
【EC担当者必見!!】
Facebook/Instagram広告の
基本設定から改善方法まで

最新のFacebook Dynamic Adsについてもご案内しています
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Facebook／Instagramといったソーシャルメディアでの広告は
ECサイトと相性が良く効果が出やすい媒体となっています。

この資料では、Instagram／Facebookでのアカウント作成方法から
Dynamic広告の出稿方法までご案内しておりますので、
ぜひご活用いただければと思います。



Facebook/Instagramの現状
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全世界で16億5,000万人
日本国内では2,500万人

56.1%
男女比はおおよそ半々

20～40代ユーザーが過半数

Facebook

全世界で5億人
日本国内では1092万人

84.7%
女性7割、男性3割

18～34歳ユーザーが半数

Instagram

アクティブユーザー（MAU） アクティブ率 ユーザーの特徴
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Facebook／Instagram Ads のメリット

記憶に残るフォーマット 高いターゲティング精度 良質な広告配信面

大きく3つのメリットがあります。

他媒体にはないFacebook／Instagram広告の強み
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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「デスクトップニュースフィード」「デスクトップの右側広告枠」
「モバイルニュースフィード」に掲載されます。特にニュース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
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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。
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配信面

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。

良質な配信面で広告出稿が可能ですので、ブランドイメージを悪化させる可能性は他の広告媒体
に比べてとても低いと言えます。

Facebook上 オーディエンスネットワーク

Facebookのニュースフィードやデスクトップ右側の
広告枠に出稿されます。

Facebookのパートナーモバイルアプリ上の広告枠
に出稿されます。



オーディエンス設計

配信するターゲットに合わせて、ひとつのキャンペーンの中に
複数の広告セット、クリエイティブを作成して、効果検証します。
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キャンペーン 広告セット クリエイティブ

商品購入 20代_男女

30代_男女

40代_男女

50代_男女

画像_1

画像_2

画像_3

画像_4

60代_男女 画像_5

効果高い

効果高い

効果高い

効果高い

効果高い

広告セットを年代別、性別などで分けて配信することで、どの年代の反応が最も良かったのか、逆に悪かったのかと

いったことを検証しながら効率よく広告配信することが可能です。

年代ごとに分類
それぞれの年代ごとに
複数の画像を設定



リターゲティング配信設計

リターゲティング対象のページごとに分類してアカウント設計を行います。
オーディエンス配信同様に複数のクリエイティブで実施も可能です。
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リターゲティングは広告セットをページ階層ごとに分類し、オーディエンス配信同様効果が良いもの悪いものに分類

して広告配信を行います。

サイト訪問ユーザー

詳細ページユーザー

カート落ちユーザー

購入完了ユーザー

分類イメージ



配信結果の検証
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オーディエンス配信、リターゲティング配信共に配信結果をさらに検証して、
アカウントの再調整など実施していきます。

年代や性別による反応の違いなどを元に配信設計を行っていきます。こうした分析をすることで、「iphoneユーザー

の方がAndroidユーザーよりも購入単価が高い」ことや「平日深夜の配信時間が効果が高く、昼間は効果が悪い」

ことなどの情報が分かります。

年齢

性別

デバイス

地域

時間

配信場所

分類例



アカウント再構築_オーディエンス

配信結果の分析内容に基づいてアカウントを再構築していきます。
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キャンペーン 広告セット クリエイティブ

商品購入 40代_男性

40代_女性

50代_男性

50代_女性

全ターゲット
共通_1

全ターゲット
共通_2

全ターゲット
共通_3

特定ターゲット
限定_2

60代_男性
特定ターゲット

限定_1

広告セットの分類方法については、配信状況などに応じて決めていきます。どのような配信パターンが最も効果が

高く、また効率よく配信できるのかパターンを探っていきながら、上記のようにアカウントを設計していきます。

60代_女性

20代、30代のユーザーからの購入の反応がな
かったため、購入の効果が出ていた40代以上の
ユーザーに絞って配信を実施。

また、年代に対して、性別ごとに細かく分類するこ
とで、より細かな予算配分や配信調整ができるよう
に設計。

60代の男性ユーザーのみに顕著に反応するクリ
エイティブがあったため、該当セグメントのみクリエ
イティブを分けて配信。

ブランディング

検証内容に応じて、キャンペーンそのものを分ける。



アカウント再構築_リターゲティング

配信結果の分析内容に基づいてアカウントを再構築していきます。
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ページごとの分類を細かくすることでさらに効果検証を実施していきます。また、類似ユーザーへの配信も実施する

