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市場

訴求先

競合

KPIツリー分解・CV経路

定量目標・ロードマップ

環境分析(市場×顧客)

4P分析(自社×競合)

与件を整理し、事業構造とCV経路を分解

目標を定量的に把握し、与えられた期間でどう広告を行うのか設定

自社が置かれている状況を市場と顧客に分けて分析

他社のマーケティングミックスを把握し、自社の立ち位置を明確化

市場と競合で得た情報から、今後の方向性と自社USPを導く自社 SWOT分析(自社×環境)

広
告
戦
術

方向性

全体像

ペルソナ作成

広告図 クリエイティブ概要

ブランド・商材特徴

CJマップ・ロードマップ

広告 媒体詳細・経路改善

試算 シミュレーション作成

市場分析を基にターゲットを具体的に設定

戦術に落とし込む前段階で、改めて青汁における戦略を理解する

戦略の全体像を顧客と期間の軸でを描き出す

AISASモデルに当てはめてクリエイティブを概覧する

SNS広告・検索・ディスプレイ広告の詳細およびCV経路改善施策

ここまで行ってきた内容を元に最終的な試算を算出する
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環境分析(市場×顧客)

4P分析(自社×競合)

自社 SWOT分析(自社×環境)
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広告図 クリエイティブ概要

ブランド・商材特徴

CJマップ・ロードマップ

広告 媒体詳細・経路改善

試算



与件整理

© 2020 DMM.com Group infratop

現状

目的

定量目標

予算と期間

ターゲット

広告出稿費比率＝TV：Web＝7：3
40～50代を中心に販売

売上向上
売上＝顧客✕単価
特に顧客数を伸ばしたい。ターゲットを広げたい。

特定セグメント：20～40代
売上目標：半年後2,000万円
商品単価：約 10,000円/月
半年後定期継続率：60％

予算：月間Web広告費500万円
期間：6ヶ月

20～30代で野菜不足に悩むユーザー

改めてご確認ください。

配布スライド

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
コロナについては考慮しない



ビジネスモデル-与件整理-

© 2020 DMM.com Group infratop

ユーザー

株式会社アサヒ緑健

商品開発 商品開発

¥

利用者

事業

事業者

ECサイト緑効青汁店舗

購入

販売委託

¥購入 認知・関心

¥ 売上として入金

購入 配送

配布スライド



KPIツリー-与件整理-

© 2020 DMM.com Group infratop

売上

顧客数

平均顧客単価

新規顧客

顧客単価

既存顧客

継続月

前月新規

継続率

✕

✕

✕
＋

配布スライド



顧客数増加

定期継続 買い続ける動機づけ ブランド

新規購入 購入する動機づけ
ベネフィット

(ジョブ)

2つの軸-与件整理-

2つの軸の訴求が必要
ブランド

価値



コンバージョン経路-与件整理-

広告接触 HP・LP 購入(単発)

購入(定期)

サンプル

会員登録

購入
(非離脱)

購入(単発) 購入(定期) 定期継続

各経路の課題
いかに解決するか

広告戦略 LPO・EFO

ベネフィット ブランド CXデザイン



定量目標計算-与件整理-
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合計売上 総広告費

積み上げ売上グラフ

損益分岐グラフ

1か月目 2か月目 3か月目 4か月目 5か月目 6か月目 7か月目

売上 ¥2,195,600 ¥5,137,100 ¥9,735,490 ¥14,205,800 ¥18,584,755 ¥23,337,017 ¥27,120,325
合計売上 ¥2,195,600 ¥7,332,700 ¥17,068,190 ¥31,273,990 ¥49,858,745 ¥73,195,762 ¥100,316,086
合計成果数 420 799 1262 1675 1967 2254 2508
合計本購入数 220 499 862 1155 1437 1724 1978
顧客単価 ¥9,980 ¥10,490 ¥11,490 ¥13,240 ¥13,490 ¥13,740 ¥13,740
サンプル/初回お試しパック客数 200 300 400 520 530 530 530
初回お試しパック売り上げ ¥0 ¥0 ¥0 ¥1,300,000 ¥1,325,000 ¥1,325,000 ¥1,325,000
初回お試しパック単価 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500
新規売り上げ ¥2,195,600 ¥3,443,100 ¥4,870,240 ¥4,890,200 ¥4,965,050 ¥5,017,944 ¥5,070,838
新規客数 220 345 488 490 498 503 508
新規購入率 60% 65% 72% 75% 75% 76% 77%
新規顧客単価 ¥9,980 ¥9,980 ¥9,980 ¥9,980 ¥9,980 ¥9,980 ¥9,980
既存売り上げ ¥0 ¥1,694,000 ¥4,865,250 ¥9,315,600 ¥13,619,705 ¥18,319,073 ¥22,049,487
既存客数(1か月目) 154 116 92 79 67 57
既存客数(2か月目) 259 207 176 150 127
既存客数(3か月目) 366 293 249 212
既存客数(4か月目) 392 333 283
既存客数(5か月目) 423 359
既存客数(6か月目) 432
合計既存客数 0 154 374 665 939 1221 1470
継続率 0% 70% 75% 80% 85% 85% 85%
既存客単価 0 11000 13000 14000 14500 15000 15000
広告費 ¥5,000,000 ¥5,000,000 ¥5,000,000 ¥5,000,000 ¥5,000,000 ¥5,000,000 ¥5,000,000
総広告費 ¥5,000,000 ¥10,000,000 ¥15,000,000 ¥20,000,000 ¥25,000,000 ¥30,000,000 ¥35,000,000
Facebook広告 ¥1,300,000 ¥2,800,000 ¥2,700,000 ¥2,700,000 ¥2,700,000 ¥2,700,000 ¥2,700,000
Twitter広告 ¥500,000 ¥500,000 ¥400,000 ¥400,000 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000
ディスプレイ広告 ¥300,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000
Youtube広告 ¥900,000 ¥500,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000
リスティング広告 ¥500,000 ¥500,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥700,000 ¥700,000 ¥700,000
ライン公式アカウント ¥500,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000
LP製作費 ¥1,000,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
予算消化 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
ROAS 44% 103% 195% 284% 372% 467% 542%
CPA 11905 6258 3961 2984 2542 2218 1994
CPO 22727 10020 5799 4328 3480 2900 2528

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
2か月目には総売り上げが総広告費を突破6か月目に目標単月2,000万を突破約10か月～12か月後には総広告費を単月売上が越える推移3か月目LPがローンチされ、成約率と継続率に影響4か月目には新料金プランへ移行、継続率アップ、顧客最大化が図れる



プロモーションロードマップ-与件整理-

LP発注・完成 SNS広告 ツイッターキャンペーン パッケージング完成 新商品の流通
ラインアカウント ディスプレイ広告
パッケージ修整 検索広告

エンゲージメント率 アカウント構成検証 類似ユーザー効果確認アンケート分析
友達数目標 クリエイティブ検証 CVからペルソナ修整 ソーシャルリスニング

訴求軸確認 新LPのユーザー層

PDCAサイクル確立 新施策の確立

2か月の成果を元に軌道修正 解約ユーザーの改善

実
現
す
る
こ
と

実
施
内
容

検
証
内
容

広告だけでなくユーザー体験を視野に

各種媒体の反応を図る

６月 ７月１月 ２月 ３月 ４月 ５月

夏の本番

最も
ダイエット者多い

新しいことに
取り組みやすい

薄着が増えてきて
ダイエット意識

夏バテ
栄養意識高まる

季
節

定常

夏本番前お正月明け 新生活準備

定常クリエイティブ検証

タ
イ
ミ
ン
グ
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市場 顧客

市場・顧客分析 –3C分析 市場分析-



カスタマー(市場) –3C分析 市場分析-

市場



EC市場 健康食品 -市場 3C分析 市場分析-

EC市場

健康食品EC

青汁

EC市場：230%増(10年～18年)

通販健康食品：130%増
(07年～18年)
※10年中9年が上昇

EC全体
EC健食

ともに成長中

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
元々の売り上げからの成長率であることを伝える特集【青汁】　11年連続成長ならず、2％減の1,060億円 | 健康産業新聞https://www.kenko-media.com/health_idst/archives/11780大きな市場では成長をしている→一方でEC青汁ストップ安→大麦若葉市場飽和,ターゲット層の限界→からの新規世代大事https://www.ryutsuu.biz/ec/l052113.htmhttps://netshop.impress.co.jp/node/6923l5134億円(健康食品 2018年度)10%を占める青汁市場：513.4億円19年度アサヒ緑健114億100億以上=20%以上特集【青汁】　11年連続成長ならず、2％減の1,060億円 | 健康産業新聞https://www.kenko-media.com/health_idst/archives/11780



青汁市場の停滞

1060

1082

1060

1050

1030

1040

1050

1060

1070

1080

1090

2016年 2017年 2018年 2019年(億円)

11年連続増 2年連続減

・市場の飽和
・アフィリエイト規制
・ヒット商品の不在(フルーツ青汁)

※伊藤園のボトルタイプのみ2018年2桁成長

EC市場 青汁 -市場 3C分析 市場分析-

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
補足ローソンのスムージータイプやドラッグストでの売り上げ7%増加のデータあり。手軽に健康になりたい指向ありhttps://www.kenko-media.com/health_idst/archives/13535https://www.kenko-media.com/health_idst/archives/10722https://www.this.ne.jp/news/2030/https://www.ssnp.co.jp/news/beverage/2018/01/2018-0125-1919-14.html本紙では1月中旬～2月上旬にかけて、青汁製品の販売企業、受託企業、原料サプライヤーを対象に、取材およびアンケート調査を実施。2019年度の青汁製品（グリーンスムージー含む）の市場規模を算出した結果、前年比99％の推計1,050億円（小売りベース）となり、僅かながら2 年連続の市場縮小となった。昨年の調査では、2017年に大ヒットしたフルーツ青汁やインバウンド特需の反動、アフィリエイト広告の規制強化などが市場縮小の要因だった。今回の調査でもインバウンド需要の反動が引き続き影響したほか、多くの企業から「青汁製品市場全体が飽和状態の中で、取り扱い企業が増加しており、パイの奪い合いになっている」とのコメントが聞かれ、1,000億円への到達を機に、青汁製品市場が踊り場を迎えていることがうかがえた。食系店舗では、伊藤園が主にコンビニやスーパーなどで展開するPET飲料タイプの『ごくごく飲める毎日1 杯の青汁』が、ここ数年2ケタ成長と、ライバル製品不在の中で1 人勝ち状態となっている。同社では粉末タイプを飲料タイプと同じ売り場で展開する戦略も奏功、粉末タイプも前年比微増で推移している。また新日配薬品や健翔などは、前年比横ばいと堅調な動きだった。近年は高質スーパーから一般スーパーまで、PB製品として青汁製品を導入する小売チェーンが増加しており、食系店舗での青汁製品の売上ボリュームは拡大している。



年代別 ECサイト利用率 –顧客 3C分析 市場分析-

より大きな売り上げを獲得可能30代以下への動機づけ

30代以下のEC利用層 既存層よりもEC利用率が高い

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
EC市場全体でのEC化率



顧客

カスタマー(顧客) –3C分析 顧客-



20代 30代

・平成の消費に影響を与えたもの：SNS・フリマアプリ
・年代が若いほどモノを持たない消費に積極的
・年代が若いほど自己投資や自分磨きへの意欲が高い傾向
・類似サービスと料金を比較する人は全年代で80%前後いる

自己投資に
最もお金を使う

友達とのつながり
SNS映え

トレンド消費を最も
している

自分磨き(外見)にお
金をかけている人の

割合が多い

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
20代・30代・40代の金銭感覚についての意識調査2020｜ニュースリリース｜SMBCコンシューマーファイナンス株式会社http://www.smbc-cf.com/news/news_20200312_966.html2019年12月20日～23日の4日間、 20歳～49歳の男女を対象に「20代・30代・40代の金銭感覚についての意識調査2020」をインターネットリサーチ博報堂生活総合研究所、「消費１万人調査」調査結果を発表<br>第一弾「平成の消費観･消費行動に影響を与えたもの」編 ｜ニュースリリース｜博報堂 HAKUHODO Inc.https://www.hakuhodo.co.jp/news/newsrelease/58575/平成の消費に影響10代ではインフルエンサーも



野菜摂取量＆意識調査 –顧客 3C分析 市場分析-

厚生労働省.平成30年国民健康・栄養調査結果の概要.

