商品/カテゴリーを閲覧したユーザーに出稿可能 

*(2)販売する商品に関連したカテゴリ商品ページに出稿可能 / 例 : 食品/飲料/お酒 etc 
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ターゲティング概念 
CONCEPT OF AUTO TARGETING / MANUAL TARGETING 

Amazon スポンサープロダクト/スポンサーブランド広告には2つの配信方法があります。 
 

(1)「自動」オートターゲティング 
Amazonが商品に適したキーワードを自動的に選び、広告を配信します。 

メリットとしては、下記2点が考えられます。 
 

①手間がかからず、商品・入札単価・キャンペーン予算を設定するだけで、 
簡単に広告配信を始める事が可能です。 

 
②キーワードの発掘が出来、自分達では気づかないキーワードや、 

より効果の高いキーワードを発見する事が出来ます。 
需要期やシーズンによっても配信されるキーワードは変動するので、 

常に良いキーワードがないかを確認する事が出来ます。 
 

(2)「手動」マニュアルターゲティング 
設定者が独自にキーワードを設定する事が可能です。 
メリットとしては、下記2点が考えられます。 

 
①キーワードの調整が可能であり、効果の高いキーワードに予算を寄せて配信する事も可能です。逆に、
表示機会やクリックは獲得出来ていなくても、売り上げにつながっていないキーワードに関しては、入札

単価を抑え、費用対効果が悪化しないように調整が可能です。 
 

詳細/応用 : Amazon広告売上特化メニュー「スポンサープロダクト」基礎・応用編 | TAMKO 
URL : https://tamko.co/wp-content/uploads/sponsoredproductsWP.pdf 

キーワード選定 
 

キャンペーン管理 
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Amazon広告運用代行 
サービスについて 
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Amazon広告運用代行サービスについて 
 

SERVICE 

広告運用のノウハウを活用し、 
お客様のビジネス目的とAmazon広告の特性に合わせた広告配信を行います。 

 

目的に合わせた配信方法をご
提案します。 
 

 

広告配信方法のご提案 
 

成果を高めるために広告の配
信をチューニングします。 
 

 

広告のチューニング 
 

効果を可視化、共有すること
で広告の最適化を行っていき
ます。 
 

 

レポーティング 
 

月一回の定例MTGでお客様の
ビジネス目的や戦略に合わせ
た配信方法に最適化していき
ます。 

 

月次MTG/PDCA 
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Amazon広告 
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お気軽に 
お問い合わせください 

LOCATION 

大阪：大阪市北区末広町3-7 

東京：千代田区神田小川町 3-28-9 三東ビル 2F 

HOUR HOURS  

MO - FRI  
10:00 ‒ 19:00 

CONTACT US 

大阪：06 - 6311 - 7727 
東京：03 - 5280 - 7025 

 

MAIL : tamko-ml@tam-tam.co.jp 

Amazon広告特設サイト :  

http://www.tamko-amazon.co/ 

http://tamko.co 

@tamkoJP 

@tamko.co 

@tamkoJP 

COMPANY / TEAM&STAFF 

株式会社TAM / 広告チーム TAMKO / 宮久保仁貴 (Miyakubo Masaki) 


