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「新しい」グローバルマーケットへようこそ
オンラインの世界、特にEコマース企業に関しては徐々に縮小しています。
 
実際、この文脈で「新しい」という言葉を使用するのは、まったく正しいわけではありません。
昨年、グローバルオンラインの売上高は2兆8,000億ドルに達し、2021年にはこの数字は4兆8,000億ド
ルに上昇すると予想されています。
 
しかし、問題も存在しています。
海外小売に関心のある多くの企業にとって、B2CのEコマースプラットフォームモデルは、今もなお絶
えず変化しています。
 
この種のEコマースビジネスモデルでは、需要と供給、商品の品質、アフターサービスにしばしば悪影
響を及ぼします。これは、海外の買い物客にとっても購入に影響する非常に重要な要素です。

B2C Eコマースプラットフォームをオプトアウトする必要があるという意味ではありません。ブランド
体験を補完するマルチチャネル手段として、2つは共存することができます。しかし、海外セラーを成
功させるには、D2C戦略を最初に調整しなければなりません。
このプレイブックでは、越境ECの背後にあるデータを調査し、海外販売を成功させるための準備方
法、適切なツールの使用方法を見い出し、統合して成長を促進します。さらに、我々は主要なブラン
ドの背後にある成功の秘訣を研究しているだけでなく、日本でのグローバルEコマースの将来のため
に、適応できるいくつかの成功事例も調査しました。

今年は、越境ECに取り組む事業者の数が急増し、多くの成功したEコマースブランドが登場しま
した。しかし、それらは競争によってのみ成長することができ、昨今、ますます激化する競争は、
多くの成功モデルや市場の激しい飽和をもたらします。

同時に、Eコマースの輸出業者は特定の主要市場への輸出に集中し始めています。ほとんどの場
合、越境EC事業者は少数の市場にのみ焦点を当てています。より国際的になるためには、情報の
範囲を広げ、新しい市場を開拓し、費用を増やすことなく良い機会を提供する必要があります。
これを実現するために、本プレイブックでは、海外の事業者が使用する広告商品と、お客様の目
標を達成するためのいくつかの成功事例も掲載しています。

2018年と2019年に、ShopifyはECプラットフォームの中で最もホットなトピックの1つとなりまし
た。実際、その利便性と豊富なアプリのエコシステムは、多くのEC事業者が始めた非独立ウェブ
サイトから独立したサイトの作成に切り替えるのに役立っています。この傾向は今後も続くこと
が予想されており、この機会をつかむ方法を意識しなければなりません。

日本の越境EC事業者は、効果的にデータを収集して、広告の最適化を行う方法を調査する必要も
あります。日本のブランドが世界に向けて販売できるように、Shopifyとこのプレイブックを使用
して、最高のマーケティングソリューションの詳細を把握し、成功へと近づくことを願っています。

Facebook Ecosystem Business Development Director

アイリーン



世界を熟知して未来を予測する

絶え間なく変化する相互接続の世界では、越境ECの巨大な市場を提供しています。特定要素と
不特定要素の両方の影響により、新たな機会を生み出した一方で、グローバル展開したり、イン
ターネットがもたらす利益をつかんだりすることは、100年に1度しか発生しない画期的なチャン
スなのです。

年間成長率が25%を超えると、グローバルインターネットの越境ECにおいては、従来の成長モ
デルを急速に上回ります。すさまじい成長から、すでに一定の穏やかな成長に移行しており、現
在は成長が遅い兆候を示していますが、それ以前には、急速な成長や反復がありました。このチャ
ンスをつかむことは、あらゆる人の夢であり、グローバルなチャンスをつかむことはすべての国
の夢なのです。越境ECの成長、Facebookチャネルとツールの適用、Shopifyのグローバルソ
リューションによって提供される傾向とビジネスチャンスを通じて、このプレイブックを使用す
ると、越境ECとその機会の要点をすばやく理解することができます。国境を越えて世界にリー
チし、国境を越えた世界を理解することは、ここから始まります。
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1. 越境ECトレンドとビジネスチャンス

2. Facebookの海外マーケティングにおける活用方法

3. Shopifyのサクセスストーリー事例

4. Facebook × Shopify — 0から1のマーケティングソリューション

アジェンダ



ソース: プレースホルダーテキスト。
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越境ECトレンドと
ビジネスチャンス



$1兆
グローバル展開Eコマースの世界中の顧客が 

2020年までに 消費する見込み額
(2018年と比べて約50%増)

出典: McKinsey & Company「The State of Fashion 2018」



出典: 世界規模の小売り/Eコマースのカスタマージャーニー調査(Facebookからの委託による、18歳以上の9,783人を対象にしたオンライン調査)。2018年6～7月。海外からの購入者に関するデータは6,543人の回答に基づく。
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世界中のほとんどの購入者は海外から購入している
海外から商品を購入した経験のある人



先進国市場の場合、海外か
らの購入者は全体の購入者
と比べて年齢層が低い傾向
にある

出典: 世界規模の小売り/Eコマースのカスタマージャー
ニー調査(Facebookからの委託による、  
18歳以上の9,783人を対象にしたオンライン調査)。
2018年6～7月。海外からの購入者に関するデータは
6,543人の回答に基づく。

新興市場の海外からの購入
者についても若年層に偏り
があるものの、同世代の全
体の小売り買い物客と比べ
ると差がない



出典: 「The Cross-Border Opportunity」、IpsosとPayPalによる、34,052人を対象にしたオンライン調査 (2018年5月)
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海外からの顧客の購入先上位国は米国、英国、ドイツ  
過去12か月にウェブサイトでオンラインショッピングした購入先国。

(中国を除く)  



海外からの顧客の 
購入品



アメリカ
衣料品
(28%)
靴 

(16%)
ジュエリー

(16%)

カナダ
衣料品
(40%)
靴 

(26%)
本 

(19%)

イギリス
衣料品
(32%)
靴 

(23%)
ジュエリー

(19%)

オーストラリア
衣料品
(39%)
本 

(25%)
靴 

(23%)

インド
衣料品
(43%)
靴 

(33%)
美容・パーソナルケア

(31%)

インドネシア
衣料品
(36%)
靴

(30%)
家電

(22%)

ブラジル
衣料品
(41%)
靴 

(30%)
美容・パーソナルケア

(29%)

フランス
衣料品
(34%)
靴 

(25%)
ジュエリー 

(16%)

ドイツ
衣料品
(49%)
靴 

(32%)
ジュエリー

(28%)

海外からの購入者の最も人気のカテゴリは衣料品と靴
海外から購入した商品のタイプ

出典: 世界規模の小売り/Eコマースのカスタマージャーニー調査(Facebookからの委託による、18歳以上の9,783人を対象にしたオンライン調査)。2018年6～7月。海外からの購入者に関す
るデータは6,543人の回答に基づく。



