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Profile

黒瀬 淳一
Co-founder & 代表取締役CEO
2019年に「世界中のコマース事業者をヒーローにす
る」StoreHeroを共同創業

コマース事業者を
ヒーローに



黒瀬 淳一
Co-founder & 代表取締役CEO

筑波大学卒業、神戸大学大学院修了後、（株）アクシ
イズに参画。取締役としてSaaSの開発／販売に従事
し、同社を売却。その後、（株）インターネットインフィニ
ティ、（株）チームスピリットに参画し、事業開発、営業
／マーケティングを担当し、その後、両社はそれそれ
上場。Ginzamarkets（株）のカントリーマネージャーを
経て2019年、(株)StoreHeroを創業。

笹谷 拓
Co-founder & 取締役COO

東京大学在学中にBeeCruiseにて海外向けCtoC事
業立ち上げの事業責任者。その後、(株)StoreHero
を共同創業。2020年 東京大学を卒業。

Paul McInerney
取締役

1997年リクルート⼩社。2002年マッキンゼーに転職
し2014年にシニアパートナーに昇格。アジア太平洋
のマーケティング＆セールスグループの責任者、ア
ジア太平洋のアナリティクスグループの責任者、
QuantumBlack Japanのマネージングパートナー、
アジア太平洋の消費財・⼩売グループの責任者を歴
任。2021年3月、インキュベイトファンド代表パート
ナー就任。2021年5月、StoreHero取締役就任。

増山 秀信
取締役

1993年アンダーセンコンサルティング（現アクセン
チュア株式会社）入社。アーンスト＆ヤング、株式会
社サンブリッジを経て、2011年株式会社チームスピ
リット取締役に就任。取締役副社長として、同社を
2018年東証マザーズ上場に導く。2020年11月任期
満了により同社退任。2021年2月StoreHero取締役
就任。

StoreHeroボードメンバー



ストア構築からグロースまで

StoreHero 御社

ストア制作 グロース支援 運用 配送

コマース事業のグロースパートナーとしてストア構築からグロースまでを支援



オーディエンス構築 集客 購入促進 CRM

メディア掲載、SNS CRM広告、検索、SNS UI、アプリ、コンテンツ

グロースワークフロー

再現性高くグロースが実現できるようグロースワークフローを提案



ワークフローが定着するよう担当とサポートスタッフにて支援します

提案＆決定

サポート

技術的サポート、進捗
確認をして確実にワー
クフローを定着

ワークフロー化

グロースワークフローの実装支援



支援実績（一部抜粋）

立ち上げから月商数億円まで幅広くご支援しています



事例：AuB

オープンに誠実に接する事を徹底して、信頼を着

実に積み上げていく。そして、プロスポーツで培っ

たチームワークを組織や商品作りにも活かしてい

る。

● アスリートの腸内細菌の研究開発をもとにした健康食品  
AuB BASEなどを提供。

● 広告、LP、メール、LINEなど各種チャネルを通じて丁寧
に顧客体験を構築。

● 広告、サイト、SNS、PRなどの各担当が連動して動き成
果を出せるワークフローを構築し、さらなるグロースを実
現する。



事例：homeal

お客様の悩み解決に、親友のように心をこめて

向き合う事が全てに繋がる

● 幼児食のオンライン販売サイト homealを運営
● 幼児食診断、LINE相談などを通じて、ファンを拡大。
● ギフティングや広告、書籍出版を通じて認知を拡大し、さ

らなるグロースを展開中。



事例：PAUL & JOE

お客様と商品が大好きなチームの接客マインド

が生み出すコマース運営

● ANNA SUI、Paul & JOE、インフィオレの3ストアを運営
● 美容部員、マーケティング経験者で Shopifyを運営。
● メール、チャットで丁寧な接客によりファンを拡大。
● プロモーションとShopifyでの各種施策を連動し、さらな