ことで既存ユーザーだけでなく、新規ユーザーに対する対策も行います。

サイト訪問ユーザー

詳細ページユーザー

カート落ちユーザー

購入完了ユーザー

全体分類イメージ 詳細ページ分類

親カテゴリA 親カテゴリB

親カテゴリC 親カテゴリD

子_6 子_7 子_8 子_9

子_1 子_3 子_4 子_5

類似ユーザー配信

詳細ページをさらに細かくすることでカテゴリご
との反応やその先の子カテゴリでの反応など
を追いかけることも可能です。

効果の高かったユーザーと類似したユーザー
への配信も実施することで新規ユーザーの獲
得に向けた施策も可能です。



Facebook DPA

製品カタログを活用することで、適切なユーザーに適切なコンテンツを
発信することが可能な配信手法です。
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ターゲットに関連性の高い商品を抽出し、広告として配信します。

広告には単一もしくは複数の商品を表示し、ターゲットの利用デバイスも問いません
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• 常時稼働 ： 適切なタイミングに適切なコンテンツで

リーチし続けることができます。

• クロスデバイス ： ターゲットの利用デバイスを問わず

リーチ可能でタッチポイントに左右されません。

• 関連性の高さ ： ターゲットが興味を示した製品の広告を

表示することで購買意欲を高めます。

ダイナミック広告のメリット



配信イメージ

ターゲット毎に複数のコンテンツを発信することが可能です。

ユーザーが過去に閲覧した商品や興味関心が
あると考えられる商品をFacebookニュースフィード上
でレコメンド表示します。
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広告配信するためには、以下を準備する必要があります。
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配信に必要なもの

Facebook ピクセル 製品カタログ アカウント

一般的な広告配信で必要な
タグの事です。 ※1

データフィードの事です。
データフィードと紐づけた
広告アカウントの事です。

上記すべてをTAMで準備いたします。
※1 タグの動的処理はお客さまにご対応いただく必要がございます。



Facebook ピクセル

設置する場所ごとにタグの準備・カスタマイズが必要です。
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③適切なコンテンツの配信

全てのページ 商品詳細ページ
<!-- Facebook Pixel Code -->
<script>
!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;
n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');

fbq('init', ‘123456789');
fbq('track', "PageView");

</script>
<noscript><img height="1" width="1" style="display:none"
src="https://www.facebook.com/tr?id= 123456789 &ev=PageView&noscript=1"
/></noscript>
<!-- End Facebook Pixel Code -->

<!-- Facebook Pixel Code -->
<script>
!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;
n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');

fbq('init', ' 123456789 ');
fbq('track', "PageView");
fbq('track', 'ViewContent', {
content_type: 'product',
content_ids: ['230334'],
});

</script>
<noscript><img height="1" width="1" style="display:none"
src="https://www.facebook.com/tr?id= 123456789 &ev=PageView&noscript=1"
/></noscript>
<!-- End Facebook Pixel Code -->

すべてのページに設置が必要なベースピクセルです。 商品詳細ページに設置が必要なカスタマイズピクセルです。
ベースピクセルを元に・緑字の部分を追記し、[  ]内赤字部分に各対象コンテンツ
のID番号が抽出される様、動的処理が必要です。
広告配信の対象となる商品詳細ページへ設置します。
※動的処理はお客さまでの対応都なります。



データフィード作成

コンテンツ情報をリスト化したCSV形式のデータの事です
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③適切なコンテンツの配信

商品情報

・ID
・タイトル
・ディスクリプション
・リンク先URL
・画像リンクURL

CSV抽出項目



データフィードの必須項目

最低限必要な下記の情報を各商品詳細ページから取得します。
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③適切なコンテンツの配信

