
Facebook広告攻略 
ワークショップ



3つの行動基準

1.「知る」よりも「やる」

2.「完璧主義」ではなく「6割主義」

3.「最低限」に価値を置く



本日のタイムテーブル

1.学科編1ー広告文の作成、広告費の計算

2.実技編ー実際に広告出稿

3.学科編2ー広告の改善

4.質問座談会



“ここに引用を入力してください。”Facebook広告とは？



Facebook広告



Facebook広告



Facebook広告の種類

1.Facebookページヘの投稿の表示を増やす

2.Facebookイベントの告知

3.Facebookページのいいねを増やす

4.Facebookページの動画の投稿を増やす

5.リードを獲得する広告（オプトインページがない場合）

6.自分のウェブサイトへのアクセスを増やす



Facebook広告の顧客層

・Facebookの国内利用者は2800万人

（データ参照：総務省統計局）



Facebook広告の顧客層

・Facebook広告は個人のニュースフィードに表示される

⇒中小零細企業の経営者

⇒個人事業主

⇒一般消費者

＊大企業向けの商品だと購入しづらい



“ここに引用を入力してください。”Facebook広告をやるべき３つの理由



1.即効性がある

1.ブログ

2.Youtube

⇒キーワードを攻略して、アクセスを集めるのに 
　平均100記事は必要であり、積み上げが必要

⇒動画の撮影、編集の手間 
　動画をある程度の数を更新する必要がある



1.即効性がある

3.PPC広告
⇒設定や管理が複雑であり、運用経験が左右する 
　キーワードの数が成否を分ける



2.潜在的なニーズにアプローチできる

商品へのニーズが顕在化していることは少ない

潜在化しているニーズへのアプローチがとても大切



ウェブマーケティングのポイント
Youtube顕在ニーズ

顕在ニーズ

ブログ

PPC検索検索連動型

Facebook

Twitter

FB広告

PPCディスプレイ

潜在ニーズ

潜在ニーズ

拡散 Google＋

無料

有料



潜在客へのアプローチが鍵

欲
求

必
要
性 おなやみ客 

9.5%
いますぐ客 
1％

まだまだ客 
80％

そのうち客 
9.5%



ウェブ集客テンプレート
Facebook

Twitter
PPC広告

FB広告

ランディングページ

Youtube

ステップメール・セールスレター
接触

ブログ

無料 有料

Google＋

拡散

商品購入



3.ターゲットを絞り込める

広告で成果を出すには・・・・

興味を持っている人に商品・サービスを提案する

興味を持たない人に、いかに広告を出稿しないかが鍵



3.ターゲットを絞り込める

■Facebook広告

■ブログ、Youtube、PPC広告

・ターゲットを指定して広告を出す

・キーワードを攻略して集客する



3.ターゲットを絞り込める

■Facebook広告

・実名登録制のSNS

・Facebook内で行われる、さまざまな興味・関心 
　行動がデータベース化されている

膨大なデータの中からターゲティングを行って 
くれるので、正確なターゲティングが可能



“ここに引用を入力してください。”ターゲティング機能



オーディエンスの絞り込みパターン

基本項目・詳細データ

いいねした人

類似オーディエンス

カスタマーファイル

いいねした人の友達

ウェブサイトトラフィック 
（リマーケティング）

オーディエンス機能



ターゲティング機能

・オーディエンス機能

・自分の保有しているリスト先に広告が出稿できる

・メールアドレス（メルマガ、名刺交換）

・ウェブサイトへのアクセス者



ターゲティングの種類

・基本項目

・地域

・年齢

・性別

・言語



ターゲティングの種類

・詳細データによるターゲティング

・ユーザー層

・行動

・趣味・関心



趣味・関心ターゲティング



ターゲティングの種類

⇒詳細なターゲット設定にキーワードを入れてみる



潜在リーチ数

潜在リーチ数は１万～５万人が目安



ターゲティングの種類

▶つながり

・自分のFacebookページに「いいね」した人

・Facebookページに「いいね」した人の友達

・自分のFacebookページに「いいね」した人を除外



ターゲティングの種類

・Facebookページに「いいね」した人

・自分のページに「いいね」した人

・さらにその「いいね」をしている人の友だちにも 
　広告を出せる

その友達は似た属性の人である可能性が高い



ターゲティングの種類

・さらにその「いいね」をしている人の友だちにも 
　広告を出せる

「いいね」の数が重要

Facebook広告で「いいね」を増やす



ターゲティングの種類



ターゲティングの種類

・カスタムオーディエンス

→既存のリスト、携帯電話番号

・ウェブサイトトラフィック

・カスタマーファイル

→サイトへのアクセス者



ターゲティングの種類



ターゲティングの種類

・特定ウェブページにアクセスした人



ターゲティングの種類

・リマーケティング

・自社サイトに訪れた人に追いかけて広告を出稿する

・リマーケティング期間は30日がベスト



ターゲティングの種類

・類似オーディエンス

・Facebookには自分のリストをアップロードする 
　ことができる

・自分のリストに似た人に向けて広告を出稿すること 
　ができる



ターゲティングの種類

・類似オーディエンス

・リストは1％～10％で拡張できる

・１,２段階目までが成約率は高い



ターゲティングの種類

・リストの拡張度

2800万人

28万

１％



類似オーディエンスで究極に絞り込む

▶類似オーディエンスのテッパン活用法

類似オーディエンス ×
自分のリスト

リマーケティング



“ここに引用を入力してください。”事前準備



1.誰を集客するか

・誰を集めるか

⇒ターゲティングで広告を出せるということは 
　ターゲット顧客を鮮明にしてくことが重要



1.誰を集客するか

最も理想的なターゲットを１人決定する



ターゲット選定１ 見込み客のデモグラフィック変数の分析

　 

　1.年齢 

　2.性別 

　3.世帯規模 

　4.所得 

　5.職業 

　6.学歴 

　7.住所 

　8.インターネット環境（利用時間、デバイス） 



ターゲット選定２ 見込み客のサイコグラフィック変数の分析

　 