あらゆる年代で1日当たりの必要野菜摂取量を満たせていない

出典：農林水産省関東農政局「食生活に関するアンケート結果の概要」（平成22年）

男性57%,女性50%が野菜不足を実感

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
厚生労働省.平成30年国民健康・栄養調査結果の概要.https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08789.htmlhttps://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-03-015.html�https://www.recruit-lifestyle.co.jp/uploads/2017/08/RecruitLifestyle_ggs_20170824.pdf野菜をめぐるライフスタイルの変化と意識｜ファイブ・ア・デイ協会http://www.5aday.net/fact/p3/index.html



30代男女：ダイエット経験率最多

30代男性＆20代女性
→現在ダイエット中最多

ダイエット経験3割：野菜生活を実施

ダイエット効果の実感している人ほど、
野菜中心の食生活の意識が高い。

サラダ白書２０１８ 株式会社サラダクラブ調べダイエットと野菜摂取量 –3C分析 市場分析-

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
サラダ白書２０１８ 株式会社サラダクラブ 7https://www.saladclub.jp/health/pdf/saladhakusyo_2018.pdf



30代男女：ダイエット経験率最多

30代男性＆20代女性
→現在ダイエット中最多

ダイエット経験3割：野菜生活を実施

ダイエット効果の実感している人ほど、
野菜中心の食生活の意識が高い。

・野菜摂取とダイエットの相関関係あり
・青汁は野菜の代わりになりうる

青汁とダイエット効果を結びつける

ダイエットと野菜摂取量 –顧客 3C分析 市場分析-

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
サラダ白書２０１８ 株式会社サラダクラブ 7https://www.saladclub.jp/health/pdf/saladhakusyo_2018.pdf



ファクト

[市場]
・EC全体：2.3倍成長 / EC健康食品:1.3倍成長(約10年)
・EC青汁：停滞・減少(2019年) / 市場の飽和
・ペットボトル青汁・ドラッグストア青汁売り上げ好調

[顧客]
・年代が若いほどコト消費・自分磨きへの意向が高い
・どの年代も野菜不足・半数以上が野菜不足の実感あり

インサイト

・よりEC化率の高い2～30代の獲得は売上向上につながる

・青汁とダイエット効果を結び付けて訴求が可能

・ユーザーは手軽に健康になりたい

市
場

市場分析まとめ –市場 3C分析 市場分析-



競合

競合 –競合 3C分析 市場分析-



4P分析 –競合 3C分析 市場分析- 配布スライド

アサヒ緑健 サントリー 世田谷自然食品 太田胃散 FABIUS

誰に ターゲット
・40代以上
・健康志向
・野菜不足に悩む2-30代

・美味しい青汁を飲みたい
・栄養バランスが気になる
・野菜不足が気になる

・美味しい青汁を飲みたい
・栄養バランスが気になる
・野菜不足が気になる

・女性向け
・美味しい青汁が飲みたい
・栄養バランスが気になる
・野菜不足が気になる

・女性向け
・20～30代向け

何を 提供する価値
・美味しくて毎日続けられる青汁
・商品だけでなく、笑顔と元気をお
届けする

・美味しくて毎日続けられる青汁
・野菜不足・栄養不足を補う

・美味しくて毎日続けられる青汁
・快適で元気な毎日を過ごすために

・美味しくて毎日続けられる青汁
・野菜不足・栄養不足を補う

・キレボディを手に入れる
・カンタンに痩せられる

製品 内容のポイントや
特徴の把握

アサヒ緑健独自青汁専用大麦若葉
「むぎおう」(美味しく栄養豊富)
・農薬等不使用のこだわり土壌
・徹底した品質・衛生管理
・日本で一番売れている青汁

・屋久島産の大麦若葉「極の青汁」
・体の吸収にいいケルセチン
・抹茶ブレンドで料理に使える

・大麦若葉を使って飲みやすい
・乳酸菌が入った青汁
・食物繊維。ビタミンミネラル
・抹茶風味

・国産100%の桑の葉を使用
・栄養が豊富
・有用性たんぱく質MBP配合
・抹茶風味

・@コスメ＆楽天売り上げNO.1
・フルーツ風味
・80種類以上の酵素
・食物繊維＆乳酸菌
・美容成分配合

価格 価格,業界相場の把握 高 普通 普通 安 安い

1ヶ月あたりの価格 単品：9,980円+送料(税別)(月)
定期：9,481円(税込)(月)

単品：3,600円+送料(税別)(月)
定期：3,240円(税別)(月)

単品：3,430円+送料(税別)(月)
定期：3,290円+送料(税別)(月)
※2個以上購入で割引＆送料無料

単品：6,480円+送料(税込)(月)
定期：2,268円(税込)(月)

・初回料金630円
・定期：3,480円(税抜)

流通 顧客へ提供する
流通経路

EC販売(自社EC+モール)
※LPの作りこみ＆訴求先明確
33CAFE(実店舗)

EC販売(自社EC+モール) EC販売(自社EC+モール) EC販売(自社EC+モール)
EC販売(自社EC+モール)
※LPの作りこみ＆訴求先明確

販売促進 知ってもらうために
行っている施策

・テレビCM/通販
・検索連動型広告
・ディスプレイ広告(GDN/ YDN)
・SNS広告(ライン / FB)

・テレビCM/通販
・検索連動型
・ディスプレイ広告(GDN/YDN)
・フィード広告(クリテオ)
・SNS広告(ライン/Tw/FB/)

・テレビCM/通販
・アフィリエイト
・検索連動型
・ディスプレイ広告(GDN/YDN)
・フィード広告(クリテオ)
・SNS広告(ライン / FB)

・検索連動型
・ディスプレイ広告(GDN/YDN)
・SNS広告(ライン/Tw/FB/)

・検索連動型
・ディスプレイ広告(GDN/YDN)
・フィード広告(クリテオ)
・SNS広告(ライン / FB)

どのサービスも美味しくて毎日続けられる
栄養不足や野菜不足を補う

若
い
女
性
向
け
に
特
化

フ
ル
ー
ツ
風
味
の
飲
み
や
す
さ

飲
む
こ
と
で
痩
せ
ら
れ
る
と
い
う
価
値
訴
求

mailto:%E3%83%BB@%E3%82%B3%E3%82%B9%E3%83%A1%EF%BC%86%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E5%A3%B2%E3%82%8A%E4%B8%8A%E3%81%92NO.1


ファクト

・ほとんどの商品が美味しさと栄養を訴えている
・アサヒ緑健は一回の購入金額が最も高い
・FABIUSの女性向けかつ痩せられるという訴求は珍しい

インサイト

・現状の美味しさや栄養での訴求には限界がある

・現在のターゲット(40代以上)に対しては非常に効果的なLP

・2-30代の人間に訴求をできる状態にない

・FABIUSの訴求方法を参考にする必要がある

競
合

Ｚ競合まとめ –競合 3C分析 市場分析-



自社

自社 –自社 3C分析 市場分析-



アサヒ緑健 概要 –自社 3C分析 市場分析-

© 2020 DMM.com Group infratop

概要

商品特徴
(5つのこだわり)

販売形態・料金

売り出し方

バリュー
(大切にしている価値)

素材や品質管理にこだわった美味しい青汁

1.美味しく栄養が豊富な大麦若葉を使用 2.農薬・化学肥料不使用の安全性 3.素早い加工による鮮度
4.徹底した衛生管理 5.様々な品質管理

・サンプル販売：無料
・単品購入：1か月分：9,980円(税込)+送料
・定期購入：1か月分：9,481円(税込)+送料無し

訴求：味 / 栄養価 / 安心感 / 全国200万人以上利用 / 
広告：フェイスブック広告(カスタムオーディエンス) / ライン広告/ GDNAD / GDN・YDN リタゲ / CM

・毎日続けたくなるおいしさ
・商品だけでなく、笑顔と元気をお届けする

ベネフィット・ブランド ・おいしい ・健康にいい(栄養豊富・乳酸菌増進) ・素材や品質管理にこだわった美味しい青汁
・美容にいい

実施施策 ・会員登録ページ ・レシピ集 ・ 高崎翔太スペシャルコンテンツ
・ポイント交換サービス

実績
・日本で1番売れている青汁（14年連続青汁売上高No.1 ※2019年8月東京商工リサーチ調べ）
・累計24億杯突破 売上高114億90百万円（2019年3月期）
・全国200万人以上利用

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
昨年創業20周年を迎えた株式会社アサヒ緑健（所在地：福岡市博多区、代表取締役社長：古賀良太）は、21年目の新たな一歩として2018年7月1日（日）、アサヒ緑健本社ビル1F（福岡市博多区博多駅東3丁目5番15号）に青汁カフェをオープンいたします。カフェの名称は『33 CAFÉ GREEN（サンサンカフェグリーン）』https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B5%E3%83%92%E7%B7%91%E5%81%A5テレビCM[編集]2006年（平成18年）10月から2007年（平成19年）9月頃まで、大橋巨泉を起用した「緑効青汁」のテレビCMが放送されていた。�2011年から2018年頃までは「緑効青汁」のCMには白鵬翔と杉山愛を起用したテレビCMが放送。�2015年10月、松山千春の「君を忘れない」をCMソングにしたテレビCMを提供番組内にて放送していた。�2018年7月からは杉山愛に加えて、若手俳優の高崎翔太を新たに起用した「緑効青汁」テレビCMが放送されている[1]。テレビ番組[編集]自社の企画・制作・提供番組[編集]アサヒ緑建が企画・制作・提供する健康情報番組・インフォマーシャルは、地方の民放テレビ局各局にて放送枠を買い付けており、スポンサー料金特B、B、Cランクの時間帯（特に早朝、午前9時 - 11時、午後2時 - 夕方6時にかけてのローカル編成枠。ゴールデンタイムなどAランク料金の時間帯は除く）で放送される。テレビショッピングとして販売の主軸を担っている。番組では健康にまつわるトークや情報などを紹介するほか、大麦若葉使用の健康食品「緑効青汁」の通信販売やCMも展開している。主に、テレビ東京のほか、TOKYO MXやテレビ神奈川（tvk）などといった独立放送局などの地方民放各局（東名阪の日本テレビ系,TBS系,フジテレビ系,テレビ朝日系キー局を除く）やBSデジタル放送、CS放送の朝日ニュースターで放送。�二重マル健康テレビが放送されていた時代は一週間に多数放送していたが、現在の制作番組は本数を減らして週1 - 2回のペースで放送している。また、これまでアサヒ緑健ではスポットCMを流していなかったが、2006年（平成18年）に電話番号を変更してからは、各局で頻繁にスポットCMを流している。現在放送している、またはこれまでに放送された番組[編集]アサヒ緑健テレビショッピング（インフォマーシャル）アサヒ緑健が提供するインフォマーシャル番組の総称。一時期は「アサヒ緑健二重マルショッピング」の名称がついていた。局の編成内容によっては1時間に2番組を放送する場合もある。新聞のラ・テ欄、テレビ誌などの番組表に記載する番組名は番組表の大きさにより「健康」などと表記される場合がある[2]。地上波以外ではBS日テレで放送されている。二重マル健康テレビ1997年（平成9年）の会社設立とともに制作開始、すなわち、アサヒ緑健企画制作番組の第1号。独立TV局など地方のテレビ局各局やBSデジタル放送で放送された。2001年（平成13年）春、薬事法抵触の恐れから放送中止となった。ついては薬事法違反問題とその後を参照。健康生活情報テレビ「二重マル健康テレビ」中止後しばらく、独立U局はじめ地方各局で放送された。内容など若干は改善されたものの、こちらも終了。その後「人生の切符（たびのきっぷ）」などに継承されている。健康の達人毎回著名人ゲストが出演して健康にまつわるトークをする。司会は雪村いづみ、井上順。TOKYO MXをはじめ地方民放各局やBS日テレでも放送されていた。健やか倶楽部・編集局毎回、日本各地からの健康に関する情報をリポートするほか、著名人ゲストとのトークもある。司会は小野ヤスシと玉利かおるが務めていた。TOKYO MXなど地方民放各局で放送されていた。健康花マルTV司会は小野ヤスシ・玉利かおるが務め、メインキャラクターとして「青汁クン」が登場していた。テレビ東京のワイド番組『E morning』（2011年終了。月 - 金 8時56分 - 11時25分）内の「モーニングテレショップ」（10時台）などで放送されていた（さらに過去にはテレビ大阪でも木曜10時台の通販枠にて放映されていた）。お元気ですか…「病気の克服」をテーマに送るドキュメンタリー。TOKYO MXなど地方の民放各局で放送。人生の切符（たびのきっぷ）「人生」をテーマに送るドキュメンタリー。TOKYO MXをはじめ地方民放各局や、BS日テレでも放送されている。�ナレーションは大海吾郎。笑顔に逢いたくて…「挑戦」をテーマに送るドキュメンタリー。TOKYO MXなど地方の民放各局で放送。
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概要