るグロースを拡大中。



グロース実績：レザーブランド

● 新規顧客が購入しやすい商品を特定
し、購入阻害要因を解消するLPを作
成。

● LPに合わせた広告の運用オペレー
ションを作成。

● 購入検討者向けのCRMを実装。

売れるパターンを特定し、それが最大化される集客、購入促進、CRMを実装

今後は、長期的に成長していけるようカテゴリキラーブランドとしての

認知を取るためのオペレーションを実装予定



グロース実績：食品ブランド

● 顧客の需要に合わせた特集ページを
作成するオペレーションを作成。

● 特集に合わせた広告を運用。
● 購入者向けにリピート購入を促すCRM

を実装。

顧客の需要やメディア掲載に合わせた特集を作成し、着実に売上を獲得

今後は、リアルイベントと連動したデジタル施策により、

オンラインストアとリアル店舗の売上の最大化に取り組む



グロース実績：ビジネスバッグブランド

● 商品ページだけで伝えられていない魅
力をLPを作成して訴求。

● LPに合わせた広告、SNS、メールの運
用オペレーションを作成。

● 購入検討者向けのCRMを実装。

既存商品の魅力を様々な角度で紹介して新規顧客の層を拡大して売上を向上

今後は、商品ラインナップを増やし、より幅広い顧客層を拡大するとともに、

リピート購入でも売上を獲得していく。



メディア掲載

Shopify×グロースについて様々なメディアで発信



アジェンダ

1. 立ち上げ直前・直後

2. 300万円まで

3. 1000万円まで
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何を売るか？

色々と調査をして販売する商品を決めていると思います
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● Amazon
● Aliexpress
● Alibaba
● クラウドファンディング
● キュレーション・口コミサイト
● Googleトレンド
● Googleキーワードプランナー
● Ahrefs、SEM Rush
● Facebook Ad ライブラリー



誰に売るか？

お客さんを徹底調査して、「買ってくれる理由」を腑に落ちるまで理解する。

このあたりもしっかり実践している方が多い。
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お金をかけずに顧客は調べられる。むしろ外注せず自分で調べたほ
うが顧客理解ができて良い。

● 顧客インタビュー
● アンケート
● LPテスト
● レビュー調査
● Q&Aサイト調査
● キーワード、ハッシュタグ
● SNS投稿



どこで売るか？

どこで売るかは案外アバウトに決められていることが多い
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スマホケース イラストスマホケース 革　イラストスマホケース



どこで売ると1番になりやすいか？
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 スマホケース
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イラスト スマホケース
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革　イラストスマホケース
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イラストスマホケース　犬
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ニッチに攻めればたいてい穴があります
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革 イラストスマホケース イラストスマホケース　犬

検索してもマッチするLPが見つからないことも多い



販促計画

有名なブランドでなければ、初期は力技で売上を作ることが必要
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顧客リスト収集

ストアリリース前から顧客リスト・フォロワーは収集する

26



27

ここからが本番です



300万円/月まで

売上獲得を重視してデジタルマーケティングの基本を愚直に実践する
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● DM営業
● アフィリエイター開拓
● Google/Facebook広告＆LP＆CRM
● コンテンツ運用
● イベント販売



DM営業

知人・友人、SNS上で仲良い人に、圧倒的にお得な提案を直接する

29

○○さんに絶対に喜んでもらえるプランを作っ
たので、ぜひ使ってみてください

おお、これはお得！ありがとうございます。

DM営業で売れなかったら商品や顧客を見直した方が良い



アフィリエイター開拓

良質な発信をしているアフィリエイターを開拓する

30

自社アフィリエイトプログラム用アプリ

本当に売れるアフィリエイター
は非常に少ない。直接口説く
必要がある



Google広告

Google広告は顕在層の開拓に便利な広告。

運用項目が多いため、工夫をすれば成果が出やすい。
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● ブランド名
● ショッピング広告
● リマーケティング
● キーワード広告
● ファインド広告
● GDN
● Youtube広告 etc

広告文・クリエイティブ
ショッピング画像
キーワード追加・除外
オーディエンス調整
曜日・時間帯調整
表示オプション改善
予算調整
着地ページ

売上実績が多くなるまではニッチに攻めた方が ROIが合いやすい



Facebook/Instagram広告

Facebook/Instagram広告は潜在層の開拓だけでなく売上重視の運用も可能。

SNSのエンゲージメントや顧客リストを事前に集めておく。
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運用時によくチェックすること
● 除外設定
● 初回IMP率
● フリークエンシー
● オークション重複



施策例：パーソナライズ販売

診断を使って顧客に合わせた提案をしつつ、見込み顧客のデータを収集し広告

やCRMに活用する

33



LP

広告の効果を最大化するため、LPを最適化する
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● キャッチコピー
● つかみ
● メリット
● レビュー
● 権威コメント
● データ
● FAQ
● How To Use
● オファー

改善方法の記事  >> https://storehero.io/ja/shopify/hotjar-product-page/



LPでよくチェックすること

35

ファーストビューですぐに離脱していないか確認 訴求がそもそもずれている可能性がある。

全体的に流し読みされていないか確認 決め手に欠ける（オファーが弱い）可能性がある。

プランが長く読まれすぎていないか確認 プランが理解しづらい可能性がある

テキストが長く読まれすぎていないか確認 読むのに疲れている可能性がある

特定の箇所を素通りしていないか確認 興味がないコンテンツの可能性がある

複数の商品を上下しながら見比べていないか確認 検討しづらい（複数商品の場合）可能性がある

確認項目 狙い



コンテンツ運用

広告の説得力を補完するためにコンテンツを充実させる

36

自社発信のコンテンツだけでなく UGCや権威性の活用も重要。レビュー、 SNS投稿、
インタビュー記事などは初期に注力して収集する



どのコンテンツが充実してないか？

サイト流入KWの差分を抽出するとどんなコンテンツが強い・弱いかわかります
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コンテンツ運用