　1.仕事 

　2.お金 

　3.人間関係 

　4.健康 

　5.流行への感度 



ターゲット選定２ 見込み客のサイコグラフィック変数の分析

価値観

ライフスタイル

＊それぞれ抽象化してまとめる



ターゲット選定３ 見込み客の悩み・願望分析

悩みや課題 願望・理想

悩みがなくなると？

裏ニーズ



広告文の設定

① 見出し：25文字以内

② テキスト：125文字以内

③ ニュースフィードリンク説明文：30文字以内
・ターゲットの悩みを解決できそうか？

・直接的な悩みに近いか？

・ベネフィットは明確か？

・広告っぽさが無いか？



広告文A＋B

「～にお悩みの～の方へ」

「～して～する方法」

A B

「新さ」「限定」「無料」

　「数字」　「パッケージ」
＋



広告文の設定

▶見出しの参考例

・700万人が～できるようになった

・無料で公開！

・たった1％が知る～
・今だけ期間限定～

→数字や限定性を入れると反応は良い



2.ビジネスモデルから全体で考える

・何のためにFacebook広告を使うのか

・1ステップマーケティングか 
　2ステップマーケティングを決定する

・何（商品・サービス）を広告するのか



ビジネスモデルの大地図

接触 接触 接触 接触

オンライン

オフライン

はじめの一歩 フロント ミドル バックエンド

高額
商品

養成
講座

会員制

FB広告

直接商品を販売する

１



ビジネスモデルの大地図

接触 接触 接触 接触

オンライン

オフライン

はじめの一歩 フロント ミドル バックエンド

高額
商品

養成
講座

会員制

FB広告

見込み客リストを取得して、接触してから販売

１ ２



3.かけられる広告費を計算する

・LTV（顧客生涯価値）

・1人のお客様が最終的にもたらしてくれる金額

・LTVを考えることで新規集客にコストをあてられる

・バックエンドがあることで早くビジネスが立ち上がる

予め広告費は算出しておく



3.かけられる広告費を計算する

1.KPI
2.Funnel
3.Payment
4.Value

▶KFPV指標で設計する



KPI

２つの重要指標

・CPA（顧客獲得単価 ）：1人獲得するのに必要な費用

・LTV（ 顧客生涯価値 ）：1人のお客様が支払う総額

※CPAがLTVより低いことを確認



Funnel

1.フロントエンド商品（　）円＝（　）円

2.バックエンド商品（　）円×購入率（　）％＝（　）円

3.ハイエンド商品（　）円×購入率（　）％＝（　）円

⇒１＋２＋３＝LTVとなる



Payment

LTV（　）円×広告宣伝比率（　）％＝広告費（　）円



Value

1件のメールアドレスの価値＝（　）円



Facebook広告の基本ポイント

1.Facebook広告の基本構造

2.カスタムコンバージョンの仕組み

3.ピクセルの仕組み



Facebook広告の基本ポイント

1.Facebook広告の基本構造

・キャンペーン

・広告セット

・広告



Facebook広告の基本ポイント

キャンペーン

広告セット 広告セット

広告 広告 広告 広告 広告 広告



Facebook広告の基本ポイント

▶キャンペーン

・商品や企画別にわける

（例）
Facebook広告１dayワークショップ



Facebook広告の基本ポイント

▶広告セット
・ターゲット

（例）
整体師のリストに向けた広告セット

・予算
・アクセス先のページ
・配信スケジュール



Facebook広告の基本ポイント

▶広告

・広告文

・画像



キャンペーンを作成

広告セットを作成

プロジェクト名

オーディエンス 予算 スケジュール

広告を作成

画像 テキスト



Facebook広告の基本ポイント

2.カスタムコンバージョン

・申し込み数を管理する仕組み

・申し込み完了ページを設定



Facebook広告の基本ポイント

3.ピクセルの仕組み

・リマーケティング広告に必須の設定

・WordPressやペライチ等のサイトの 
　head間に設置する

・ピクセルをインストールする