商品特徴
(5つのこだわり)

販売形態・料金

売り出し方

バリュー
(大切にしている価値)

素材や品質管理にこだわった美味しい青汁

1.美味しく栄養が豊富な大麦若葉を使用 2.農薬・化学肥料不使用の安全性 3.素早い加工による鮮度
4.徹底した衛生管理 5.様々な品質管理

・サンプル販売：無料
・単品購入：1か月分：9,980円(税込)+送料
・定期購入：1か月分：9,481円(税込)+送料無し

訴求：味 / 栄養価 / 安心感 / 全国200万人以上利用
広告：フェイスブック広告(カスタムオーディエンス) / ライン広告/ GDNAD / GDN・YDN リタゲ / CM

・毎日続けたくなるおいしさ
・商品だけでなく、笑顔と元気をお届けする

ベネフィット・ブランド ・おいしい ・健康にいい(栄養豊富・乳酸菌増進) ・素材や品質管理にこだわった美味しい青汁
・美容にいい

実施施策 ・会員登録ページ ・レシピ集 ・ 高崎翔太スペシャルコンテンツ
・ポイント交換サービス

特徴：素材や品質管理にこだわった美味しい青汁

広告：一般的なものはすべて行っている

料金：絶対値として高額

実績：日本で一番売れている青汁

アサヒ緑健 概要 –自社 3C分析 市場分析-



イメージ

・グリーン基調(草)

・落ち着きがある
・安心感・高級感
・40代以上向け

新規ターゲットとの不一致

HPの訴求について –自社 3C分析 市場分析-

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
アサヒ緑健https://003003.jp/lp_r_sam/ad191113/ ■競合サントリーウェルネスhttps://www.suntory-kenko.com/supplement/main/43393/世田谷自然食品https://www.s-shizensyokuhin.jp/lp/aojiru_r1707w/太田胃散　桑の葉青汁https://www.ohta13.jp/lp/kuwa_lp01/
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配布スライド

業界老舗としての力

・青汁売上14年連続業界No.1
・認知が多い(テレビCM等の実績)
・徹底した品質管理とノウハウ蓄積
・LPや広告の品質が高い(2019年インフォマーシャル広告賞)
・新しい取り組みを行っている
・実店舗運営(33CAFEGreen)
・2020年羽田エアポートガーデンに出店
・イケメン俳優を利用したCMや特設サイト

プラス要因

20-30代を狙う最大の好機

・EC市場の成長(約10年で230%増)
・青汁市場の成長(約10年で130%増)
・あらゆる年代が野菜不足＆多くの年代で実感もあり
・若い世代ほどコト消費や自分磨きの消費に積極的
・SNSやインフルエンサー文化

成長の頭打ち

・メインターゲット層から大幅な売上向上はない
(認知・宣伝を行い続けている)

・差別化要素が伝わりにくい(こだわりの葉や品質管理など)

・料金が高い。気軽に購入できない
・サンプルが単発で意味がない
・新規ターゲット層との相性が悪い

パイの奪い合い

・競合が多い
・青汁市場の停滞・減少
・競合と差別化が難しい(同じような効果をうたっている)

・新しい訴求の青汁台頭(フルーツ青汁)

・類似性のある商品の飽和(スムージー・グラノーラ)

マイナス要因

内
部
環
境

外
部
環
境

強み弱み

機会 脅威

SWOT分析 –自社 3C分析 市場分析-

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
インフォマーシャル広告賞受賞に言及して既にブランド的訴求もあるよサンプルが単発では意味がない内部プラス＝これまでの実績や認知度の高さ、サイトの品質の高さや新しい取り組みなど老舗の貫禄内部マイナス＝メイン層からの集客が限界・類似商品の飽和や新規顧客の開拓に向かないサイトなど外部プラス=EC市場の伸び・若者のSNSでの拡散力・コト消費の強化など外部マイナス＝競合が多く、類似商品があふれ、市場自体も止まっているインフォマーシャル出稿統計データ「DRTV-INDEXTM」を運営する株式会社ハニーマスタード（http://www.honey-mustard.jp/）は「Infomercial of the Year 2019」の受賞社・受賞商品をアサヒ緑健の緑効青汁(https://003003.jp/ryokko.html)に決定しましたまた、その内容も愛用者が多数出演し、その愛用者が「健康になった」というだけにとどまらず、健康になった結果、人生がいかに豊かになったかというところまで余すことなく伝え、さらに多数の出演タレント　　～～単に宣伝として出演してるのではなく、同商品が自分の人生に価値を与えてくれたことを自分の言葉で表現し～～　や、一般の愛用者のストーリーも丹念に取材し、商品のストロングポイントをわかりやすく視聴者に説明。誰にでも親しみやすく表現していることが評価され2019年テレビ通販業界の発展に最も貢献したインフォマーシャルとして受賞となりました。



内
部
環
境

外部環境

強
み

機会 脅威

【戦略】

ブランド訴求や価値訴求を強める

・信頼感を得やすい
・自分磨き層やコト消費の増加

【戦略】

新規開拓へのいち早いかじ取り

・現状がパイの奪い合い
・新しい施策に積極的
・特定のターゲットに絞った訴求は強み

【戦略】

利用を目的にお試しキャンペーン

・従来のお試しでは健康効果が図れない
・利用しやすさによる差別化

【戦略】

新規LPの作成

・品質での差別化を伝えられない
・新しい文化(コト消費・自分磨き・SNS)に合わせた訴求

弱
み



ファクト

・素材や品質管理にこだわった美味しい青汁
・青汁業界売り上げNO.1  累計24億杯突破 売上高114億90百万円（2019年3月期）
・現在のサイトは新規ターゲットと不一致
・2019年インフォマーシャル広告賞受賞(青汁で人生が豊かになることを伝えた)
・新規取り組みに積極的

インサイト

・ブランドや価値訴求を強める

・いち早い新規開拓へのかじ取りを

・新規LPの作成

・利用を目的としたお試しキャンペーン(２週間分必要)

自
社

Ｚ自社まとめ –自社 3C分析 市場分析-



・日本で一番売れている

(認知度・信頼度が高い)

・ターゲット向けデザインは得意

・新規取り組みに積極的

➢大々的な変革が必要！！！

自
社
Ｕ
Ｓ
Ｐ

Ｚ自社USP –3C分析 市場分析-



➢2-30代向かない

➢商品の差別化×

市場・顧客 自社USP 広告方針 実施内容 訴求

2-30代野菜不足

自分磨き
コト消費

手軽に健康になりたい

青汁市場飽和

パイの奪い合い

2-30代EC化率↑ 販売数日本一

訴求向けデザイン強

新規取り組み可

価値,ブランド全面

新しい青汁
イメージ

手軽に利用

広告

新規LP

お試しキャンペーン

ブランディング

CXデザイン改善

ダイエット効果

手軽/飲みやすい

モテるために

信頼訴求

権威訴求

品質訴求

お手軽訴求
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条件・構造

数値目標

3
Ｃ
分
析

市場

訴求先

競合

KPIツリー分解・CV経路

定量目標・ロードマップ

環境分析(市場×顧客)

4P分析(自社×競合)

与件を整理し、事業構造とCV経路を分解

目標を定量的に把握し、与えられた期間でどう広告を行うのか設定

自社が置かれている状況を市場と顧客に分けて分析

他社のマーケティングミックスを把握し、自社の立ち位置を明確化

市場と競合で得た情報から、今後の方向性と自社USPを導く自社 SWOT分析(自社×環境)

広
告
戦
術

方向性

全体像

ペルソナ作成

広告図 クリエイティブ概要

ブランド・商材特徴

CJマップ・ロードマップ

広告 媒体詳細・経路改善

試算 シミュレーション作成

市場分析を基にターゲットを具体的に設定

戦術に落とし込む前段階で、改めて青汁における戦略を理解する

戦略の全体像を顧客と期間の軸でを描き出す

AISASモデルに当てはめてクリエイティブを概覧する

SNS広告・検索・ディスプレイ広告の詳細およびCV経路改善施策

ここまで行ってきた内容を元に最終的な試算を算出する

3
Ｃ
分
析

市場

訴求先

競合

環境分析(市場×顧客)

4P分析(自社×競合)

自社 SWOT分析(自社×環境)

広
告
戦
略

方向性

全体像

ペルソナ作成

広告図 クリエイティブ概要

ブランド・商材特徴

CJマップ・ロードマップ

広告 媒体詳細・経路改善

試算



ターゲット整理-訴求先 広告戦略 戦略立案-

年齢低い

健康意識なし

インサイト

・ダイエットを行っている
・美容意識が高い

・美容を行って自信をつけたい
・恋人を作りたい

動機形成・価値訴求・興味

インサイト

・仕事が激務で健康に気を使えない

・日ごろの野菜不足を補いたい
・健康な状態でいたい

権威訴求・品質訴求・類似

インサイト

・家事をして一日が終わる
・運動不足

・あまり健康で困っていない

動機形成・危機訴求・類似

健康意識あり

年齢高い

1
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配布スライド

名前：武本里穂
年齢：26
性別：女性
学歴：日本大学
職業：法律事務所 事務
収入：380万円
家族構成：一人暮らし
居住地：神奈川県横浜市
出身地：静岡
趣味：カフェ巡り・野球観戦
よく見るメディア：
インスタ・ユーチューブ・ツイッター・ネトフリ

デモグラフィックデータ

インサイト

横浜にある法律事務所で事務職として勤務をしている。仕事はほどほどに忙しいがプライベートの時間もある程度持て
ている。休日はカフェ巡りやスイーツを友達と食べることやスポーツ観戦をして楽しんでいる。

最近2年付き合った恋人と別れることになり、新しい恋人を探している。カフェ巡りなどをずっと行い、デスクワークが
続いていたせいで、太ってきているのではないかと不安になっている。