オランダ(32%)と英国(30%)は€10未満の商
品を海外から購入した人の割合が最も多い 

インド(31%)とルクセンブルク(31%)は€100
以上の商品を海外から購入する見込みが最も
高い  

出典: IPC「Cross-Border E-commerce Shopper Survey 2017」

海外からの購入の大半(60%)
は€50未満
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14%

21%

21%

18%

€10未満
€10～€24
€25～€49
€50～€74
€75～€99
€100～€199
€200以上

最近海外から購入した商品の概算価格



海外からの購入者が 
重視する点



出典: 世界規模の小売り/Eコマースのカスタマージャーニー調査(Facebookからの委託による、18歳以上の9,783人を対象にしたオンライン調査)。2018年6～7月。海外からの購入者に関するデータは6,543人の回答に基づく。

ほとんどの市場における海外からの購入の主な要因は価格 
(ただしインドとインドネシアでは商品の品質を優先)

海外からの購入を決断する際の重要な要素 
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世界中の海外からの購入者のうち、
配送料に関する情報が購入前に明
確に提供されることが重要だと回
答した人の割合

出典: IPC「Cross-Border E-commerce Shopper Survey 2017」

海外からの購入者は購入
前に価格の徹底した透明
性を求めている

70%



出典: 世界規模の小売り/Eコマースのカスタマージャーニー調査(Facebookからの委託による、18歳以上の9,783人を対象にしたオンライン調査)。2018年6～7月。海外からの購入者に関するデータは6,543人の回答に基づく。

パーソナライズされた商品の提案が購入を促す(特に新興市場の場合)

海外からの購入者の意見:「パーソナライズされた商品が提案されると、 
そのビジネスから商品を購入する傾向にあります」 

インド ブラジル インドネシア 英国 フランス 米国 カナダ オーストラリア ドイツ

34%35%
38%

41%43%
47%

52%

59%

71%



パーソナライゼーションの好みは国ごとに異なる

米国
関連性の高いプロモーション

(63%) 

関連性の高い広告 
(50%) 

魅力的な広告
(46%)

カナダ
関連性の高いプロモーション

(63%) 

関連性の高い広告 
(49%) 

アカウント情報の自動入力
(39%)

英国
関連性の高いプロモーション

(59%) 

関連性の高い広告 
(51%) 

自分に合ったおすすめ商品
(46%)

オーストラリア
関連性の高いプロモーション

(58%) 

関連性の高い広告 
(48%) 

自分に合ったおすすめ商品
(40%)

海外からの購入者にとって価値があると認識されているパーソナライゼーションのタイプ

インド
関連性の高い広告 

(64%) 

関連性の高いプロモーション
(62%) 

魅力的な広告
(62%)

インドネシア
関連性の高いプロモーション

(63%) 

積極的なカスタマーサポート 
(62%) 

自分に合ったおすすめ商品
(60%)

ブラジル
関連性の高いプロモーション

(73%) 

関連性の高い広告 
(66%) 

積極的なカスタマーサポート 
(62%)

出典: 世界規模の小売り/Eコマースのカスタマージャーニー調査(Facebookからの委託による、18歳以上の9,783人を対象にしたオンライン調査)。2018年6～7月。海外からの購入者に関す
るデータは6,543人の回答に基づく。

フランス
関連性の高いプロモーション

(63%) 

関連性の高い広告 
(43%) 

魅力的な広告
(43%)

ドイツ
関連性の高いプロモーション

(56%) 

関連性の高い広告 
(41%) 

アカウント情報の自動入力
(34%)



44%

出典: 1. IPC「Cross-Border E-commerce Shopper Survey 2017」2. 世界規模の小売り/Eコマースの 
カスタマージャーニー調査(Facebookからの委託による、18歳以上の9,783人を対象にしたオンライン調査)。  
2018年6～7月。 海外からの購入者に関するデータは6,543人の回答に基づく。

2倍

適切なタイミングで行わ
れるカスタマーサービス
も求められている



越境ECの消費者が気にかけること



57%
世界中のオンライン買い物客の 
意見: 「母国語で表示されない 
海外のウェブサイトでの買い物に
は抵抗がある」

47%
世界中のオンライン買い物客の 
意見: 「海外の通貨での支払いに
は抵抗がある」

• 出典: 「The Cross-Border Opportunity」、IpsosとPayPalによる、34,052人を
対象にしたオンライン調査(2018年5月)

言語と通貨も大きな障壁となる  



4人中1人
世界中のオンライン買い物客のうち、「配送時間が迅速でない」こ
とが海外のウェブサイトから購入しない要因になると回答した人 

約

• 出典: 「The Cross-Border Opportunity」、IpsosとPayPalによる、34,052人
を対象にしたオンライン調査(2018年5月)、IPC「Cross-Border E-commerce 
Shopper Survey 2017」  

配送時間の影響 海外からの取引における購入から配送まで
にかかる時間

15日以上

10～14日

8～9日

6～7日

4～5日

2～3日

翌日

同日 26%

15%

8%

14%

17%

13%

4%

1%



全体的な発生率は低いものの、生活者は
一貫性のある返品ポリシーを望んでいる

出典: IPC「Cross-Border E-commerce Shopper Survey 2017」

6% 57%

最近の購入で返品した、
世界中の海外からの 
購入者の割合 

(インドの買い物客の25%)

世界中の海外からの 
購入者のうち、シンプ
ルで信頼性のある返品
プロセスが重要だと 
回答した人の割合  

わずか



海外からのショッピングの 
妨げとなる要因



出典: 世界規模の小売り/Eコマースのカスタマージャーニー調査(Facebookからの委託による、18歳以上の9,783人を対象にしたオンライン調査)。2018年6～7月。 
国内の購入者に関するデータは3,240人の回答に基づく。

先進国市場の国内購入を優先する傾向は海外からの購入を妨げ、 
新興市場の場合は配送料やセキュリティへの関心が高い

0% 25%

海外から絶対に購入しない理由

「自国内や自国の地域内の 
ビジネスを支援したいから」  

「地元の商品が好きだから」  

「配送料が高すぎるから」  

「購入のセキュリティに 
不安があるから」  

0% 25%

0% 25%

0% 25%

“

“

“

“



海外からの顧客の 
購入手段 



各デバイスにおける過去12か月間の海外からの購入の割合 

ドイツ フランス カナダ オーストラリア イギリス ブラジル アメリカ インド

6%6%6%
1%2%2%2%1%

9%13%
5%16%11%11%7%8%

39%32%

28%20%
22%

15%
15%14%

46%50%
61%63%65%

72%76%77%

デスクトップ/ノートパソコン スマートフォン タブレット その他のデバイス (例: スマートテレビ、ゲーム機)

海外からの購入で好んで利用されるデバイスはコンピューター 
(モバイルが大きな役割を果たしている新興市場や米国を除く)

出典: 「The Cross-Border Opportunity」、IpsosとPayPalによる、34,052人を対象にしたオンライン調査(2018年5月)



海外からの購入者の間では
よりシームレスなモバイル
体験の需要が高まっている

出典: 世界規模の小売り/Eコマースのカスタマージャー
ニー調査(Facebookからの委託による、  
18歳以上の9,783人を対象にしたオンライン調査)。
2018年6～7月。海外からの購入者に関するデータは
6,543人の回答に基づく。