Facebook広告 サイト

ピクセルコード

訪問者を追いかけて、広告を出稿する



“ここに引用を入力してください。”スタートアップテンプレート



1.facebookページの作成



1.facebookページの作成

・カテゴリ 
・会社名　を入力する



1.facebookページの作成



1.facebookページの作成



1.facebookページの作成



1.facebookページの作成



2.ビジネスマネージャのアカウント作成

https://business.facebook.com/overview

アカウントを作成をクリック

https://business.facebook.com/overview


2.ビジネスマネージャのアカウント作成



3.広告設定画面に入る。

ビジネスマネージャを開き 
「広告を作成」をクリック



キャンペーンを作成

広告セットを作成

プロジェクト名

オーディエンス 予算 スケジュール

広告を作成

画像 テキスト



4.キャンペーンの目的を設定する。
テストを行うために 
キャンペーンの目的
を選択します。 

今回は 
「ウェブサイトへの       
アクセスを増やす」
を選択してくださ
い。



5.ウェブサイトを設定する

「ウェブサイトクリック」の箇所に 
 広告を出したいウェブページの 
 URLを入力する



6.アカウント情報の入力

・アカウントの国 
・通貨 
・時間帯を入力します。

※ここで日本以外の国を選択すると、 
　時差の計算が必要になるので注意です。



キャンペーンを作成

広告セットを作成

プロジェクト名

オーディエンス 予算 スケジュール

広告を作成

画像 テキスト



7.広告セットを設定する : オーディエンス

・地域　・年齢 
・性別　・言語

は、必ず選択し、その他の項目は 
任意で設定して下さい

広告セットの設定画面に入
り「オーディエンス」 
(広告配信対象)の設定を行
う



7.広告セットを設定する : オーディエンス

・地域　・年齢 
・性別　・言語

は、必ず選択し、その他の項目は 
任意で設定して下さい

広告セットの設定画面に入
り「カスタムオーディエン
ス」 
(広告配信対象)の設定を行
う



8.カスタムオーディエンスの作成方法

オーディエンス 
　　　↓ 
カスタムオーディエ
ンスの作成

主に 
・カスタマーファイル 
・ウェブサイトトラフィック 
から選択。



8.カスタムオーディエンスの作成方法



8.カスタムオーディエンスの作成方法



9.類似オーディエンスの作成方法

オーディエンス 
　　　↓ 
類似オーディエンス
の作成

ソースに元となるカスタムオーディエンスを選択 
オーディエンスサイズでより近いターゲットに設定できる



10.広告セットを設定する : 予算

今回は、1日の広告予算を500円に設定する

「予算」の設定を行う



10.広告セットを設定する : 最適化・価格設定

・最低推奨入札価格+5円程度で設定 
・面倒な場合は「自動」でも可能

最適化・価格設定 : 
「リンクのクリック」



キャンペーンを作成

広告セットを作成

プロジェクト名

オーディエンス 予算 スケジュール

広告を作成

画像 テキスト



11.広告を作成する : 画像

画像は、 
・アップロード  
・ライブラリ  
・無料ストック画像 
から選択

形式は、 
「１件の画像または動画
を使用した広告」に
チェック



12.広告を作成する : 画像

・画像サイズは 
1200×628px 
写真+テキスト 
無料で画像編集ができる 
Pixlr Editor(ピクセラエディタ)で作成できる

・広告画像は６種類 
ずつ設定しテストを
行う



13.広告を作成する : 画像

・文字がデザインになっている場合は、文字としてカウン
トされない

・グリッドツールで 
アップロードするだけで 
確認できる

・文字は画像面積の 
 20％まで

【グリッドツール】 
　https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay?
__mref=message