マッチングアプリや友達にセッティングしてもらった合コンに参加する前に、簡単なダイエットを行いたい。

「おいしいものが好きなので、できる限り無理せずに痩せたい」

ペルソナ作成 潜在・準顕在層-訴求先 広告戦略 戦略立案-



現在のアサヒ緑健

ブランドコア

-素材・品質にこだわった美味しい青汁

ブランドパーソナリティ

-体によさそう・おじさんおばさん(中高年)・緑

ブランドポジション

-品質の高さ・健康になれる

ブランド戦略-方向性 広告戦略 戦略立案-



現在のアサヒ緑健

ブランドコア

-素材・品質にこだわった美味しい青汁

ブランドパーソナリティ

-体によさそう・かっこいい・おしゃれ・緑

ブランドポジション

-品質の高さ・健康になれる

ブランド戦略-方向性 広告戦略 戦略立案-



健康不健康

不味い

美味しいブランド戦略-方向性 広告戦略 戦略立案-



健康不健康

大変

お手軽ブランド戦略-方向性 広告戦略 戦略立案-



健康不健康

美味しい＆お手軽

アサヒ緑健=手軽で健康になれる

ブランド戦略-方向性 広告戦略 戦略立案-



指
名
買
い

衝動買い

有名ブランドタイプ

商品数が多く、指名買い中心

・家電
・高級腕時計

総合タイプ(A)

指名買いも衝動買いも期待、指名買い中心
・DIY
・家具(有名ブランド除く)

総合タイプ(B)

指名買いも衝動買いも期待、指名買い中心
・近江牛
・生花

ニッチタイプ

商品数が多く、指名買い中心

・剣道防具
・バスケユニフォーム

オリジナルタイプ

商品数が少なく、衝動買いが多い

・青汁
・シャンプー
・コスメ

商材特徴・EC4タイプ-方向性 広告戦略 戦略立案-

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ECタイプ4理論＆アナグラムリスティング広告5タイプ理論



広告戦略

メイン：SNS広告やユーチューブ広告を中心にLPへの誘導
サ ブ：ディスプレイ広告などで段階的なリタゲを実施。

クリエイティブ

LPやバナー、訴求方法にこだわる。
商品を使うことで得られる未来・価値を押し出す(ストーリー)

基本的に認知度・想起率が低い
認知して購入をする動機付けが重要

初めから知っていて購入

商品を知って衝動的に購入

商材特徴・EC4タイプ-方向性 広告戦略 戦略立案-



CPA安

CPA高

CV多いCV数少

検索
一般キーワード

リマーケティングサーチターゲティング

検索
指名系ワード

その他
ディスプレイ広告

RLSA
検索向けリマケ

DSA
動的検索広告

検索連動型広告

ディスプレイ広告

SNS広告

インスタ
広告

ディスプレイ
オーディエンス
ターゲティング

ツイッター
広告

SNS広告やインスタ広告で広く認知を広げる
ディスプレイ・リスティングで刈り取り

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　オリジナルタイプは、自社で開発した商材やOEMなどで開発された商材を扱っているケースが多く、利益率が比較的高めなネットショップを指します。代表選手は、サプリやコスメ、悩み系商材など。個人的には、売り方や広告手法でもっとも売上に差がつきやすいタイプだと実感しています。　何かしら潜在的な悩みを抱えたユーザーに、「こんな悩みの方に最適な商品ありますがどうですか？」と提案し、衝動買いを促す形で売上を伸ばしていくため、検索連動型広告のみならず、YDN/GDNのコンテンツ向け広告が主役になるケースも多々見られます。　衝動買いを誘発させることが勝負の分かれ目なので、コンバージョン率を上げるためのターゲティング、適切な入札単価に加え、広告の訴求やランディングページの重要度が非常に高くなります。継続的なテストで改善を図りつつ、お客様を飽きさせないために訴求をブラッシュアップしていく運用も求められる商材です。販売方法やLP、広告訴求、ターゲティングの深掘りと継続的なテストコンテンツターゲット（Google アドワーズ）非購入者へのリマーケティング広告（YDN/GDN/Facebook/LINEなど）購入者へのアップセルリマーケティング広告（YDN/GDN/Facebook/LINEなど）商品ジャンルや悩み系キーワードでの検索連動型広告（Yahoo!スポンサードサーチ、Google アドワーズ）知名度のある商品の場合、指名キーワードを網羅した検索連動型広告も（Yahoo!スポンサードサーチ、Google アドワーズ）類似ユーザー（YDN/GDN/Facebook）サーチターゲティング（YDN）　もちろん、オリジナルタイプに属しながらも、TVCMなどのメディア露出で非常に知名度が高く、有名ブランドタイプの要素も兼ねた複合タイプも存在します。「香醋」や「にんにくしじみ」で知られる、やずやさんなどがこのタイプですね。　やずやさんのポートフォリオ例（※想像です）



感情

ペルソナ

フェーズ

対象

タッチポイント
行動

思考

インサイト

興味 シェア

潜在層/準潜在層 顕在層 / 準顕在層
潜在層 顕在層 / 準顕在層 顕在層 顕在層 / 準顕在層

潜在層

・準顕在層(ダイエットをしてきれいになりたい×自分磨き中)
・恋人を求めている

・忙しいし食事は外せない
・手軽で簡単に痩せたい

・青汁って古臭い
・青汁って不味そう

・青汁で簡単に野菜不足
を補えることを伝える
・手軽に飲めると認識さ
せる必要がある

認知 検索 購買

SNS・Youtubeで
遊んでいる

ターゲティング
(デモグラ*美容)
(アフィニティ*美容)
→広くimpを取る
訴求
・青汁を飲むことで痩
せる→美人→モテる

広告を見かけるように

ターゲティング
(リタゲ＆コンテンツ広
告)

訴求
・青汁にあるおじさんイ
メージを払拭させる
・食べ合わせや美味しさ

比較・口コミを調べる
ターゲティング
(検索行動・リタゲ・ツイッ
ターアフィニティ)

訴求
・最も飲まれている青汁
・品質に対するこだわり

購入を行う

施策
(LPでの離脱を防ぐ。ラ
インからの注文可能に)

訴求
・無料サンプルを推す
・簡単申込×簡単注文

実際に飲む
施策
(ラインアカウントから
のレシピ投稿・ダイエッ
ト過程を上げてもらう)
訴求
・飲み続けることで効果
・手軽美味しいレシピ
・シェアに対して報酬を

・興味を持ったが、元々の
青汁イメージが邪魔
・女性向けなきれいなクリ
エイティブを

・比較検討段階
・青汁への興味があるので
USPの訴求が刺さる

・実際に使って判断したい
・とりあえず試す

・サンプルの数は効果が分
かる数週間必要
・使い切らせる工夫が必要

・使おうとする意欲と面倒く
ささが相反
・タイミングを狙いコンテン
ツを当てる

・効果が出るなら続けたい
・サンプルを使い切るの面倒

・ほかの商品と比べる
・口コミや評判が気になる



LP発注・完成 SNS広告 ツイッターキャンペーン パッケージング完成 新商品の流通
ラインアカウント ディスプレイ広告
パッケージ修整 検索広告

エンゲージメント率 アカウント構成検証 類似ユーザー効果確認アンケート分析
友達数目標 クリエイティブ検証 CVからペルソナ修整 ソーシャルリスニング

訴求軸確認 新LPのユーザー層

PDCAサイクル確立 新施策の確立

2か月の成果を元に軌道修正 解約ユーザーの改善

実
現
す
る
こ
と

実
施
内
容

検
証
内
容

広告だけでなくユーザー体験を視野に

各種媒体の反応を図る

６月 ７月１月 ２月 ３月 ４月 ５月

夏の本番

最も
ダイエット者多い

新しいことに
取り組みやすい

薄着が増えてきて
ダイエット意識

夏バテ
栄養意識高まる

季
節

定常

夏本番前お正月明け 新生活準備

定常クリエイティブ検証

タ
イ
ミ
ン
グ

ロードマップ-全体像 広告戦略 戦略立案-
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条件・構造

数値目標

3
Ｃ
分
析

市場

訴求先

競合

KPIツリー分解・CV経路

定量目標・ロードマップ

環境分析(市場×顧客)

4P分析(自社×競合)

与件を整理し、事業構造とCV経路を分解

目標を定量的に把握し、与えられた期間でどう広告を行うのか設定

自社が置かれている状況を市場と顧客に分けて分析

他社のマーケティングミックスを把握し、自社の立ち位置を明確化

市場と競合で得た情報から、今後の方向性と自社USPを導く自社 SWOT分析(自社×環境)

広
告
戦
術

方向性

全体像

ペルソナ作成

広告図 クリエイティブ概要

ブランド・商材特徴

CJマップ・ロードマップ

広告 媒体詳細・経路改善

試算 シミュレーション作成

市場分析を基にターゲットを具体的に設定

戦術に落とし込む前段階で、改めて青汁における戦略を理解する

戦略の全体像を顧客と期間の軸でを描き出す

AISASモデルに当てはめてクリエイティブを概覧する

SNS・検索・ディスプレイ広告・youtubeの詳細およびCV経路改善施策

ここまで行ってきた内容を元に最終的な試算を算出する

3
Ｃ
分
析

市場

訴求先

競合

環境分析(市場×顧客)

4P分析(自社×競合)

自社 SWOT分析(自社×環境)

広
告
戦
略

方向性

全体像

ペルソナ作成

広告図 クリエイティブ概要

ブランド・商材特徴

CJマップ・ロードマップ

広告 媒体詳細・経路改善

試算



Ａ

Ｓ

Ａ
Ｓ

Ｉ

認知

興味検索

価値訴求

購買

お手軽訴求

潜在層

共有

潜在・準顕在層

価値訴求

お洒落訴求

人気訴求

品質訴求

お手軽訴求

オトク訴求

顕在層

準顕在層・顕在層

緑満ちてく
青汁

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
右側の認知段階では青汁という言葉をほぼ使わない基本はブランドイメージの改変



利用媒体・実施手法

広告 LPO ブランディング
CXデザイン



インスタ
FB広告

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
選定理由：年齢層などのセグメントが強い。かつ狙っている年齢層の女性との相性がかなり強い。クリエイティブの当て方次第で非常に大きな効果が期待できる。



アカウント

【キャンペーン名】
RTG

【広告グループ】
LP訪問_〇日
入札：CPA

【広告グループ】
LP訪問_〇日
入札：oCPM

【キャンペーン名】
興味・関心

【広告グループ】
アフィニティカテゴリ_美容

【広告グループ】
アフィニティカテゴリ_ダイ

エット

【広告グループ】
アフィニティカテゴリ_健康

【キャンペーン名】
類似配信

【広告グループ】
類似CVユーザー1%

【広告グループ】
類似CVユーザー2%

【広告グループ】
類似CVユーザー3%

FB・インスタ アカウント構成-広告 広告戦術 具体的戦術-

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
フローチャート



ターゲティング設計

アカウント構成

調整ルール

クリエイティブ

アフィニティカテゴリで美容・健康・ダイエット等に興味のある人間にアプローチ
RTG・CV類似、にて刈り取りを行う

あまり制限を掛けずにRTG・類似・アフィニティにて広く構成

最初の2か月でoCPMを活用しながらCV数の推移をみる。類似ユーザーのCV数で拡
大と縮小を行う。アフィニティカテゴリは数が大きくなりそうなので、場合によっ
て狙いを絞る(健康全体→栄養や料理等)

設計したカスタマージャーニーに従って、認知から購買までで接触広告を変更して
いく。詳細はクリエイティブスライド参照

インプレッション数の獲得をメインに配信を行う

FB・インスタ 運用ポイント -広告 広告戦術 具体的戦術-
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以下のキャンペーン構成にて配信予定
■キャンペーンと広告グループ

配布スライド

キャンペーン名 広告の目的 広告グループ名 ターゲット 他

RTG CV アサヒ緑健_HP・LP訪問1日 サイト来訪(未CV)_1日
アサヒ緑健_HP・LP訪問3日 サイト来訪(未CV)_3日
アサヒ緑健_HP・LP訪問7日 サイト来訪(未CV)_7日
アサヒ緑健_HP・LP訪問14日 サイト来訪(未CV)_14日
アサヒ緑健_HP・LP訪問30日 サイト来訪(未CV)_30日
アサヒ緑健_HP・LP訪問60日 サイト来訪(未CV)_60日
アサヒ緑健_HP・LP訪問90日 サイト来訪(未CV)_90日

類似配信 CVユーザー1%拡張 類似ユーザー(CV1%)