ヒット作を1つ作れたら他のチャネルに全面展開する

38



（参考）コンテンツ作りで最近気になっていること

AIでキャッチコピーだけでなく、記事の本文や動画の企画も考えてくれるようになってき

た。
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イベント・新商品販売

イベントや新商品販売はしっかりと盛り上げる

40

期待感
投稿

商品リリース通
知

ティザー
ページ

途中報告
リタゲ/
再提案UGC促進



企画について

ブランドやSNSアカウントが弱いうちは、突発的なニーズや大きなイベントのニッ

チなニーズを攻めると結果が出やすい

41

直近のトレンド 大きなテーマの関連テーマ SNSでバズっているネタ



トレンドの使い方例

突発的なトレンドには素早く対応することが重要

42

トレンドのテーマでよく見られている商品

○○○○　  評判 悪い評判・レビューをチェック

悪い評判に対応す
る企画



イベント・新商品販売

イベントや新商品販売はしっかりと盛り上げる
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期待感
投稿

商品リリース通
知

ティザー
ページ

途中報告
リタゲ/
再提案UGC促進



期待感投稿

イベントや新商品販売はしっかりと盛り上げる
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期待感投稿

カウントダウン、コンテスト、途中経過チラ見せなどで盛り上げる
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施策例：自社クラファン

自社クラファンでもしっかりと盛り上がりを作れる
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販促計画

販促計画を立てて、予定して対応するイベントでも売上を作り、

年間通して継続的に売上を作れるようにする

47



1000万円/月まで

集客対象を広げつつ、見込み顧客から収益化する

48

● 集客拡大
● 施策間連携
● 見込み客への提案



集客拡大

あたっている流入経路で徐々に広げていく
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例：Google広告の場合
● 予算を増やす
● 部分一致に変更する
● キーワードを追加する
● CV獲得できているプレイスメントにアフィリエイト
● CV獲得できているYoutubeチャンネルに直接契約
● CV獲得できているKWで上位サイトにアフィリエイト



競合が変わる＆必要なコンテンツが増える

50

「革のイラストiPhoneケース」から「革のiPhoneケース」や「イラストiPhoneケース」に広
げると競合が変わり必要なコンテンツも変わる

競合が変わると差分コンテンツも変わる



チャネルを増やして集客拡大
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Google自然 Google広告 Instagram自然 Instagram広告 Pinterest自然 Pinterest広告

 △ ○ △ ○ ○ ☓

Blog メルマガ 自動メール LINE Amazon PopUp

○ ○ ☓ ○ ○ ☓

チャネルは対応しきれないぐらいに多いため、売上が伸び悩んだらチャネルを増やす
ことを検討する。



真似する＋強みを反映

52

新しいチャネルに挑戦する際、0から勉強するより、上位ストア・アカウントをベンチマー
クして、自分の強みを加えることから始めた方が早い

ベンチマーク対象の8割は真似をしつつ
● 他社が言えないことを言う
● 他社がつながっていない会社・人とコラボ

する

絶対にチェックするべき項目
● コンテンツ
● 被リンク＆フォロワー



1つのチャネルで勝っていると他のチャネルでも勝ちやすい
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コンテンツ

テーマの
一貫性

外部との
関係性

1つのチャネルを取れれば、他の
チャネルをハックしやすい

例
● SNSでバズったネタは記事にしても

検索上位表示されやすい。
● SNSで作った関係性があれば、被リ

ンクを集めて検索上位を狙いやすい



見込み客への提案

メール/LINEのリストが集まってきたら、セグメントを分けて提案する
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例
● カートに商品を追加
● 商品ページを何回も閲覧
● クーポンを持っている
● メールを1週間に何回も閲覧 etc



施策例：顧客に合わせたセグメントメール

高額商材を購入する顧客とそうでない顧客で提案するメールを出し分ける

55



施策間連携

集客を広げつつ見込み客を確保するには、

集客とCRMの連携が大事
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A商品
広告

A商品
メール

A＆B商品
メール

B商品
ページA商品

ページ

A商品LP 離脱

離脱



まとめ

グロースは仮説・検証の繰り返しで
楽しい活動です。

ヒーローになりたい方は
StoreHeroにご連絡ください。

楽しくグロースを実現しましょう！

お問い合わせ >> https://storehero.io/ja/contact/
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https://storehero.io/ja/contact/