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay?__mref=message
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay?__mref=message
https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay?__mref=message


14.広告を作成する : テキスト

広告テキストの設定を行う 
・見出し 
・テキスト 
・アクション 
・ニュースフィードリンク説明
文 
の設定を行う 
「注文を確定する」を 
クリックする



15.支払先情報を登録する

最後に支払先情報を記入して、完成で
す。



“ここに引用を入力してください。”広告を改善する



Facebook広告のテスト

●広告のテスト

⇒テストの回数が精度を左右する

いつでも自分でテストできるかが極めて重要



Facebook広告の数値把握

３つポイント

1.広告クリック率

2.コンバージョン数

3.一人あたりの獲得単価（CPA）

⇒消化金額÷コンバージョン数



Facebook広告の数値把握

1.広告クリック率

2.コンバージョン数

⇒広告管理画面の「パフォーマンスとクリック」 
を選択すると確認できる



Facebook広告の数値把握



Facebook広告の数値把握

3.一人あたりの獲得単価（CPA）

⇒消化金額÷コンバージョン数



Facebook広告の改善

▶広告効果を見極める3つの基準

目標CPAの3倍の予算を使ってしまった1

想定CPCの2倍を超えている2

クリック率が0.5%くらい3



Facebook広告の改善

▶６つの改善ポイント

1.最適化設定

2.広告画像

3.広告テキスト

4.1日の予算

5.オーディエンスの追加

6.関連度スコア



広告セットの最適化設定

最適化：「コンバージョン」

・最低推奨価格＋～円程度で設定

・面倒な場合は自動設定も可能

・まずは設定して様子を見る



広告画像の改善

・画像は複数枚でテストを行う（最大6枚）

・成果の出る画像ははっきりとは分からない

・テスト結果に基づいて選ぶ

・広告らしくない画像を使用する

・１つの広告が300リーチに届いたら、クリック率 
　を確認→広告クリック率が4％程度であれば優秀



広告文の設定

① 見出し：25文字以内

② テキスト：125文字以内

③ ニュースフィードリンク説明文：30文字以内
・ターゲットの悩みを解決できそうか？

・直接的な悩みに近いか？

・ベネフィットは明確か？

・広告っぽさが無いか？



3.広告文の改善を行う

▶見出しの参考例

・700万人が～できるようになった

・無料で公開！

・たった1％が知る～
・今だけ期間限定～

→数字や限定性を入れると反応は良い



3.広告文の改善を行う



4.1日の予算の見直し

・予算の調節ステップ

・1人あたりの獲得コスト（CPA）をチェックする

・CPAの2～３倍の予算設定にする

・LTVも加味して設定する

・成績が良ければ、予算足しも検討



5.オーディエンスの追加

・メールアドレスをオーディエンスに追加する

・反応が鈍化してきたら、リストを追加する

・リストの追加を定期的に行う

⇒Facebook広告の肝はターゲティングなので 
　広告の出し先を常にブラッシュアップ



6.関連度スコア

・関連度スコアの確認

・1～10で評価される

・スコアが6以下のものは停止する

⇒スコアが低いと広告が出にくくなったり、単価が 
　上がっってしまう



“ここに引用を入力してください。”Facebook広告実践編



成果がいまいち出ない…

ここからが運用の開始



運用３つの視点

3つのポイント

1

2

ターゲット（出し先）の整備

魅力的なオファーの提示

3 美味しそうなコピーの作成



オファー

どこにオファー（餌）を投げるか？



オファー

どこにオファー（餌）を投げるか？



確認１：ターゲット

1.これまでの保有リストを整理する

2.カスタムオーディエンスを作成する

3.類似オーディエンスを作成する

4.サイトやLPのリマーケティングリストを作成する

5.リマーケティングリストの類似オーディエンスを作成



確認２：オファー

1.本当に魅力的か？断れないか？

2.緊急重要なテーマを扱っているか？（顕在）

3.低価格、もしくは無料であるか？

4.フロントエンド商品に繋がる内容か？



確認3：コピー

・治療を売っているか？

・希少性はあるか？

・注文方法は簡単か？

・すぐに得られる満足感はあるか？

・信じられる証拠はあるか？

・きちんとした理由はあるか？



一点集中マーケティング

・目的は一点に絞る

・いろいろ取ろうと思わない

・認知ー獲得ー育成（啓蒙）

・誰にだけ来てほしいか（排除は誰か）
• • • •



まとめ

1.広告出稿の事前準備

2.広告を練習出稿

3.広告を改善