No. 項目 型 説明

1 Id 文字列
その製品に対する一意の識別子(製品ごとに固有であること)。同じIDのインスタンスが複数ある場合、
それらのインスタンスはすべて無視されます。

2 Availability 文字列 在庫の有無。

3 Condition 文字列 製品の状態。

4 Description 文字列 製品の短い説明。

5 image_link 文字列
製品画像のURL。フィードに使用する画像を指定します。カルーセル形式を使用する場合はアスペク
ト比1:1、画像サイズ600x600ピクセル以上、それ以外の場合はアスペクト比1.91:1、画像サイズ
1200x628ピクセル以上の画像を用意してください。

6 Link 文字列 誘導させたいコンテンツのURL。

7 Title 文字列 商品のタイトル。

8 Price 文字列 製品の価格と通貨単位。

9
gtin（mpn、brand）

文字列

gtin - Global Trade Item Number (GTIN)。
UPC、EAN、JAN、ISBNを含めることができる。
mpn - メーカー固有の製品識別番号。
brand  - ブランドの名称。
注:  gtin 、 mpn 、 brand のいずれかが必要です。



データフィードの完成形

必須項目を元に作成したコンテンツフィードの例です。
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③適切なコンテンツの配信

Id Availability Condition Description Image_link Link Title Price
Gtin

（mpn、
brand）

1111 In stock New
テキストテキスト
テキストテキスト
テキスト

http://www.content-
feed.co.jp/content/imag
es/img01.png

http://www.content-
feed.co.jp/content_1111

タイトル
タイトル
タイトル

0
ブランド
名

2222 In stock New
テキストテキスト
テキストテキスト
テキスト

http://www.content-
feed.co.jp/content/imag
es/img02.png

http://www.content-
feed.co.jp/content_2222

タイトル
タイトル
タイトル

0
ブランド
名

3333 In stock New
テキストテキスト
テキストテキスト
テキスト

http://www.content-
feed.co.jp/content/imag
es/img03.png

http://www.content-
feed.co.jp/content_3333

タイトル
タイトル
タイトル

0
ブランド
名

4444 In stock New
テキストテキスト
テキストテキスト
テキスト

http://www.content-
feed.co.jp/content/imag
es/img04.png

http://www.content-
feed.co.jp/content_4444

タイトル
タイトル
タイトル

0
ブランド
名

5555 In stock New
テキストテキスト
テキストテキスト
テキスト

http://www.content-
feed.co.jp/content/imag
es/img05.png

http://www.content-
feed.co.jp/content_5555

タイトル
タイトル
タイトル

0
ブランド
名

各商品を識別するために
必要な固有のIDです

広告配信した際に表
示される、商品の概
要を説明したテキス
トです。

広告に表示させたい
画像urlのリンク先です。

広告をクリックした際に誘導
させたいリンク先です。

http://www.content-feed.co.jp/content/images/img01.png
http://www.content-feed.co.jp/content_1111
http://www.content-feed.co.jp/content/images/img02.png
http://www.content-feed.co.jp/content_2222
http://www.content-feed.co.jp/content/images/img03.png
http://www.content-feed.co.jp/content_3333
http://www.content-feed.co.jp/content/images/img04.png
http://www.content-feed.co.jp/content_4444
http://www.content-feed.co.jp/content/images/img01.png
http://www.content-feed.co.jp/content_5555


Facebookとの連携

作成したデータフィードをFacebookと連携し、アカウントを作成します。
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③適切なコンテンツの配信

データフィード アカウントアップロード



レポーティング
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表示回数 クリック数 CTR CPC
合計利用金

額
- CV CVR CPA

アカウント合計 4,708,494 1336 0.22% ¥147 ¥89,110 11 1.08% ¥9,729.83

Adwords （予算：○○円/日）

表示回数 クリック数 CTR CPC
合計利用金

額
CPM CV CVR CPA

施策内容、
備考

2014/07/07～11 3,000 31 1.03% ¥150 ¥4,650 - 1 3.23% ¥4,650

2014/07/14～18 2,500 22 0.88% ¥150 ¥3,300 - 1 4.55% ¥3,300

2014/07/21～25 1,500 6 0.40% ¥250 ¥1,500 - 0 0.00% #DIV/0!