CVユーザー2%拡張 類似ユーザー(CV2%)

CVユーザー3%拡張 類似ユーザー(CV3%)
興味関心 美容 アフィニティカテゴリ_美容 AT(20-30女性)

ダイエット アフィニティカテゴリ_ダイエット AT(20-30女性)

健康 アフィニティカテゴリ_健康

FB・インスタ キャンペーン構成-広告 広告戦術 具体的戦術-



認知段階

コンセプト

最適化

これまでと年齢層かつ女性向け→全体的にきれいさを重視したクリエイティブ。
価値観の訴求をメインとするため、あまり青汁をおさない

キレイになれる・手軽に飲める・野菜不足と訴求を内容を変えて反応を測る

アフィニティカテゴリ(美容・健康・ダイエット)&類似ユーザー

インスタ・FB クリエイティブ -広告 広告戦術 具体的戦術-



興味段階

コンセプト

最適化

価値観の訴求では払拭しきれなかった青汁の古臭い・おじさんおばさんのイメージ
を変えていけるようなクリエティブを作成

実写・イラスト・実用(レシピ)と訴求を内容を変えて反応を測る

アフィニティカテゴリ(美容・健康・ダイエット)&類似ユーザー

インスタ・FB クリエイティブ -広告 広告戦術 具体的戦術-



検索(未CV)段階

コンセプト

最適化

興味を持った人間に、他社と比較しての実績No.1や品質の良さを訴求する。元々の
コンセプトに近い画像も出稿。元のブランディングから逸れないように注意

伝える情報量によってCV数の変化を図る

RTG(1日/3日/7日/14日)&類似ユーザー

インスタ・FB クリエイティブ -広告 広告戦術 具体的戦術-



購買(未CV)段階

コンセプト

最適化

購入に関する最後のきっかけを与えられていない。そのため、注文後すぐに届くこ
とやキャンペーンによる値引きなどで障害を軽減する

料金やキャンペーンによる訴求とすぐに簡単に届く訴求で比較

RTG(14日/30日/90日)

インスタ・FB クリエイティブ -広告 広告戦術 具体的戦術-



Twitter

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
選定理由：興味関心での配信が強い。シェアによる拡散力→これまでと違うイメージをキャンペーンあわせて広げるのに効果的　　　　　　　 比較的に狙ってる年齢層との親和性も高い



アカウント

【キャンペーン名】
RTG

(テーラードオーディエンス)

【広告グループ】
LP訪問_〇日

【広告グループ】
LP訪問_〇日

【キャンペーン名】
興味・関心

【広告グループ】
アフィニティカテゴリ_美容

【広告グループ】
アフィニティカテゴリ_ダイエット

【広告グループ】
アフィニティカテゴリ_健康

【キャンペーン名】
類似配信

【広告グループ】
ペルソナ類似

ツイッター アカウント構成-広告 広告戦術 具体的戦術-

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
フローチャート



ターゲティング設計

アカウント構成

調整ルール

クリエイティブ

興味関心で美容・健康・ダイエット等に興味のある人間にアプローチ

FB/インスタ広告と似た構成。オーディエンスターゲットは使わず、興味関心のみ
でターゲット分けを行う。

RT数と引用ツイートをKPIに設定。コンテンツのシェアがどれだけ行われたかを重
視して運用を行う。メインはキャンペーンでの配信だが、その後の

ツイッター用の置き換えや手軽さを強調したキャンペーンを実施
その他のリタゲや類似にはカスタマージャーニーマップに沿って、FBのクリエイ
ティブを使用

シェアを目的にキャンペーンを実施

ツイッター 運用ポイント -広告 広告戦術 具体的戦術-
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以下のキャンペーン構成にて配信予定
■キャンペーンと広告グループ

配布スライド

キャンペーン名 キャンペーンの目的 広告プラン 広告グループ名 ターゲット 他
アサヒ緑健_HP・LP訪問1日 サイト来訪(未CV)_1日
アサヒ緑健_HP・LP訪問3日 サイト来訪(未CV)_3日
アサヒ緑健_HP・LP訪問7日 サイト来訪(未CV)_7日
アサヒ緑健_HP・LP訪問14日 サイト来訪(未CV)_14日
アサヒ緑健_HP・LP訪問30日 サイト来訪(未CV)_30日
アサヒ緑健_HP・LP訪問60日 サイト来訪(未CV)_60日
アサヒ緑健_HP・LP訪問90日 サイト来訪(未CV)_90日

類似配信 新規開拓 プロモツイート 類似フォロー 類似フォロワー ペルソナに近い人間を類似にて集客
美容 アフィニティカテゴリ_美容
ダイエット アフィニティカテゴリ_ダイエット
健康 アフィニティカテゴリ_健康

RTG
(テイラードオーディエンス)

プロモツイート

興味・関心 プロモツイート

CV

新規開拓

ツイッター キャンペーン構成-広告 広告戦術 具体的戦術-



テキスト

注意点
・ユーザーからの反応に対してコミュニケーションを積極的に

・いかにユーザーからの反応を上げられるかが鍵

コンセプト

皆さんの〇〇の代わりに？ は何があります
か？

アサヒ緑健の緑効青汁は食物繊維が豊富。忙し
い毎日で取り切れない栄養を、きれいになるた
めの努力を、簡単に手軽にお届け

#〇〇の代わりに #わたしの〇〇の代わりに

シェアをしてもらうことを前提に、今回の広告全体のコンセプト

青汁を使うことで得られる価値(痩せられる・きれいになる)を伝える。
皆さんの〇〇の代わりに？ は何がありますか？

アサヒ緑健の緑効青汁は食物繊維が豊富。忙しい毎
日で取り切れない栄養を、きれいになるための努力
を、簡単に手軽にお届け
#〇〇の代わりに #わたしの〇〇の代わりに

ツイッター クリエイティブ -広告 広告戦術 具体的戦術-



テキスト

注意点
・ユーザーからの反応に対してコミュニケーションを積極的に

・いかにユーザーからの反応を上げられるかが鍵

コンセプト

一日お疲れさまでした。みなさん毎日大変な思
いをしながらも頑張っていますね。

みなさんは、頑張った代わりのご褒美って何を
していますか。私は疲れた時は頑張らない代わ
りに青汁を飲んでます。

あなたの〇〇の代わりの努力を是非教えてくだ
さい！

#〇〇の代わりに #わたしの〇〇の代わりに

シェアをしてもらうことを前提に、今回の広告全体のコンセプト

青汁を使うことで得られる価値(痩せられる・きれいになる)を伝える。
一日お疲れさまでした。みなさん毎日大変な思いを
しながらも頑張っていますね。
みなさんは、頑張った代わりのご褒美って何をして
いますか。私は疲れた時は頑張らない代わりに青汁
を飲んでます。
#〇〇の代わりに #わたしの〇〇の代わりに

ツイッター クリエイティブ -広告 広告戦術 具体的戦術-



テキスト

注意点
・ユーザーからの反応に対してコミュニケーションを積極的に

・いかにユーザーからの反応を上げられるかが鍵

コンセプト

休日はついついなまけちゃいますよね。いいん
です、今日はゆっくり休みましょう。

その代わり、おいしい健康習慣だけやってみま
せんか？

あなたの〇〇の代わりの努力を是非教えてくだ
さい！

#〇〇の代わりに #わたしの〇〇の代わりに

シェアをしてもらうことを前提に、今回の広告全体のコンセプト

青汁を使うことで得られる価値(痩せられる・きれいになる)を伝える。
休日はついついなまけちゃいますよね。
いいんです、今日はゆっくり休みましょう。
その代わり、おいしい健康習慣だけやってみません
か？あなたの〇〇の代わりの努力を是非教えてくだ
さい！
#〇〇の代わりに #わたしの〇〇の代わりに

ツイッター クリエイティブ -広告 広告戦術 具体的戦術-



ディスプレイ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
選定理由：興味関心によって配信可能、他のコンテンツとの組み合わせ◎　　　　　　　 コンテンツ面での配信ができる。刈り取りに有効



アカウント

【キャンペーン名】
RTG

【広告グループ】
LP訪問_〇日
入札：CPA

【広告グループ】
LP訪問_〇日
入札：oCPM

【キャンペーン名】
興味・関心

【広告グループ】
アフィニティカテゴリ_美容

【広告グループ】
アフィニティカテゴリ_ダイエット

【広告グループ】
アフィニティカテゴリ_健康

【キャンペーン名】
類似配信

【広告グループ】
類似CVユーザー

ディスプレイ アカウント構成-広告 広告戦術 具体的戦術-

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
フローチャート



ターゲティング設計

アカウント構成

調整ルール

クリエイティブ

アフィニティカテゴリで美容・健康・ダイエット等に興味のある人間にアプローチ
RTG・CV類似にて刈り取りを行う

FB/インスタ広告と似た構成。オーディエンスターゲット(18-34)までで行う。
場合によってコンテンツやプレースメントを利用

インプレッションの様子を見ながらコンテンツ(プレースメント)への出稿を検討。
ATや興味関心の調整を行う。

FB広告と同様のため割愛

RTGでの刈り取りとコンテンツ配信を行う

ディスプレイ 運用ポイント -広告 広告戦術 具体的戦術-
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以下のキャンペーン構成にて配信予定

配布スライド

キャンペーン名 予算 広告グループ名 ターゲット 他

アサヒ緑健_HP・LP訪問1日 サイト来訪(未CV)_1日
アサヒ緑健_HP・LP訪問3日 サイト来訪(未CV)_3日
アサヒ緑健_HP・LP訪問7日 サイト来訪(未CV)_7日
アサヒ緑健_HP・LP訪問14日 サイト来訪(未CV)_14日
アサヒ緑健_HP・LP訪問30日 サイト来訪(未CV)_30日
アサヒ緑健_HP・LP訪問60日 サイト来訪(未CV)_60日
アサヒ緑健_HP・LP訪問90日 サイト来訪(未CV)_90日
CVユーザー1%拡張 類似ユーザー(CV1%)

CVユーザー2%拡張 類似ユーザー(CV2%)

CVユーザー3%拡張 類似ユーザー(CV3%)
美容 アフィニティカテゴリ_美容 女性_年齢(18-24)(25-34)_CV除外
ダイエット アフィニティカテゴリ_ダイエット 女性_年齢(18-24)(25-34)_CV除外
健康 アフィニティカテゴリ_健康 女性_年齢(18-24)(25-34)_CV除外

普通

興味関心 優先

最優先RTG

類似配信

ディスプレイ キャンペーン構成-広告 広告戦術 具体的戦術-

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
今後コンテンツ面でアットコスメへの配信も視野にいれるクリエイティブについてはSNSで使ったものと同様なので割愛



Youtube

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
選定理由：興味関心での配信ができる。コンテンツでの配信が最も強い→こちらの伝えたいコンセプトや価値観が一番伝えられる



ターゲティング設計

アカウント構成

調整ルール

クリエイティブ

グーグルディスプレイのアフィニティカテゴリに準拠

FB/インスタ広告と似た構成。オーディエンスターゲット(18-34)までで行う。
場合によってコンテンツやプレースメントを利用

これまで作成していたCMのターゲットをずらしたものと、漫画広告を実施。
それぞれの反応を見ながら出稿を調整。クリックやCVが出てくるごとCV類似ユー
ザーの配信強化。1月ごとに確認を行い、CV推移によってコンテンツ興味を強化

元々アサヒ緑健の広告は「青汁で使用者の人生が豊かになった」等の訴求を行い高
評価。そのため、その軸を2-30代向けに調整したものを作成。
飛ばされず興味をもってもらうこと=面白がってもらうことが重要。

インプレッション(興味・関心)を目的に配信を行う

Youtube 運用ポイント -広告 広告戦術 具体的戦術-



ストーリー
ライン

注意点

・ユーチューブでの方法に調整が必要(長くならないように)