27%

34%

35%

38%

39%

49%

51%

66%

74%

そう思う: 「もっと簡単だったらモバイルでの購入を増やす」

「今後ワンクリックで購入できる機
能がブランドから提供されることを
期待している」と考えている人の割
合

インド 

68
%

イギリス 

48
%

アメリカ 

41
%



越境EC 2.0
Direct to Consumer (D2C)



Direct to Consumer（D2C）とは?
2019年は、越境ECが提供する前例のない機会にもかかわらず、プラットフォームベー
スの海外販売モデルは、課題の増加に悩まされています。業界での激しい競争が利益
を一掃し、プラットフォームから請求される手数料は毎年増加しており、プラット
フォームは独自のブランドを立ち上げサポートしています。この苦境から抜け出す方
法が、D2C Eコマースです。

D2Cは単一のチャネルに限定されず、消費者中心であり、オンラインやオフラインのエコシ
ステムにマーケティング、決済、物流、およびアフターセールスツールを統合してビジネス
を展開します。

• D2Cではお客様との関係を構築できます。プラットフォームベースの供給と販売とは異な
り、成功したD2Cブランドは、FacebookやInstagramなどのマーケティングチャネルを通
じて買い物客との関係を構築することができます。

• 「汎用」プラットフォームモデルからの脱却により、D2Cブランドでは、豪華な画像や洗
練されたビデオを問わず、複数の視点から、複数のフォームを使用して、商品のより鮮明
なストーリーを提供します。D2Cは、ブランドの長期的な成長の基盤となります。

• カスタマイズされたメール、ディスカウント、コンテンツマーケティングを通じ、ブラン
ドでは、常に買い物客の「粘着性」を高め、注意を引き付けながら彼らの再訪問を維持
し、徐々に長期的な関係を構築していきます。



B2C ECプラットフォームでのセラーの主な3つの懸念点
B2Cプラットフォームでは、商品や市場の初期段階のテストを可能にするだけではなく、新しい市場を開発する
際にセラーが多くの手順を節約できます。しかし、国際市場への参入には3つの大きな障害があります。

顧客データの欠如 競争による利益縮小 ブランド構築の難しさ

一方、近年では、オンライン小売でD2Cブランドが流入しています



B2C ECプラットフォームのセラーがD2Cに移行する理由

インターネットの普及に伴い、買い物客のオンラインショッピングに対する要求は高まっています。ブランド商品を探し、
シームレスなプロセス、使いやすいモバイルコンテンツページ、応答性の高いカスタマーサービスなどの高品質の消費体
験を期待しています。

消費者データの完全
なコントロール

利益の増加 より強いブランド

D2Cでは、B2C Eコマースプラットフォームモデルとは異なる独自の顧客体験を提供します
その価値は、ビジネスの強力なブランドストーリーを作成し、お客様とのより良い関係を構築するための考察を与えることにあります



The truth is that whoever 
owns data owns the future 

#1顧客データの管理

B2C ECプラットフォームおよびサードパーティプラットフォーム
で商品を販売する場合、顧客データを管理することはできません。
「一括管理」モデルを通じて、Amazonは急速な成長を遂げました
が、その一部は、Amazonプラットフォームで発生する消費により
提供される豊富な顧客インサイトでした。
 
B2C Eコマースにより多くのデータを渡すほど、管理できる範囲が
少なくなります。Amazonでは現在、450以上の自社ブランドを販
売していますが、これらは、彼らが管理するデータがもととなり、
その決断の結果にすぎません。

一方で、ブランドのD2Cウェブサイトでは、顧客データを取り戻す
ことができます。

1. お客様の消費習慣と人口統計データの直接管理により、
パーソナライズされたエクスペリエンスとプロモーショ
ンを作成できます

2. 過去の失敗から学んで、将来的により良いビジネスの意
思決定を行うことができます

3. マーケティングでは、お客様を維持しリピート購入を促
進するのに、データは不可欠です



#2利益率の管理
ブランドのD2Cウェブサイトを構築すると、様々なメリットが現れます。

広告費用の削減 激化する競争の回避 資本回転のジレンマ

サイト内のトラフィックをリダイレクトす
ると同時に、B2C ECプラットフォームで
はサイト外の購入トラフィックも制御し
ます。

D2C ECサイトがFacebookを介して広告
を出す場合、仲介手数料を削減するだけ
でなく、お客様のプロフィールも取得でき
るため、より多くのマーケティングチャネ
ルに展開して広告費用を削減できます。

お客様が特定の商品を探す際は、たとえ
あなたのブランドを探していても、競合他
社の商品も見る傾向が強いです。

さらに、ECプラットフォームの自社ブラ
ンドも確認します。何度となく繰り返され
る、低価格や多数のレビューは、最終的
には、たとえ商品の品質が優れていても、
生産者へのロイヤルティに勝ります。

価格が他のストアよりも高い場合、また
は他の人よりも評価が低い場合、売上を
失う可能性があります。

限られたキャッシュフローは、会社の運
営において重要な役割を果たします。キャッ
シュフローを維持するためのコツは時間
です。

たとえば、B2C ECプラットフォームで商
品を販売する場合、セラーは多くの手数
料をプラットフォームに支払う必要があり
ます。さらに、14日間の返品契約に拘束
されているため、資本回転率やビジネス
の成長能力に影響を与える可能性があり
ます。「P4Pプラットフォームの広告はどんど

んクレイジーになっているので、すぐに
利益縮小の圧力を感じるようになりま
す」
Dazadi CEO Jason Boyce



#3一貫したブランド体験
ブランドの価値を表現できる顧客体験を作成することは、競合他社を打ち負かし、お客様を獲得し、ロイヤルティを高めるための鍵となります。これ
を達成するための最初のステップは、ウェブサイトに臨場感あふれるブランド体験を作成することです。

カスタマーサービス

カスタマーサービスは、質問に答
えるだけの単純なものではありま
せん。お客様は、大切な客として
扱われ、必要なときにいつでもカ
スタマーサービスを受けることを
期待しています。 

ウェブサイトを訪れたときから、
購入して商品を受け取るときまで、
お客様は、各段階においてカスタ
マーサービスを期待します。

Shopifyでは、メールおよび
Facebookメッセンジャーとの統
合によりこれらのプロセスを効果
的に運営することができます。

ブランド名とロゴ

ブランド名は、次の点を満たしてい
る必要があります。

1.ブランドを定義するものを表現し
ている

2.お客様グループを引きつける
3.販売する商品とつながっている

また、ロゴはブランドの位置づけ
と個性を反映する必要があります。
適切なブランド名を考えたら、
ShopifyのHatchfulを使って、ロゴを
作成してみましょう。