2014/07/28～08/01 2,000 13 0.65% ¥160 ¥2,080 - 0 0.00% #DIV/0!

-

（合計） 9,000 106 0.74% ¥178 ¥11,530 - 2 1.89% ¥5,765.00

GDN （予算：○○円/日）

表示回数 クリック数 CTR CPC
合計利用金

額
CPM CV CVR CPA

施策内容、
備考

2014/07/07～11 123,069 103 0.08% ¥60 ¥6,180 - 1 0.97% ¥6,180

2014/07/14～18 44,095 101 0.23% ¥60 ¥6,060 - 1 0.99% ¥6,060

2014/07/21～25 33,406 121 0.36% ¥50 ¥6,050 - 1 0.83% ¥6,050

2014/07/28～08/01 49,527 149 0.30% ¥60 ¥8,940 - 1 0.67% ¥8,940

-

（合計） 345,131 596 0.24% ¥58 ¥27,230 - 4 0.67% ¥6,807.50

YDN （予算：○○円/日）

表示回数 クリック数 CTR CPC
合計利用金

額
CPM CV CVR CPA

施策内容、
備考

2014/07/07～11 1,055,742 78 0.01% ¥70 ¥5,460 - 0 0.00% #DIV/0!

2014/07/14～18 889,560 95 0.01% ¥80 ¥7,600 - 1 1.05% ¥7,600

2014/07/21～25 1,214,904 110 0.01% ¥65 ¥7,150 - 1 0.91% ¥7,150

2014/07/28～08/01 242,536 20 0.01% ¥60 ¥1,200 - 1 5.00% ¥1,200

-

（合計） 3,928,850 385 0.01% ¥69 ¥21,410 - 3 0.78% ¥7,136.67

TAMにて運用させていただく案件については、

週次・月次でレポーティング/定例会を実施させていただきます。

週次レポート 月次レポート



23

EC（ファッション・アパレル）
成果：商品購入 月額ご予算：¥500,000

特徴：女性向けアパレルECサイトを運用しており、Web広告を多数実施していた。ある程度の効果を上げていたもの
のさらに費用対効果を見込める広告を探していた。

ROAS大幅改善
これまでのWeb広告配信実績はROAS 500%程度だったが

FacebookDPA導入で、1,300%達成

FacebookDPAのご提案

運用前

様々な広告をしており、ある程
度の効果を上げていたものの、
さらに費用対効果を見込める
効果を探していた。

運用後

フィードの最適化の実施。
ターゲット配信設定の調整で、
獲得効率は他媒体に比べて
大幅に向上。

ご提案内容

・Facebook DPA（Facebookレ
コメンド広告）のご提案

FacebookDPA導入1ヶ月後の結果

上記以外にもご案内できる実績が多数ございますので、ぜひお気軽にお声掛けください
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PDCAを回して配信していきます。

P D C A

これまでにご案内してきた配信設計や分析方法を駆使しながら、より効果が

高く効率的に配信できるように運用をしていきます。

事前ヒアリングなどによる
仮説立案

配信実施
週次／月次レポート、定例
会での確認、改善案ご案内

改善施策での配信実施



25

多数媒体のご案内が可能です。

今回ご案内したソーシャルメディアでの広告配信はもちろんですが、その他の各種媒体のご案内も可能です。

また、Facebookでの配信結果をその他の媒体に活用して配信することで、広告配信全体の最適化を図ります。

DSP
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集客
施策

キャンペーン
施策

CV獲得
施策

Web広告の実施 ページ制作 Web接客

Web広告の運用代行のみをするのではなく、その先のキャンペーン施策や

CVRの改善を含めたご提案など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。

集客からキャンペーン実施、CV獲得まで含めた全体のご案内も可能です。
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株式会社TAM
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-28-9
三東ビル2F

http://www.tam-tam.co.jp/

TEL：03-5280-7025

http://www.tam-tam.co.jp/