・他のクリエティブも実施予定のため低予算で作成。

・訴求先が過去と違う。全体的なイメージを崩さないように。

コンセプト

青汁使用者の声
↓
健康が改善された(ビフォーアフター)
↓
アサヒ緑健の青汁のこだわり
↓
サンプルキャンペーン実施中

アサヒ緑健が元々得意としている、

「青汁を使うことで人生そのものが豊かになる」

という流れでの作成を行う

Youtube クリエイティブ -広告 広告戦術 具体的戦術-



ストーリー
ライン

注意点

・怪しい広告と同一視されないことが重要

・最初に商標やブランドを提示

・14年連続No.1などの実績部分を強く押し出す

コンセプト

仕事や合コンで失敗する女性
↓
緑効青汁に出会う
↓
緑効青汁によって、体質が改善される
↓
人生が少しだけうまく行くようになる

・近年ユーチューブで増えている漫画広告を実施する。

・利点として、ストーリーラインに乗せられる

→他の広告よりも明確に価値観への訴求が可能

・認知～興味・関心を同時に行える

Youtube クリエイティブ -広告 広告戦術 具体的戦術-



サーチ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
選定理由：刈り取りを行える。顕在層に強くアプローチできる



アカウント

【キャンペーン】

指名系

【広告グループ】
サービス名_単体

【広告グループ】
サービス名×比較

【広告グループ】
サービス名×………

【キャンペーン】

一般KW

【広告グループ】
青汁_単体

【広告グループ】
青汁+………

【広告グループ】
悩み・効果

【広告グループ】
年齢+悩み・効果

リスティング アカウント構成-広告 広告戦術 具体的戦術-



ターゲティング設計

アカウント構成

調整ルール

クリエイティブ

顕在層を中心に、青汁や悩み(野菜不足・痩せたい)などの欲求のある人間にも配信

指名系と一般キーワード(青汁・悩み・デモグラ)を組み合わせる

最初の2か月にて一般キーワードのCVRを測り、必要に応じて削減を行う。
また4か月目以降は指名キーワードのからの流入数に注目(他のキャンペーンの成
果を図る)

顕在層・準顕在層には実績を打ちながらや比較されることを想定に設計
製剤層には、青汁を飲むことで得られる価値などを訴求する

顕在層の刈り取りメイン、青汁や悩みに応じて確実に流入を測る

リスティング 運用ポイント -広告 広告戦術 具体的戦術-



カテゴリ 指名系 青汁 競合

種類 商品名 青汁 競合 性別 年齢(低) 年齢(高) 実績 比較 悩み 効果 手段 価格 お得 購入チャネル

ワード案 アサヒ緑健 青汁 桑の葉 男性 20代 40代 効果 口コミ 栄養不足 ダイエット 改善 価格 キャンペーン 楽天

緑効青汁 フルーツ青汁 女性 30代 50代 売上 オススメ 栄養が足りない 痩せる 方法 値段 アマゾン

熊笹 60代 比較 やる気が出ない 美味しい 解決策 料金 アットコスメ

コープ ランキング 栄養失調 飲みやすい なんとかする ドラッグストア

フルーツ 人気 栄養　不足 便秘に効く 直し方

ゴクリッチ 売れ筋 偏食・栄養失調 食物繊維

べジパワープラス 飲み比べ 生活習慣病 乳酸菌

明日葉 生活習慣病 酵素

キューサイ 不摂生 手軽

極みの青汁 不健康

サンスター 野菜不足

ヤクルト

追加情報デモグラ

© 2020 DMM.com Group infratop

以下のキーワード構成にて配信予定

■キャンペーンと広告グループ

リスティング キャンペーン構成-広告 広告戦術 具体的戦術-
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以下のキャンペーン構成にて配信予定

■キャンペーンと広告グループ

配布スライド

指名系は最大限コストをかけて獲得を目指す

A B C

指名系 商品名_単体 商品名 完全一致 顕在
商品名×比較 商品名 比較 絞り込み部分一致 顕在
商品名×他サービス 商品名 商品 完全一致 顕在
商品名×悩み 商品名 悩み 絞り込み部分一致 顕在
商品名×効果 商品名 効果 絞り込み部分一致 顕在
商品名×お得 商品名 お得 絞り込み部分一致 顕在
商品名×チャネル 商品名 チャネル 絞り込み部分一致 顕在
商品名×年齢(高) 商品名 年齢(高) 絞り込み部分一致 顕在
商品名×年齢(低) 商品名 年齢(低) 絞り込み部分一致 顕在

マッチタイプキャンペーン 広告グループ
キーワードグループ

潜在／顕在

リスティング キャンペーン構成-広告 広告戦術 具体的戦術-



■キャンペーンと広告グループ
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以下のキャンペーン構成にて配信予定

配布スライド

青汁系,悩み・効果系・年齢系の三つに分類

A B C

一般KW 青汁_単体 青汁 部分一致 準顕在
青汁×比較 青汁 比較 絞り込み部分一致 準顕在
青汁×競合 青汁 競合 絞り込み部分一致 準顕在
青汁×悩み 青汁 悩み 絞り込み部分一致 準顕在
青汁×効果 青汁 効果 絞り込み部分一致 準顕在
青汁×チャネル 青汁 チャネル 絞り込み部分一致 準顕在
悩み 悩み 手段 絞り込み部分一致 潜在
効果 効果 手段 絞り込み部分一致 潜在
悩み×効果 悩み 効果 絞り込み部分一致 潜在
年齢(低)×悩み 年齢(低) 悩み 絞り込み部分一致 潜在
年齢(高)×悩み 年齢(高) 悩み 絞り込み部分一致 潜在
年齢(低)×効果 年齢(低) 効果 絞り込み部分一致 潜在
年齢(高)×効果 年齢(高) 効果 絞り込み部分一致 潜在

キャンペーン マッチタイプ広告グループ
キーワードグループ

潜在／顕在

リスティング キャンペーン構成-広告 広告戦術 具体的戦術-
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配布スライド

顕在層：公式・実績の訴求
広告グループ名 ターゲット 見出し1 見出し2 説明文

（公式）緑効青汁／アサヒ緑健  CM放送中/人気No.1 
 CM放送中/人気No.1  （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

（公式）緑効青汁／アサヒ緑健 毎日飲み続けられる美味しい健康

売上14年連続1位 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

（公式）緑効青汁／アサヒ緑健 売上14年連続1位

毎日飲み続けられる美味しい健康 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

売上14年連続1位 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

（公式）緑効青汁／アサヒ緑健 売上14年連続1位

毎日飲み続けられる美味しい健康 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

（公式）緑効青汁／アサヒ緑健 野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決

野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

毎日飲み続けられる美味しい健康美味しい青汁 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

（公式）緑効青汁／アサヒ緑健 野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決

野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

毎日飲み続けられる美味しい健康美味しい青汁 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

（公式）緑効青汁／アサヒ緑健 今なら2週間分割引キャンペーン実施中

今なら2週間分割引キャンペーン実施中 野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決

今なら2週間分割引キャンペーン実施中 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

（公式）緑効青汁／アサヒ緑健  CM放送中/人気No.1 
 CM放送中/人気No.1  （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

（公式）緑効青汁／アサヒ緑健 注文から１週間で到着

 CM放送中/人気No.1  毎日飲み続けられる美味しい健康

（公式）緑効青汁／アサヒ緑健 毎日飲み続けられる美味しい健康

（公式）緑効青汁／アサヒ緑健  CM放送中/人気No.1 
野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

 CM放送中/人気No.1  毎日飲み続けられる美味しい健康

新しい健康をあなたにお届け  CM放送中/人気No.1 

商品名×お得

商品名×チャネル

商品名×年齢(高)

商品名×年齢(低)

商品名_単体

商品名×比較

商品名×他サービス

商品名×悩み

商品名×効果 顕在
累計24億杯突破。14年連続青汁No.1。毎日飲みたくなるおいしさ。体
に良い栄養素がふんだんに。

リスティング クリエイティブ -広告 広告戦術 具体的戦術-
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配布スライド

準顕在層：No.1や悩みの解決を訴求

広告グループ名 ターゲット 見出し1 見出し2 説明文

売上14年連続1位 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

飲むことでカラダ変わる （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

毎日飲み続けられる美味しい健康 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

売上14年連続1位 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

飲むことでカラダ変わる （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

毎日飲み続けられる美味しい健康 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

売上14年連続1位 毎日飲み続けられる美味しい青汁

売上14年連続1位 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

毎日飲み続けられる美味しい青汁 売上14年連続1位

野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

（公式）緑効青汁／アサヒ緑健 野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決

野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決 売上14年連続1位

野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

（公式）緑効青汁／アサヒ緑健 野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決

野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決 毎日飲み続けられる美味しい健康

（公式）緑効青汁／アサヒ緑健 売上14年連続1位

（公式）緑効青汁／アサヒ緑健 売上14年連続1位

（公式）緑効青汁／アサヒ緑健 売上14年連続1位

累計24億杯突破。14年連続青汁No.1。毎日飲みたくなるおいしさ。体に良い
栄養素がふんだんに。

青汁×比較

青汁×競合

青汁×悩み

青汁×効果

青汁×チャネル

青汁_単体

準顕在

リスティング クリエイティブ -広告 広告戦術 具体的戦術-
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配布スライド

潜在層：飲むことでの未来を訴求

広告グループ名 ターゲット 見出し1 見出し2 説明文

野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決 毎日飲み続けられる美味しい健康

毎日飲み続けられる美味しい健康 野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決

野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決 来週から出会える新しい自分

野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決 毎日飲み続けられる美味しい健康

毎日飲み続けられる美味しい健康 野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決

野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決 来週から出会える新しい自分

野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決 毎日飲み続けられる美味しい健康

毎日飲み続けられる美味しい健康 野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決

野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決 来週から出会える新しい自分

（公式）緑効青汁／アサヒ緑健 野菜不足/ダイエットそんな悩みを解決

来週から出会える新しい自分 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

（公式）緑効青汁／アサヒ緑健 来週から出会える新しい自分

毎日飲み続けられる美味しい健康 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

来週から出会える新しい自分 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

毎日飲み続けられる美味しい健康 来週から出会える新しい自分

毎日飲み続けられる美味しい健康 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

来週から出会える新しい自分 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

毎日飲み続けられる美味しい健康 来週から出会える新しい自分

毎日飲み続けられる美味しい健康 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

来週から出会える新しい自分 （公式）緑効青汁／アサヒ緑健

毎日飲み続けられる美味しい健康 来週から出会える新しい自分

年齢(低)×効果

年齢(高)×効果

累計24億杯突破。14年連続青汁No.1。毎日飲みたくなるおいしさ。体に良い
栄養素がふんだんに。

悩み

効果

悩み×効果

年齢(低)×悩み

年齢(高)×悩み

潜在

リスティング クリエイティブ -広告 広告戦術 具体的戦術-



LPO・EFO



新ターゲットと全く合致していない

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
そこでベンチマークとしてFABIUSを上げさせていただきます。



訴求先が明確

飲むことでの未来

課題と解決(ストーリーテリング)

上記を踏まえ、
プロモーションの方向性に
マッチしたLPを作成

LPO/EFO –経路改善 広告戦術 具体的戦術-



工数が多い・不必要な質問事項・会員登録が壁

サンプルでの会員登録を排除・LP内で発注可能に

LPO/EFO –経路改善 広告戦術 具体的戦術-



１

２

３
1.サンプルの日数が少ない

➢効果を実感できない
(新形式は別スライドにて)