ウェブサイトUX

ウェブサイトのすべての要素が
ブランドのポジショニングに
沿っていることを確認し、商
品ページから決済ページまで、
最適な顧客体験を提供します。

Shopifyのテンプレートとアプ
リを使用すると、各レベルに
おいて自由に表現することが
可能です。

高品質のコンテンツ

コンテンツは、お客様とのやり
取りの最前線であり、以下を含
める必要があります。

1.元の商品の説明。これらは、
商品の機能や強みを紹介する
だけでなく、お客様の質問に
も答えます。

2.高品質の商品画像。独自の商
品画像を作成する時間や素材
がない場合は、Shopifyの
Burstでフリー画像をダウン
ロードできます。

顧客維持

顧客維持とは効果的なエンド
ツーエンドのエクスペリエン
スを提供している成果による
ものです。

さらに、既存のお客様のLTV
を改善するということは、頻
繁にお金を使って新しいお客
様を獲得するよりも効果的で
す。このため、リピーターと
リピーター購入を監視するこ
とが最も重要です。



Source: Placeholder text.
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Facebookの海外マーケティ
ングにおける活用方法



FacebookはただのSNSではありません。 
ビジネス運営の強力なプラットフォームです。

Facebookはさまざまな目的に関連するマーケティング
プランやツールを提供し、測定プランの各段階を厳密
に制御することで、適切なKPIを定義することができま
す。それにより、ビジネスの実際の進捗状況を把握す
ることができ、購入フェーズ、その対象の様々な段階
で利用できます。



Facebookのピープルベースドマーケティング ー マーケティングへの最先端アプローチ
Facebookのピープルベースドマーケティング戦略では、クロスプラットフォームビッグデータが収集および統合されますが、実際の
人々の人口統計、興味関心、使用方法、消費習慣などの情報が分析され、対象者を正確にターゲットにし、最も価値のあるお客様を
発見します。ピープルベースドマーケティングでは、複数のデバイス間で実在のユーザーと連携し、複数の画面で持続的なマーケティ
ングを可能にし、広告主の要件に基づいてカスタムマーケティングプランを作成、実際の業績の測定を可能にして、すべての広告が
十分に使用され、広告のROIを最適化できます。

クロスデバイス
の追跡

オンラインでも 
オフラインでも連携

パフォーマンスの
測定



ピープルベースドマーケティングの5つの主な利点
Facebookのピープルベースドマーケティング戦略には、次の5つの大きな利点があります。

クッキーと比較して精度が大
幅に向上したユーザーのポジ

ショニング

デスクトップとモバイルにま
たがる頻度の管理

関連性が高いコンテンツと
潜在的なお客様

デスクトップおよびモバイル用
のデータ監視

シームレスなマーケティングエク
スペリエンスの作成のための連続
したコンテンツリリース



1 32
Facebookのピープルベースドマーケティングのベストプラクティス

ターゲティング ゴールを確認する 関連コンテンツを公開する

コアオーディエンス

カスタムオー
ディエンス

類似オーディ
エンス

ピープルベースドターゲティングモデルを

採用し、潜在的なお客様との関わりを深め

ます。

フルファネルマーケティングと自動リターゲ

ティングを使用して、効率を高め、費用を削

減して、トラフィックを増やします。

ブランド認知度を高める

関心を高める

購入を完了する

ロイヤルティと 
リターゲティング

モバイル第一の視点から考え始め、活

気に満ちた魅力的な広告とコンテンツ

の複数のタイプを使用します
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人を動かし、ビジネスチャンスを創出する

リーチ

人々は関心のあるコンテンツと関わり、

あなたのブランドについてさらに詳し

く知ることができます。曖昧なクッキー

データや偽のユーザーではなく、実在

するユーザーとやり取りします。

ターゲティング広告 本物のビジネスの結果

人々が広告に感動すると、無限のビ

ジネスチャンスが自然に開かれます。

さらに、プラットフォームでは実際

の業績を正確に測定できます。

強力なマーケティングおよび分析ツー

ルと正確なターゲティング機能を組み

合わせたFacebookデータは、主要な

ユーザーを見つけ、広告予算を効果的

に活用し、ビジネス目標を達成するの

に役立ちます。 



Facebookでは世界中のユーザーとつながることができます

FACEBOOK WHATSAPP MESSENGER INSTAGRAM 

Source: Facebook  Internal Data, Q2 2018   

• Facebookの月間利用者数（2019年9月時点）24億5000万人 
• Facebookファミリーアプリ（Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger）の月間利用者数 28億人
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Facebookの本名登録のポリシーがターゲティングをより正確に

65%
インターナショナルのオーディエンスターゲティング1 は65%

85%
Facebookのオーディエンスターゲティングの正確さ

2 は85%

出典: (1) Nielsen Digital Advertising Ratings, 2015年2月; (2) Nielsen Online Advertising Ratings Specification, 2015年3月



Facebookのオーディエンスターゲティングでは、AIを使用して、効果の高
い、大規模で正確なターゲティングを実現します

Facebookユーザーはすべて実在するユーザーで、強力なマーケティングおよび分析ツールと組み合わされたファーストパーティデータ
(Facebookおよび広告主データ) とサードパーティデータ (顧客データ) を提供します。Facebookの正確なオーディエンスターゲティング機能
は、主要なユーザーを見つけ、広告予算を非常に効果的に活用し、ビジネス目標を達成するのに役立ちます。

コアオーディエンス
Facebookの広告配信プラットフォーム
で、性別、年齢、関心などのタグを確認
し、ターゲットオーディエンスを選択し

ます

カスタムオーディエンス
マーチャント自身のCRMに基づい
て、これらをFacebookデータと照合
し、マーチャントの既存のユーザーを
見つけ、指示されたコミュニケーショ

ンを実行します

類似オーディエンス
マーチャントの既存CRMデータベースに基づき、独自の
高品質ユーザーをシードとして使用して作られる既存ユー
ザーの類似オーディエンスです。ターゲットオーディエ
ンスは大規模でより正確に見つかり、ターゲットを絞っ
たマーケティングとプロモーションが実施されます

ウェブサイト、アプリの
オーディエンス

広告エンゲージメントのオー
ディエンス

CRM 

類似オーディエンス

行動

ファン

興味関心

年齢と性別 CRM 既存の高品質ユーザー



類似オーディエンス

人口統計 上位1%
(18万人)

上位10%
(180万人)興味関心

最大類似度 最大類似度

性別

ファン

行動

年齢

利益

コアユーザーをシードとして活用して、同様の新しいユーザーを見つける
ウェブサイトやモバイルアプリの連絡先リストなど、既存のリードやお客様からの情報を利用できます。次に、大規模な類似オーディエ
ンスを作成し、正確なマーケティングのために特定の受信者に特定のメッセージを送信します。

シードオーディエンス 類似オーディエンス



ブランドプレゼンス

広告のROIは向上しましたか?

Facebookは、実際の業績の測定と詳細な洞察を得ることができるソリューショ
ンを提供します

オーディエンスの成果

ターゲット範囲を測定
して最適化する

ブランドの理解を深め、認知度を
高めます

販売成功

オンラインおよびオフラインの
販売チャネルの効果を測定する

すべての潜在的なお客様をうまくカバーしました
か?

