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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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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、売り上げ特化に適しているスポンサープロダクト広告にフォーカスして話を進めます。 

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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何故スポンサープロダクトなのか 
WHY DO WE USE “Sponser Product Ads”? 

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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もし、スポンサープロダクト広告を初めて活用される際は、 
登録が必要です。 
 
Amazonセラーセントラル広告ページの「広告」から 
「セラー」広告に進み、設定を行います。 
 
登録の完了後、広告作成を行うキャンペーンマネージャーにアク
セスする事が可能となります。 

スポンサープロダクト
の登録 

REGISTRATION OF “Sponsor Product” 
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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 

登録が完了したのであれば、 
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 
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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。 

キーワード選定 
 

キャンペーン管理 
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スポンサープロダクト広告に関して、効果を最適化する為には、 
ターゲティングに関して、”オートターゲティング”と”マニュアル
ターゲティング”両方を掛け合わせる事が必要です。 
 
下記にて、ベストプラクティスを記載致します。 
 
①まずは、オートターゲティングを活用し、反応の良かったキー
ワード/悪かったキーワードを抽出しましょう。 
 
②その後、管理画面より広告レポートをDLし、クリック率の高い
キーワードや売り上げにつながったキーワードを精査しましょう。 
 
③そして、精査されたキーワードを元に、マニュアルターゲティ
ングで配信する事で、より高いキーワードに絞り、予算を調整し
て配信する事が可能です。 
 

応用 : 売上特化に向けた 
ターゲティングの見直し 

REVIEWING TARGETS 
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マニュアルターゲティングに用いる独自のキーワードは様々な軸でキーワードを
洗い出す事が重要です。下記にて、キーワードを洗い出す際に軸となる考え方を
ご紹介します。 
 
①ブランド(商標ワード) 
商品名そのものや、会社名、ブランド名等を指します。 
ブランドワードはクリック単価が安く、売り上げに繋がりやすい傾向にあります。 
また、競合が自社の商標ワードで広告を配信してくる事もある為、 
優良顧客が競合に流れないようにする効果があります。 
例 : 「iPhone」 「Apple」 
 
②分類商品 / カテゴリー商品 
Amazon内で登録しているカテゴリー商品に関するキーワードを設定します。 
例 : 「スマートフォン本体」「スマホ」「携帯電話」 
 
③関連商品 / 類似商品 
販売する商品と似ている商品や、関連する商品のキーワードを設定します。 
例 : 「スマホケース」「iPhoneケース」「スマホイヤホン」 
 
④競合商品 
競合とする商品キーワードやブランド、会社名を設定します。 
例 : 「Android」「サムスン」 
 
⑤利用シーンや目的を想定したキーワード 
商品を購入する際によく一緒に購入される商品や、商品を利用するシーンや目的
を想定できるようなキーワードを設定します。 
例 : 「カメラ」「Docomo」「ソフトバンク」「AU」 

応用:マニュアルターゲティン
グで設定する独自のキーワード 

SETTING MANUAL KEYWORDS 
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もし、貴方が複数の商品をスポンサープロダクト配信している場合、全ての商品が同様に良い結果を得る事が難しいでしょう。 
商品で効果の良し悪しが出てくるはずです。 

 
その際、Amazon広告において、費用対効果を図る際、 

売上高広告比率(※ACoS)という指標を参照する事になるかと思います。 
参考 : 広告費用÷売り上げ=ACoS 

 
ベストな運用を続けるために、ACoSが高くなっているキャンペーンを停止または金額調整、はたまた除外する必要があります。 

 
 
 
 
 

応用:入札額の調整 
ADJUSTING BID AMOUNT 

例えば、左の図において、上の商品のACoSは100%を超えており、 
広告費が売上を超えてしまっています。 

 
その反面、下の商品はACoSが3.74%と 
非常に理想的な数値で運用が進んでいます。 

 
上のような商品は一度入札単価を下げる事で、調整が可能です。 

ただ、それでもACoSが改善されない場合は、この商品の出稿自体を取りやめ、 
効果の良い商品に絞って配信を行いましょう。 

 
また、商品販売機会を逃さない為に、 

効果の良くない商品も広告配信される場合は、 
その商品を別キャンペーンに分け、 
低予算で配信を行いましょう。 
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競合他社も広告出稿・運用を行なっている為、日々ベストな入札額は変動します。 
 

例えば、入札額を下げすぎると、インプレッションが減ったり、上位表示させる事が難しくなります。 
この他、上位表示に固執するあまり、入札額を高く設定しすぎると、 

無駄に広告費を消費し、1日が始まった段階で総予算を使い切ってしまう事も多々あります。 
 

その為、最初に設定した入札額から、 
日々金額調整を行う必要があります。 

 
 
 
 
 

応用:入札額の調整② 
ADJUSTING BID AMOUNT② 

管理画面の「推奨入札額」タブを参考にして、 
実際の入札額を入力しましょう。 

 
この数値を元に、日々の運用で入札額の調整を行い、 

予算の消化状況、表示回数、狙いたいキーワードの表示位置を加味して、 
一番効果が出る入札額を探しましょう。 

 
この他、特に売上を上げたい、 

上位に必ず表示させたい商品がある場合は、 
入札額を高めに設定しましょう。 

スポンサープロダクトはAmazonのアルゴリズムに任せる事で、 
一定の効果を出す事が可能ですが、途中で行き詰まってしまう可能性も大いにあります。 

 
日々管理画面を見て、調整・運用を進めて 

PDCAを回す事が必須と考えられます。 
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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 