2.一枚のLPで注文が可能に

3.サンプル請求
➢不必要な会員登録
質問事項の排除



・割引率自体は見やすいが、アクセスが目立たない＆割引率が弱い
・メルマガでもHPと同様の5つのこだわり

➢クリックが必要かつコンテンツ性弱い

LPO/EFO –経路改善 広告戦術 具体的戦術-



ブランディング・CX改善



注意点

・友達登録して外されては本末転倒

→安易なキャンペーンは避ける

・夕方16時17時を中心に、タイミングを計る

→配信量を多くしすぎない。

コンセプト

・現状の既存顧客との接点:メルマガ・郵便DM

・どちらも閲覧率＆リアルタイム性が低い

・青汁を使い切ってもらうこと、手軽に注文ができることは最重要

→青汁レシピブックをライン公式アカウントにて展開

ライン 公式アカウント CX改善 –経路改善 広告戦術 具体的戦術-



新規層への広告
≠

既存パッケージ

新規パッケージ作成

パッケージ改善 CX改善 –経路改善 広告戦術 具体的戦術-



効果を実感できない3袋から、2週間分2,500円と求めやすい形式に変更

パッケージ改善 CX改善 –経路改善 広告戦術 具体的戦術-



シミュレーション 各月推移 –試算 広告戦術 具体的戦術-

1か月目 リーチ数 imp FQ クリック CTR CPC CV CVR CPA 費用

Facebook広告 500,000 2,300,000 4.60 17,000 0.74% 76.5 190 1.12% ¥6,842 ¥1,300,000
Twitter広告 80,000 500,000 6.25 7,000 1.40% 71.4 70 1.00% ¥7,143 ¥500,000
ディスプレイ広告 300,000 500,000 1.67 5,000 1.00% 60.0 40 0.80% ¥7,500 ¥300,000
Youtube広告 200,000 500,000 2.50 20,000 4.00% 45.0 50 0.25% ¥18,000 ¥900,000
リスティング広告 - 150,000 - 10,000 6.67% 50.0 50 0.50% ¥10,000 ¥500,000
ライン公式アカウント - - - - - - 20 - ¥25,000 ¥500,000

合計 1,080,000 3,950,000 3.66 59,000 1.49% 67.8 420 0.71% ¥9,524 4,000,000
2か月目 リーチ数 imp FQ クリック CTR CPC CV CVR CPA 費用

Facebook広告 1,200,000 3,600,000 3.00 40,000 1.11% 70.0 399 1.00% ¥7,018 ¥2,800,000
Twitter広告 80,000 500,000 6.25 10,000 2.00% 50.0 130 1.30% ¥3,846 ¥500,000
ディスプレイ広告 200,000 900,000 4.50 5,000 0.56% 120.0 100 2.00% ¥6,000 ¥600,000
Youtube広告 200,000 500,000 2.50 20,000 4.00% 25.0 80 0.40% ¥6,250 ¥500,000
リスティング広告 - 150,000 - 10,000 6.67% 50.0 60 0.60% ¥8,333 ¥500,000
ライン公式アカウント - - - - - - 30 - ¥3,333 ¥100,000

合計 1,680,000 5,650,000 3.36 85,000 1.50% 58.8 799 0.94% ¥6,258 5,000,000

1-2か月目：imp数＆FQ改善



シミュレーション 各月推移 –試算 広告戦術 具体的戦術-

3-5か月目：LP/販売形式変更/CVR最適化

3か月目 リーチ数 imp FQ クリック CTR CPC CV CVR CPA 費用

Facebook広告 1,000,000 3,600,000 3.60 45,000 1.25% 60.0 620 1.38% ¥4,355 ¥2,700,000
Twitter広告 100,000 500,000 5.00 18,000 3.60% 22.2 170 0.94% ¥2,353 ¥400,000
ディスプレイ広告 300,000 1,000,000 3.33 13,000 1.30% 46.2 172 1.32% ¥3,488 ¥600,000
Youtube広告 200,000 500,000 2.50 20,000 4.00% 30.0 150 0.75% ¥4,000 ¥600,000
リスティング広告 - 150,000 - 12,000 8.00% 50.0 110 0.92% ¥5,455 ¥600,000
ライン公式アカウント - - - - - - 40 - ¥2,500 ¥100,000

合計 1,600,000 5,750,000 3.59 108,000 1.88% 46.3 1262 1.17% ¥3,961 5,000,000
4か月目 リーチ数 imp FQ クリック CTR CPC CV CVR CPA 費用

Facebook広告 1,000,000 3,600,000 3.60 45,000 1.25% 60.0 850 1.89% ¥3,176 ¥2,700,000
Twitter広告 100,000 500,000 5.00 18,000 3.60% 22.2 200 1.11% ¥2,000 ¥400,000
ディスプレイ広告 300,000 1,000,000 3.33 13,000 1.30% 46.2 210 1.62% ¥2,857 ¥600,000
Youtube広告 200,000 500,000 2.50 20,000 4.00% 30.0 190 0.95% ¥3,158 ¥600,000
リスティング広告 - 150,000 - 12,000 8.00% 50.0 175 1.46% ¥3,429 ¥600,000
ライン公式アカウント - - - - - - 50 - ¥2,000 ¥100,000

合計 1,600,000 5,750,000 3.59 108,000 1.88% 46.3 1675 1.55% ¥2,984 5,000,000
5か月目 リーチ数 imp FQ クリック CTR CPC CV CVR CPA 費用

Facebook広告 1,000,000 3,600,000 3.60 45,000 1.25% 6.7 950 2.11% ¥2,842 ¥2,700,000
Twitter広告 100,000 500,000 5.00 18,000 3.60% 33.3 237 1.32% ¥1,266 ¥300,000
ディスプレイ広告 300,000 1,000,000 3.33 13,000 1.30% 46.2 250 1.92% ¥2,400 ¥600,000
Youtube広告 200,000 500,000 2.50 20,000 4.00% 35.0 260 1.30% ¥2,308 ¥600,000
リスティング広告 - 200,000 - 13,500 6.75% 7.4 220 1.63% ¥3,182 ¥700,000
ライン公式アカウント - - - - - - 50 - ¥2,000 ¥100,000

合計 1,600,000 5,750,000 3.59 111,000 1.93% - 1967 1.77% ¥0 ¥0



シミュレーション 各月推移 –試算 広告戦術 具体的戦術-

6-7か月目：CVR微増/FQ改善増加

6か月目 リーチ数 imp FQ クリック CTR CPC CV CVR CPA 費用

Facebook広告 700,000 3,600,000 5.14 70,000 1.94% 38.6 1070 1.53% ¥2,523 ¥2,700,000
Twitter広告 70,000 500,000 7.14 22,000 4.40% 13.6 270 1.23% ¥1,111 ¥300,000
ディスプレイ広告 250,000 1,000,000 4.00 20,000 2.00% 30.0 310 1.55% ¥1,935 ¥600,000
Youtube広告 120,000 500,000 4.17 23,000 4.60% 26.1 300 1.30% ¥2,000 ¥600,000
リスティング広告 - 200,000 - 13,500 6.75% 51.9 244 1.81% ¥2,869 ¥700,000
ライン公式アカウント - - - - - - 60 - ¥1,667 ¥100,000

合計 1,600,000 5,750,000 3.59 111,000 1.93% 0.0 2254 2.03% ¥0
7か月目 リーチ数 imp FQ クリック CTR CPC CV CVR CPA 費用

Facebook広告 700,000 3,600,000 5.14 70,000 1.94% 38.6 1248 1.78% ¥2,163 ¥2,700,000
Twitter広告 70,000 500,000 7.14 22,000 4.40% 13.6 270 1.23% ¥1,111 ¥300,000
ディスプレイ広告 250,000 1,000,000 4.00 20,000 2.00% 30.0 350 1.75% ¥1,714 ¥600,000
Youtube広告 120,000 500,000 4.17 23,000 4.60% 26.1 310 1.35% ¥1,935 ¥600,000
リスティング広告 - 200,000 - 13,500 6.75% 51.9 270 2.00% ¥2,593 ¥700,000
ライン公式アカウント - - - - - - 60 - ¥1,667 ¥100,000

合計 - - - 2508 - ¥0
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シミュレーション 全体像 –試算 広告戦術 具体的戦術-
1か月目 2か月目 3か月目 4か月目 5か月目 6か月目 7か月目

売上 ¥2,195,600 ¥5,137,100 ¥9,735,490 ¥14,205,800 ¥18,584,755 ¥23,337,017 ¥27,120,325
合計売上 ¥2,195,600 ¥7,332,700 ¥17,068,190 ¥31,273,990 ¥49,858,745 ¥73,195,762 ¥100,316,086
合計成果数 420 799 1262 1675 1967 2254 2508
合計本購入数 220 499 862 1155 1437 1724 1978
顧客単価 ¥9,980 ¥10,490 ¥11,490 ¥13,240 ¥13,490 ¥13,740 ¥13,740
サンプル/初回お試しパック客数 200 300 400 520 530 530 530
初回お試しパック売り上げ ¥0 ¥0 ¥0 ¥1,300,000 ¥1,325,000 ¥1,325,000 ¥1,325,000
初回お試しパック単価 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500
新規売り上げ ¥2,195,600 ¥3,443,100 ¥4,870,240 ¥4,890,200 ¥4,965,050 ¥5,017,944 ¥5,070,838
新規客数 220 345 488 490 498 503 508
新規購入率 60% 65% 72% 75% 75% 76% 77%
新規顧客単価 ¥9,980 ¥9,980 ¥9,980 ¥9,980 ¥9,980 ¥9,980 ¥9,980
既存売り上げ ¥0 ¥1,694,000 ¥4,865,250 ¥9,315,600 ¥13,619,705 ¥18,319,073 ¥22,049,487
既存客数(1か月目) 154 116 92 79 67 57
既存客数(2か月目) 259 207 176 150 127
既存客数(3か月目) 366 293 249 212
既存客数(4か月目) 392 333 283
既存客数(5か月目) 423 359
既存客数(6か月目) 432
合計既存客数 0 154 374 665 939 1221 1470
継続率 0% 70% 75% 80% 85% 85% 85%
既存客単価 0 11000 13000 14000 14500 15000 15000
広告費 ¥5,000,000 ¥5,000,000 ¥5,000,000 ¥5,000,000 ¥5,000,000 ¥5,000,000 ¥5,000,000
総広告費 ¥5,000,000 ¥10,000,000 ¥15,000,000 ¥20,000,000 ¥25,000,000 ¥30,000,000 ¥35,000,000
Facebook広告 ¥1,300,000 ¥2,800,000 ¥2,700,000 ¥2,700,000 ¥2,700,000 ¥2,700,000 ¥2,700,000
Twitter広告 ¥500,000 ¥500,000 ¥400,000 ¥400,000 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000
ディスプレイ広告 ¥300,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000
Youtube広告 ¥900,000 ¥500,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000
リスティング広告 ¥500,000 ¥500,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥700,000 ¥700,000 ¥700,000
ライン公式アカウント ¥500,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000
LP製作費 ¥1,000,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
予算消化 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
ROAS 44% 103% 195% 284% 372% 467% 542%
CPA 11905 6258 3961 2984 2542 2218 1994
CPO 22727 10020 5799 4328 3480 2900 2528

2か月目：総売り上げが総広告費を突破(損益分岐突破)

6か月目：目標単月2,000万を突破

約10か月～12か月後：総広告費を単月売上で越えられる

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
2か月目には総売り上げが総広告費を突破(損益分岐突破)6か月目に目標単月2,000万を突破約10か月～12か月後にはそれまでの総広告費を単月売上で越えられる3か月目LPがローンチされ、成約率と継続率に影響4か月目には新料金プランへ移行、継続率アップ、顧客最大化が図れる