さまざまなデバイスでユーザーにリーチできま
したか?

マーケティングイベントはブランド目標を達
成しましたか?

広告の再生や情報の関連付けはどのように実行され
ましたか?

販売を促進し、ダウンロード率を上げることができました
か?

Facebookのオンラインおよびオフラインのマルチデバイス測定機能



Facebookのフルファネル測定ソリューション

オーディエンスの成果 

(リーチ)

ブランドの成果 

(共鳴)

ビジネスの成果 

(反応)

人々にリーチする 

• Facebook広告マネージャー
• ニールセンデジタル広告視聴率 (DAR)
• ニールセントータル広告視聴率 (TAR)

ブランドを立ち上げる 

• Facebook広告マネージャー
• Facebookブランドリフト
• 外部サービスのブランドリフト

行動を促す 

• Facebook広告マネージャー
• デバイスおよびユーザーリフト
• 外部サービスによるコンバージョン測定
• マーケティングミックスモデル

ブランドの認知度を高め、オーディエンスを引き付け、関心を喚起することから、行動の促進まで、Facebookでは革新的なフルファネル測定
ソリューションを採用しています。各ステージには異なる測定指標があり、実際のマーケティング結果をより深く、より詳細に理解できます。



世界中にいる海外からの
購入者の大半はFacebook
が提供するアプリを利用

出典: 世界規模の小売り/Eコマースのカスタマージャー
ニー調査(Facebookからの委託による、18歳以上の
9,783人を対象にしたオンライン調査)。2018年6～7
月。海外からの購入者に関するデータは6,543人の回答
に基づく。

82%

86%

86%

89%

90%

93%

94%

95%

97%

Facebookが提供するアプリ

毎週利用しているプラットフォーム 
海外からの購入者*

*Facebookが提供するアプリの利用は一般的なものであり、必ずしも買い物やEコマース行動に関連してい
るわけではありません
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NEW SLIDE FOR THIS IN NEXT AREA

Facebookを使って
あなたのビジネスを
世界中に広めましょう



Source: Placeholder text.
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Shopifyの
サクセスストーリー事例
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世界的なブランドを作る

COLORPOP

ホームページ

MVMT 
WATCHES

KOPARI 
CLIQUE

PURA VIDA 
BRACELET

以下は5つの代表的なブランドで、各キーポイントを活用しています

商品ページ 報酬とサービス 定期購買 評価とユーザー生成コンテンツ

KOALA 
MATTRESS



ColourPop:

ホームページ

ColourPopは世界中に数多くのお客様を持ち、数千の商品を販
売しています。ウェブサイトの上部と中部で新商品を強調し、
最初の3つの商品列では商品画像も非常に高品質でカラフルな
作りとなっています。
 
テキストは非常にシンプルで、価格は大幅にディスカウントさ
れており、ブランドを即座に識別できます。各ページには、一
貫してローカライズされた次のヘッダーがあります。「アメリ
カでは30ドル以上で送料無料 | 50ドル以上で世界中送料無
料。」とお客様を惹きつけています。
 
フロントページを下にスクロールすると、「Shop the Look」
と「About Us」が表示されます。両方の列に、ブロガー、実
際のお客様、ブランドのミッションを示すことにより、ブラ
ンドをお客様に直接リンクしています。



MVMT Watches: 

商品ページ

MVMTの商品ページはシンプルな作りになっています。各商品を
個別に紹介し、高品質の画像を使用して表現します。各ページに
「すべての注文で送料無料」というプロモーションメッセージが
表示されます。

MVMTでは、別のアップセル手法も使用しています。ポップアップ
リマインダーの「交換可能なストラップ戦略」と組み合わせて、
スペアのバンドを追加します。これはお客様にとって非常に実用
的で、バンドの交換方法も説明しています。

下にスクロールすると、着用スタイルと商品仕様を説明する別エ
リアが見つかります。

下部では、MVMTは特定の商品を購入し、満足したお客様からの
コメントと評価を表示しています。また、この時点で、同様の商
品を宣伝するミニ広告が表示されます。



Kopari:
報酬とサービス

Kopariでは、ロイヤルカスタマーに独創的なプログラム 
(Clique) を提供しています。このプログラムにより、長期的
なお客様はポイントを集めて商品と引き換えることができま
す。CliqueのCTAが最初の画面の上部にはっきりと表示さ
れ、ポイントを獲得できるさまざまな方法が紹介されていま
す。
Kopari Cliqueメンバーは、プログラムへの登録、商品の購
入、ソーシャルメディアでのフォローとシェア、レビューの
書き込み、誕生日のお祝いなどの方法で報酬を得ることがで
きます。アイコンをクリックすると、Cliqueに招待されます

Kopari Cliqueに参加しなくても、訪問者は[サポートに連絡す
る] をクリックすることで誰でもKopariのカスタマーサービ
スを利用できます。さらに、Kopariではデスクトップではカ
スタマーサービスチャット機能も提供しています。メールア
ドレスと詳細を残したお客様は、勤務時間中 (チャットウィ
ンドウが表示されているとき) に返信を受け取ることができ
ます。



Pura Vida Bracelets:

定期購買

Pura Vidaの月額定期購買は非常にシンプルです。月額料金
または1回限りの支払いの場合、毎月3種類の専用ブレス
レットが贈られます。いつでもキャンセルでき、アメリカ国
内での送料は無料です。海外配送は毎月プラス5ドルのみで
す。

すべての情報はウェブサイトで見つけることができます。ま
た、お客様が満足しない場合は、いつでもキャンセルでき
ます。

また、ページでは最新の定期購買ギフトパッケージの画像
を使用した、ブーメランアニメーションが表示されます。ま
た「Shop Our Instagram」でも他の商品を見つけることが
できます。

商品を見て定期購買について詳しく知ると、「Pura Vidaを
選ぶ理由」とバナーが表示され、参加する5つの理由が強調
されます。ここでは、購読者からの何千ものコメントによっ
て購買意欲を高めます。



Koala Mattresses:

評価とユーザー生成コンテンツ

Koalaのミッションは、実店舗を廃止して、高価なマットレ
スを安価に提供することです。Koalaでは、ハイテク設計と
超高速配送を通じて、完璧な購買体験をお客様に提供します。

マットレスは注文後最短4時間以内に自宅に配送されます。
また、120日間のトライアル期間も提供しています。この期
間中に満足しない場合は、無料で返金をリクエストできます。

これらの約束を果たす一方で、Koalaは数千もの良い評価を
受けています。ソーシャルフィードバックなどのユーザー生
成コンテンツも非常に活発です。

これを最大限に活用するために、すべてのページにさまざま
な星評価を追加します。マットレスは当然、最高評価を得て
いる商品ですが、他の商品も絶えず追加しており、各商品ペー
ジの評価もそれに応じて増加しています。



Source: Placeholder text.
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Facebook × Shopify
0から1の

マーケティングソリューション
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Shopifyの大成功への重要な10のステップ

Facebookの越境ECにおける
グローバル最適化の秘訣

新しいインサイト
を発見

ターゲットオーディ
エンス

ローカライズされ
たクリエイティブ

世界中のお客様

レイアウトと特
徴を決定

言語翻訳

決済の利便性と
保証

カスタマー 
サービス

評価の収集
と表示

Eメールマーケ
ティング

正しい通貨を
表示

テンプレートを
選択

マーケティング
ファネル

顧客ロイヤルティ
を獲得

Shopifyの成功への重要な10のステップ



Shopifyの成功への重要な10のステップ

テンプレート
を選択

正しい通
貨を表示

マーケティン
グファネル

Eメールマーケ
ティング

評価の収
集と表示

顧客ロイヤルティ
を獲得

レイアウトと特
徴を決定

言語翻訳

決済の利便性と
保証

カスタマー
サービス



テンプレートを選択

#1

ブランドのウェブサイトを作成する場合、オンラインストアに
適したテンプレートを見つけることが基本です。悪いオンライン
ストアのデザインはお客様が離れてしまう理由となります。

Shopifyには100種類もの無料・有料テンプレートがあり、さら
に、業界やスタイルごとにも様々な種類を選択することができっ
ます。

今すぐに完璧なテンプレートを取得する必要はありませんが、
ブランド美学に合ったテンプレートを見つけるということは、
お客様にとっても魅力的な体験を生み出します。長期的には、
時間を大幅に節約でき、大きな変更を加えるためにウェブ開発
者を雇う必要がなくなるので、金銭面でも大きなセーブとなり
ます。



レイアウトと特徴を決定 

#2

フォントの色や種類 (どちらもブランドを宣伝する上で重要) 
などの詳細は簡単に決定できます。一方で、ウェブサイトのレ
イアウトはもう少し難しい内容です。これは、ウェブサイトの
バックボーンに相当します。テンプレートを選択するときは、
次のことを自問してみてください。以下の要件を満たしていま
すか?
• フィルター、サイト検索、またはその両方が必要か
• さまざまなニーズに対応するインタラクティブな商品ページ
か

• フルサイズの画像、グリッドレイアウト、または両方必要か
• マーケティング、SNS、ブログとの統合はどうか
• 商品範囲のナビゲーションはどうか



正しい通貨を表示

#3

越境ECでは、通貨選択の重要性を見逃すことはできません。
30,000人のインターネットユーザーのアンケートによると、
92.9%の人々が自国の通貨を表示するウェブサイトを選ぶ傾向
にあるという調査結果も出ています。

これを行う最も簡単な方法は、管理画面で必要な通貨を選択す
るか、複数の通貨アプリを追加することです。

また、Shopify ペイメントを使用することで、ウェブサイトで
多通貨決済機能を追加することが可能です。



langify

Weglot
Translate

Bablic
Translation

Multilingual
Shop

#4 Shopifyの翻訳アプリ

言語翻訳
翻訳は、ビジネスが成長するときに直面する最大の障害の1つで
す。アンケートでは、オンライン買い物客の75%が、母国語を表
示するサイトでのショッピングを好んでおり、67%がサイトにナ
ビゲーションや「部分的な」コンテンツの翻訳があることを望ん
でいます。

言い換えると、翻訳は必要な作業です。ストアを始めたばかりの
場合は、最大の市場を持つ国または地域の言語を選択してみてく
ださい。これにより、1つの越境ECサイトを作成でき、成長には
欠かせません。

さらに、取引確認、パッケージ明細表、領収書、請求書などのコ
ンテンツも翻訳することを忘れないでください。



上位

中位

下位

#5
マーケティングファネル
ECサイトの場合、コンバージョンはオンライン販売を意味しま
すが、これは初回訪問ではめったに起こりません。コンバージョ
ンプロセスでは、ファネルモデルを使用する必要があります。

上位: 消費者が初回訪問したときに、メール購読への参加、他
ページへのアクセス、SNSアカウントのフォローなど、摩擦の
少ないコンバージョンを優先します。

中位: ユーザーが上記のいずれかのアクションを完了した後のス
テップは、サイト上でFacebookの正確なターゲティングとメー
ルマーケティングからリピーターの相互関係を追跡することです。

下位 (それ以降): 最後に、商品ページからショッピングカートま
でのステップを最適化して、購入を繰り返します。
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#6 Shopifyのカゴ落ちリカバリーアプリ
 

決済の利便性と保証
統計によると、カゴ落ちは、EC市場での注文損失の75%を占めていま
す。これは、越境ECにおいて他の課題に直面する以前の問題です。

これを避けるには、まずは決済が簡単で柔軟でなければなりません。ま
た、証明書やセキュリティスタンプなどを表示して信頼を構築する必要
もあります。この一部は、信頼性が高く便利な決済サービスを提供して、
決済処理中に発生する可能性のあるさまざまな懸念を避けます。

決済は、翻訳によって対処する必要がある重要なポイントです。必要に
応じて、フォームのコンテンツを調整および配置できます。住所のコン
テンツは、特に長さとラベルもカスタマイズする必要があります。

また、カゴ落ちリカバリーアプリを通じて、フォローアップメール、
SMSメッセージやFacebookメッセンジャーの流れを作成でき、失った
注文を回復することも可能です。



Klaviyo Sumo

#7
Shopifyのメールマーケティングアプリ

Eメールマーケティング
メールマーケティングは世界中どこでもオンライン販売における最も効果
的な方法です。と同時に、人々はマーケティングやプロモーションメール
が負荷になり始めています。

メールは、ファネルモデルのさまざまな段階の人々に合わせてマーケティ
ング用にグループ化されます。これらの人々は次のようにグループ化でき
ます。

• まだ購入していない購読者
• 最近初めて購入したお客様
• すでに複数購入した既存のお客様
• 過去30～90日間に何も購入していない非アクティブなお客様

これらのお客様との関係を維持し、強化するために、Shopifyパートナーで
ある複数のメールサービスプロバイダーとの統合を通じて異なるグループ
を作成し、新商品の発売、報酬プログラム、ボーナス報酬などのコンテン
ツを送信することができます。プロセスも比較的簡単です。



Gorgias

Zendesk

Groove

#8 Shopifyのカスタマーサービスアプリ
 

カスタマーサポートとサービス
ビジネスをグローバルに展開するには、異なるタイムゾーン、
言語、および関連チャネルの検討が必要です。さまざまなサポー
トオプションは、国際的なブランドの優れたカスタマーサービ
スの基盤となります。

オンラインストアでは、詳細なFAQページ、物流、返品および
配送情報ページ、代替コミュニケーションチャネルとしての
SNSアカウントがあることを確認してみましょう。

今日では、優れたカスタマーサービスとサポートは、顧客ロイ
ヤルティの向上と、ブランド擁護を強化するのに非常に効果的
であることが認められており、ショッピング全体を通じてどの
ようにサポートを提供するかに集中する必要があります。
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#9 Shopifyのレビューアプリ
 