まとめ



プロモーションロードマップ-まとめ-

LP発注・完成 SNS広告 ツイッターキャンペーン パッケージング完成 新商品の流通
ラインアカウント ディスプレイ広告
パッケージ修整 検索広告

エンゲージメント率 アカウント構成検証 類似ユーザー効果確認アンケート分析
友達数目標 クリエイティブ検証 CVからペルソナ修整 ソーシャルリスニング

訴求軸確認 新LPのユーザー層

PDCAサイクル確立 新施策の確立

2か月の成果を元に軌道修正 解約ユーザーの改善

実
現
す
る
こ
と

実
施
内
容

検
証
内
容

広告だけでなくユーザー体験を視野に

各種媒体の反応を図る

６月 ７月１月 ２月 ３月 ４月 ５月

夏の本番

最も
ダイエット者多い

新しいことに
取り組みやすい

薄着が増えてきて
ダイエット意識

夏バテ
栄養意識高まる

季
節

定常

夏本番前お正月明け 新生活準備

定常クリエイティブ検証

タ
イ
ミ
ン
グ



➢2-30代向かない

➢商品の差別化×

市場・顧客 自社USP 広告方針 実施内容 訴求

2-30代野菜不足

自分磨き
コト消費

手軽に健康になりたい

青汁市場飽和

パイの奪い合い

2-30代EC化率↑ 販売数日本一

訴求向けデザイン強

新規取り組み可

価値,ブランド全面

新しい青汁
イメージ

手軽に利用

広告

新規LP

お試しキャンペーン

ブランディング

CXデザイン改善

ダイエット効果

手軽/飲みやすい

モテるために

信頼訴求

権威訴求

品質訴求

お手軽訴求



感情

ペルソナ

フェーズ

対象

タッチポイント
行動

思考

インサイト

興味 シェア

潜在層/準潜在層 顕在層 / 準顕在層
潜在層 顕在層 / 準顕在層 顕在層 顕在層 / 準顕在層

潜在層

・準顕在層(ダイエットをしてきれいになりたい×自分磨き中)
・恋人を求めている

・忙しいし食事は外せない
・手軽で簡単に痩せたい

・青汁って古臭い
・青汁って不味そう

・青汁で簡単に野菜不足
を補えることを伝える
・手軽に飲めると認識さ
せる必要がある

認知 検索 購買

SNS・Youtubeで
遊んでいる

ターゲティング
(デモグラ*美容)
(アフィニティ*美容)
→広くimpを取る
訴求
・青汁を飲むことで痩
せる→美人→モテる

広告を見かけるように

ターゲティング
(リタゲ＆コンテンツ広
告)

訴求
・青汁にあるおじさんイ
メージを払拭させる
・食べ合わせや美味しさ

比較・口コミを調べる
ターゲティング
(検索行動・リタゲ・ツイッ
ターアフィニティ)

訴求
・最も飲まれている青汁
・品質に対するこだわり

購入を行う

施策
(LPでの離脱を防ぐ。ラ
インからの注文可能に)

訴求
・無料サンプルを推す
・簡単申込×簡単注文

実際に飲む
施策
(ラインアカウントから
のレシピ投稿・ダイエッ
ト過程を上げてもらう)
訴求
・飲み続けることで効果
・手軽美味しいレシピ
・シェアに対して報酬を

・興味を持ったが、元々の
青汁イメージが邪魔
・女性向けなきれいなクリ
エイティブを

・比較検討段階
・青汁への興味があるので
USPの訴求が刺さる

・実際に使って判断したい
・とりあえず試す

・サンプルの数は効果が分
かる数週間必要
・使い切らせる工夫が必要

・使おうとする意欲と面倒く
ささが相反
・タイミングを狙いコンテン
ツを当てる

・効果が出るなら続けたい
・サンプルを使い切るの面倒

・ほかの商品と比べる
・口コミや評判が気になる



広告接触 HP・LP 購入(単発)

購入(定期)

サンプル

会員登録

購入
(非離脱)

購入(単発) 購入(定期) 定期継続

広告戦略 LPO・EFO

ベネフィット ブランド CXデザイン

SNS広告(FB.Tw)
ディスプレイ
リスティング
ユーチューブを実施

コンバージョン経路 -まとめ-



広告接触 HP・LP 購入(単発)

購入(定期)

サンプル

会員登録

購入
(非離脱)

購入(単発) 購入(定期) 定期継続

広告戦略 LPO・EFO

ベネフィット ブランド CXデザイン

新訴求LP
1枚(LPで注文可能)
会員登録・質問排除
サンプル形式変更
決済手段追加

コンバージョン経路 -まとめ-



広告接触 HP・LP 購入(単発)

購入(定期)

サンプル

会員登録

購入
(非離脱)

購入(単発) 購入(定期) 定期継続

広告戦略 LPO・EFO

ベネフィット ブランド CXデザイン

痩せられる
手軽で簡単に栄養

手軽できれいに
頑張る代わりに
お洒落な人は飲んでいる
ロゴ・パッケージ改善

コンバージョン経路 -まとめ-



広告接触 HP・LP 購入(単発)

購入(定期)

サンプル

会員登録

購入
(非離脱)

購入(単発) 購入(定期) 定期継続

広告戦略 LPO・EFO

ベネフィット ブランド CXデザイン

ラインでのレシピ配信
ロゴ・パッケージ改善
ブランディングの変更

コンバージョン経路 -まとめ-



Ａ

Ｓ

Ａ
Ｓ

Ｉ

認知

興味検索

価値訴求

購買

お手軽訴求

潜在層

共有

潜在・準顕在層

価値訴求

お洒落訴求

人気訴求

品質訴求

お手軽訴求

オトク訴求

顕在層

準顕在層・顕在層

緑満ちてく
青汁

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
右側の認知段階では青汁という言葉をほぼ使わない基本はブランドイメージの改変



シミュレーション作成 -まとめ-

¥0

¥5,000,000

¥10,000,000

¥15,000,000

¥20,000,000

¥25,000,000

¥30,000,000

1 2 3 4 5 6 7

初回お試しパック売り上げ 新規売り上げ 既存売り上げ

¥0

¥20,000,000

¥40,000,000

¥60,000,000

¥80,000,000

¥100,000,000

¥120,000,000

1 2 3 4 5 6 7

合計売上 総広告費

積み上げ売上グラフ

損益分岐グラフ

1か月目 2か月目 3か月目 4か月目 5か月目 6か月目 7か月目

売上 ¥2,195,600 ¥5,137,100 ¥9,735,490 ¥14,205,800 ¥18,584,755 ¥23,337,017 ¥27,120,325
合計売上 ¥2,195,600 ¥7,332,700 ¥17,068,190 ¥31,273,990 ¥49,858,745 ¥73,195,762 ¥100,316,086
合計成果数 420 799 1262 1675 1967 2254 2508
合計本購入数 220 499 862 1155 1437 1724 1978
顧客単価 ¥9,980 ¥10,490 ¥11,490 ¥13,240 ¥13,490 ¥13,740 ¥13,740
サンプル/初回お試しパック客数 200 300 400 520 530 530 530
初回お試しパック売り上げ ¥0 ¥0 ¥0 ¥1,300,000 ¥1,325,000 ¥1,325,000 ¥1,325,000
初回お試しパック単価 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500 ¥2,500
新規売り上げ ¥2,195,600 ¥3,443,100 ¥4,870,240 ¥4,890,200 ¥4,965,050 ¥5,017,944 ¥5,070,838
新規客数 220 345 488 490 498 503 508
新規購入率 60% 65% 72% 75% 75% 76% 77%
新規顧客単価 ¥9,980 ¥9,980 ¥9,980 ¥9,980 ¥9,980 ¥9,980 ¥9,980
既存売り上げ ¥0 ¥1,694,000 ¥4,865,250 ¥9,315,600 ¥13,619,705 ¥18,319,073 ¥22,049,487
既存客数(1か月目) 154 116 92 79 67 57
既存客数(2か月目) 259 207 176 150 127
既存客数(3か月目) 366 293 249 212
既存客数(4か月目) 392 333 283
既存客数(5か月目) 423 359
既存客数(6か月目) 432
合計既存客数 0 154 374 665 939 1221 1470
継続率 0% 70% 75% 80% 85% 85% 85%
既存客単価 0 11000 13000 14000 14500 15000 15000
広告費 ¥5,000,000 ¥5,000,000 ¥5,000,000 ¥5,000,000 ¥5,000,000 ¥5,000,000 ¥5,000,000
総広告費 ¥5,000,000 ¥10,000,000 ¥15,000,000 ¥20,000,000 ¥25,000,000 ¥30,000,000 ¥35,000,000
Facebook広告 ¥1,300,000 ¥2,800,000 ¥2,700,000 ¥2,700,000 ¥2,700,000 ¥2,700,000 ¥2,700,000
Twitter広告 ¥500,000 ¥500,000 ¥400,000 ¥400,000 ¥300,000 ¥300,000 ¥300,000
ディスプレイ広告 ¥300,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000
Youtube広告 ¥900,000 ¥500,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥600,000
リスティング広告 ¥500,000 ¥500,000 ¥600,000 ¥600,000 ¥700,000 ¥700,000 ¥700,000
ライン公式アカウント ¥500,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000 ¥100,000
LP製作費 ¥1,000,000 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
予算消化 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0
ROAS 44% 103% 195% 284% 372% 467% 542%
CPA 11905 6258 3961 2984 2542 2218 1994
CPO 22727 10020 5799 4328 3480 2900 2528

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
2か月目には総売り上げが総広告費を突破6か月目に目標単月2,000万を突破約10か月～12か月後には総広告費を単月売上が越える推移3か月目LPがローンチされ、成約率と継続率に影響4か月目には新料金プランへ移行、継続率アップ、顧客最大化が図れる



アペンディックス



新しい商品展開 PET青汁

要旨

青汁市場全体➢緩やかに衰退している。

PET青汁
パックスムージー

本キャンペーンでも手軽さの訴求を行ってきたが、
より売り上げの拡大を考え、PET市場への参入を推奨

2桁%成長

新しい商品展開 –アペンディックス-



競合の展開例 キューサイ

要旨

キューサイも新規開拓に乗り出し始めた

欧米のグリーンチャージ市場を見据え、
手軽に飲める青汁の手段として、
空港などへのドリンクバーの設置を行っている

手軽に飲める・かつ新しい飲用スタイルとして要注目

競合の商品展開例 –アペンディックス-

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2005/13/news020_3.html



是非お力添えさせていただければと思います。

ご清聴ありがとうございました。



日本のBtoC-EC 市場規模 -アペンディックス-

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
17兆9845億円



日本のBtoC-EC 市場規模 -アペンディックス-

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
https://www.ryutsuu.biz/ec/l052113.htmhttps://netshop.impress.co.jp/node/6923l緩やかに上昇する通販健康食品通販健康食品のシェア20%



EC 市場 -アペンディックス-

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
生活者調査レポート・リサーチデータ 最新情報のお知らせ | 日本能率協会総合研究所https://www.jmar.biz/report2/%E8%B2%B7%E3%81%84%E7%89%A9%E5%A0%B4%E6%89%80%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E5%88%86%E3%81%91%E8%AA%BF%E6%9F%BB2019/



LP発注・完成 SNS広告 ツイッターキャンペーン パッケージング完成 新商品の流通
ラインアカウント ディスプレイ広告
パッケージ修整 検索広告

エンゲージメント率 アカウント構成検証 類似ユーザー効果確認アンケート分析
友達数目標 クリエイティブ検証 CVからペルソナ修整 ソーシャルリスニング

訴求軸確認 新LPのユーザー層

PDCAサイクル確立 新施策の確立

2か月の成果を元に軌道修正 解約ユーザーの改善

実
現
す
る
こ
と

１２月

実
施
内
容

検
証
内
容

広告だけでなくユーザー体験を視野に

各種媒体の反応を図る

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月１月 ２月 ３月 ４月 ５月

夏の本番 食欲運動の秋

最も
ダイエット者多い

新しいことに
取り組みやすい

薄着が増えてきて
ダイエット意識

夏バテ
栄養意識高まる

寒さと季節柄、
健康を求める

季
節

定常

夏本番前お正月明け 新生活準備

定常クリエイティブ検証

タ
イ
ミ
ン
グ

ロードマップ全体 -アペンディックス-



実際のHP-アペンディックス-



会員ページ-アペンディックス-

デザインの指向性は同一・高級感・商品が選びにくい



イメージの違う訴求 若者向け-アペンディックス-
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