評価の収集と表示
世界的に有名なECサイトに成長する際には、品質と数量は同
様に重要です。上記の主要ブランドのほとんどは、ウェブサイ
トで評価と星評価を表示しています。これを迅速に達成するに
は、以下の領域に統合できるツールが必要です。

• ウェブサイト
• 注文履歴
• Eメールマーケティング
• SNSアカウント

1つのパネルで高度なアプリの自動リクエスト処理を使用する
ことで、誤った評価を回避し、評価の追跡、監視、公開を行
うことができます。



Shopifyの顧客ロイヤルティ獲得アプリ

Smile.io

LoyaltyLion S Loyalty

Swell Rewards

#10
顧客ロイヤルティを獲得
顧客ロイヤルティは、長期的な成功の秘訣です。これはすでに
多くのケーススタディによって証明されています。しかし、顧
客維持、購入頻度、生涯顧客価値、顧客推奨を強化するために、
ロイヤルティと報酬プログラムを通じてシステムを作成する必
要があります。

これらのプログラムの中には、景品、ディスカウント、プレリ
リース、商品クレジットなどの報酬が含まれています。

顧客ロイヤルティプログラムは、コミュニティにシェアできま
すが、ユーザー生成コンテンツは、既存のお客様をマーケティ
ング目的で活用するのに役立ちます。
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新しいインサイトを発見
ビッグデータを活用して、オーディエン

スと市場動向を把握する



FBIQ

オーディエンス

ツール1 ツール2

海外のマーケティングに欠かせないFacebookツール

オーディエンスインサイト

より多くのユーザーリサーチ、
深掘りされた情報、サクセス
ストーリーを検索する

セグメント化されたオーディエンスの
好みについて詳しく知ることで
商品やアセットの開発を支援する

マーケット



FBIQ



マーケティングユースケース: 成功を保証する市場について詳しく知る

ビッグデータを活用して、ター
ゲットマーケティングに関す
るあらゆるものを多面的に理
解する

Facebook IQ Cross Border Insights Finderでは、次のことが可
能です。 

1.インサイトを絞り込み、業界、地域、プラットフォーム、コ
ンテンツを活用して、ビジネスにとって最も重要な情報とビッ
グデータを取得する。

2.関連するインサイトを獲得して、実際のキャンペーンがより
適切にレイアウトする方法と、ローカル市場によりうまく
リーチする方法を理解する。



読みやすく、実行しやすい市場のインサイト

FBIQ

商品マーケティングは、ギフトコ
ンテンツとしてパッケージ化する

ことができます

より多くの予算をモバイルに投入する

マーケティング



インサイト



オーディエンスユースケース: ターゲット市場のレイアウトを理解する

Facebookオーディエンス
データを使用して、オーディ
エンスについての基本的な人
口統計情報を理解する

オーディエンスインサイトプラットフォームでは、次のことが可能
です:

• 対象オーディエンスを絞り込んで、対象オーディエンスのサイズ
と基本的な人口統計情報について詳しく知る

例えば、年齢、性別、関係ステータス、教育レベルでは、オーディ
エンスについての基本的な判断を下すことができます



オーディエンスユースケース: ターゲット市場のレイアウトを理解する

Facebookオーディエンス
データを使用して、ターゲッ
トオーディエンスの興味関心
や趣味を理解する

さまざまな人気カテゴリーで気に入ったホームページについて
詳しく知ることで、オーディエンスの詳細な分析を行い、商品
やブランドの傾向を理解し、よりきめ細かな広告を配信できま
す。
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正確なオーディエンス
越境ECの最新のゲームプランを活用しましょう



世界に販売することは
簡単ではありません

セラーが新しい市場を短期的に拡大する
のは容易ではなく、まずはオーディエン
スを定義する必要があります

不十分な顧客データとシグナル

広告がスケジュールどおりに配信されない

広告の予算管理と割り当ての難しさ
Fbは西/中央ヨーロッパの広告主に対して13の研究を実施 (36か国以上の世界規模のキャン
ペーン)。
   会社規模: 2018年10月、5つの業種にまたがる従業員の平均25～500名
 



Facebookは、多国籍企業の
事業拡大へのセラーの発見を
支援する新機能を展開します

Fbは西/中央ヨーロッパの広告主に対して13の研究を実施 (36か国以上の世界規模のキャン
ペーン)。
   会社規模: 2018年10月、5つの業種にまたがる従業員の平均25～500名
 

3つの新しい多国籍オーディエンスターゲ
ティング機能を公開

多国籍の類似オーディエンス

グローバルおよび地域の広告オーディエンス

動的言語の最適化



1 グローバルおよび地域
の広告オーディエンス



世界中または特定の地域で広告を表示し、将来の理想
的なお客様を見つけます

• グローバル—世界中に広告を配
信する 

• 地域 
• 地域 (ヨーロッパなど) 
• 国 (ドイツ、フランス、スペ
インなど) 

• 自由貿易地域: NAFTA (北米
自由貿易協定) など

機能概要

利点: より良い場所に高い予算を割り当て、関連するユーザーに広告を配信できます。



広告の分析方法
広告マネージャーにアクセスすると、広告掲載場所別の掲載結果を確認できます。



2 多国籍 
類似オーディエンス



生涯顧客価値の高いお客様

価値の高い潜在的なお客様

アクティブなアプリユーザー

FBまたは外部サービスのSDKおよびアプ
リケーションイベントを使用

ロイヤルユーザーもしくはアプリ内購入の
お客様の特性にリーチ

ウェブサイトコンテンツまたは
コンバージョンを発見 既存のファンにリーチ

理想的および潜在的なお客様に似たユーザーを探します
次のソースから新しい広告の類似オーディエンスを作成します

CRMライブラリー モバイルアプリのお客様

ウェブサイトの訪問者 フォロワーとファン



ステップ1: 広告オーディエンスに移動する

ステップ2: 類似オーディエンスを作成する

多国籍類似オーディエンス — 実用的なステップ



ステップ3:  シードオーディエンスリス
トの選択

同様のユーザーを検索する国
や地域を選択します。

多国籍類似オーディエンス — 実用的なステップ



3
動的言語の最適化



現地の言語を使用してお客様とのコミュニケーションをより良くする
6つの異なる言語を同じ広告に設定することができます。 
システムは、ユーザーの言語に基づいて自動的にそれらを表示します

必要な言語を設定する

• トラフィック 
• アプリのインストール 
• コンバージョン数 

• Facebookニュースフィード 
• Facebookの右の列 
• Instagramフィード 
• オーディエンスネットワーク 

• 単一の画像 
• 単一の写真 
• 軽い写真

キャンペーンの目標

広告フォーマット

配置



動的言語 
広告 — 実用的な手順

ステップ1: 言語を選択する

複数の国を対象に1つの広告セット

(例: マレーシア + 中国 + シンガポール + ベトナム)



ステップ2: 
「動的言語機能」の配置を設定する

動的言語 
広告 — 実用的な手順

• Facebookニュースフィード 
• Instagramフィード 
• Instagramストーリーズ

配置例



ステップ3: 
他の言語を追加する (最大5つ)

 
動的言語 
広告 — 実用的な手順

複数の国を対象に1つの広告セット

(例: マレーシア + 中国 
+ シンガポール + ベトナム)



広告の分析方法
各言語の広告のパフォーマンスを調べる 
[広告マネージャ] > [動的広告クリエイティブアセット] > [内訳] に移動してください。



多くの場合で、新しい多国籍ターゲティ
ングソリューションを使用すると、従来
のキャンペーン設定よりも低いコンバー
ジョン費用となります
Fbは西/中央ヨーロッパの広告主に対して13の研究を実施 (36か国以上の世界規模のキャンペーン)。
   会社規模: 2018年10月、5つの業種にまたがる従業員の平均25～500名
 



テストでは、新しい多国籍ターゲティング商品が非CBB商品よりも62%の時間で優れたパフォーマンスを示し、
コンバージョンあたりの平均費用が6.2%削減されることが示されています。

  クライア
ント01

+ 34%  
CPA

  クライアン
ト02

+ 11%  
CPA

  クライアン
ト03

+ 4%  
CPA

  クライアン
ト04

+ 2%  
CPA

  クライアン
ト05

+ 2%  
CPA

  クライア
ント08

-11%  
CPA

  クライア
ント09

-13%  
CPA

  クライア
ント10

-14%  
CPA

  クライア
ント11

-15%  
CPA

  クライア
ント12

-33%  
CPA

  クライア
ント13

-36%  
CPA

BAUの勝利 (信頼度90%)

CBBの勝利 (信頼度90%)

決定的な結果 (90% の信頼性)

  クライア
ント06

-5%  
CPA

  クライア
ント07

-5%  
CPA

CBB では CPAが低い

CPAsの平均改善率: 
6.2%

CBBではCPAが高い

徹底的な研究での平均
CPAの改善: 11.7%

Fbは西/中央ヨーロッパの広告主に対して13の研究を実施 (36か国以上の世界規模のキャンペーン)。
   会社規模: 2018年10月、5つの業種にまたがる従業員の平均25～500名
 



サマリー テストの結果、多くの場
合で新しい多国籍ターゲ
ティングは、海外へ向け
たターゲティングよりも
優れたパフォーマンスを
生み出しました。-6.2%

新商品は、平均で以下の割合でコン
バージョンの費用を削減します

Fbは西/中央ヨーロッパの広告主に対して13の研究を実施しました (36か国以上の世界規模
のキャンペーン)会社規模: 2018年10月、5つの業種にまたがる従業員の平均25～500名
*ベイジアンメタ分析手法に基づいて、95%の確率でCBBがBAUを上回る確率は 
50%を超えています

 



1 2 3

おすすめの活用方法

多国籍ターゲティング商品は、広告
配信を最大化するための早期配信に
適しています。

3か月のテストの後、海外のターゲ
ティング商品とBAUを海外のポジ
ショニング商品を使ってグループテ
ストを再試行することをお勧めしま
す。BAUがCBBよりも良い結果が出
たらすぐに、BAUに切り替えましょ
う。

お客様や市場データのない新
しい市場に進出する場合、海
外ターゲティング商品を使用
して適切なオーディエンスをす
ばやく見つけることをお勧め
します。

Fbは西/中央ヨーロッパの広告主に対して13の研究を実施 (36か国以上の世界規模のキャンペーン)。
   会社規模: 2018年10月、5つの業種にまたがる従業員の平均25～500名
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8

ローカライズされたアセット
アセットをオーディエンスに伝える



ローカライズされたクリエイティブとユニバーサルクリエイティブとの違い

ブランドのストーリー

商品のユニークな販売ポイント

商品がどのように 
お客様の問題を解決するか

ローカルな休日を祝う

ローカル機能 、商品が 
ローカル環境に適している理由

主要なローカルの祝日
オーディエンスと一緒に祝う

現地時間に合わせる 

ローカルのソーシャルトークポイント
ソーシャルディベート

ユニバーサル
クリエイティブ

ローカライズされた  
クリエイティブ



Let us do the grunt work so you can focus on 
what you love. 

Learn More
Free for 30 days! 
Do more of what you love.
Linkgoeshere.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do magna aliqua. Ut enim ad 
nostrud exercitation.

Headline goes here
Lorem ipsum dolor sit amet, ut consectetur.
www.linkgoeshere.com

SHADEFRE

Shop Now 

オーディエンス
長い時間屋外にいる人

利点
より効果的な保護

言語
英語

ユニバーサル広告
商品がユーザーの問題をどのよう
に解決するかを効果的に説明する

ストーリー
アウトドアで過ごす時間を増やす

ユニバーサル広告 vs ローカライズされた広告 

http://www.linkgoeshere.com/


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
magna aliqua. Ut enim ad nostrud exercitation.

Headline goes here
Lorem ipsum dolor sit amet, ut consectetur.
www.linkgoeshere.com

Pretzel Prince

Shop Now 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
magna aliqua. Ut enim ad nostrud exercitation.

Headline goes here
Lorem ipsum dolor sit amet, ut consectetur.
www.linkgoeshere.com Shop Now 

Pretzel Prince

ローカライズ
された広告
イベント

私は香港の会社で、自分
の商品をアメリカのお客
様に宣伝したいと考えて
いました。

そこで私はスーパーボウ
ルを商品を宣伝するテー
マとして使用しました。

ユニバーサル広告 vs ローカライズされた広告 



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
magna aliqua. Ut enim ad nostrud exercitation.

Headline goes here
Lorem ipsum dolor sit amet, ut consectetur.
www.linkgoeshere.com

Zoomture

Shop Now 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
magna aliqua. Ut enim ad nostrud exercitation.

Headline goes here
Lorem ipsum dolor sit amet, ut consectetur.
www.linkgoeshere.com Shop Now 

Zoomture

Zoomture
Sponsoredユニバーサル広告 vs ローカライズされた広告 

ローカライズ
された広告
時間

私はオーストラリアの会社
で、旅行商品をイギリスの
お客様に宣伝したいと考え
ていました。

そこで私はローカルの季節
を利用して、イギリスの雨
と、晴れたオーストラリア
を、商品の宣伝テーマとし
て比較しています。



Zoomture
Sponsored

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
magna aliqua. Ut enim ad nostrud exercitation.

Headline goes here
Lorem ipsum dolor sit amet, ut consectetur.
www.linkgoeshere.com

MSI Gaming

Shop Now 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
magna aliqua. Ut enim ad nostrud exercitation.

Headline goes here
Lorem ipsum dolor sit amet, ut consectetur.
www.linkgoeshere.com Shop Now 

MSI Gaming

ユニバーサル広告 vs ローカライズされた広告 

ローカライズ
された広告
ロケーションと言語

私は台湾の会社で、ハード
ウェア商品をヨーロッパの
お客様へ宣伝したいと考え
ていました。

そこで、私はローカルの言
語と場所を使用してオーディ
エンスに参加している感覚
を与え、商品を宣伝する
テーマを作りました。



�104

ありがとうございました！


