
リサーチWEBプロモーションのご提案
顧客心理を把握しながら、より効果的にコンバージョンを向上させる



ご提案の背景

WEB通販を利用する人口が増えるに従って、「今までのマーケティング手法が通用しなくなった」「CPAが高騰した』
「LPの CVRが低い」・・・という声をお聞きすることが増えてきました。
その原因をヒアリングすると、必ず消費者からは「どの会社もやり方が同じ」「売り売りの要素が強すぎ」「全然わかっ
てない」という声が聞かれます。

そこで今回のご提案では、リサーチモニターを活用することでより、評価内容によって広告出稿前に改善し、ターゲッ
トに近い人々に、さらに＂刺さる＂クリエイティブをご提案いたします。

また「リスティング広告以外の集客はないだろうか」「より効果的なランディングページへの集客がほしい」というお
声に役立つサービスとして、「送客型のリサーチプロモーション LP」をご提供します。
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モニター評価付き LPのご提案

根拠あるクリエイティブで確実なCVR向上



クリエイティブの現状とは

これまでクリエイティブは、社内担当者やデザイナーの「経験」
や「勘」「センス」に頼って決定される傾向にありました。
広告を出稿するまでCVの結果はわからないため、大量に安くク
リエイティブを作らざるを得なくなっています。CVがよかった
理由が何か、逆に悪かった理由が何か、具体的にはわからないま
ま次のクリエイティブ制作に取り掛かり、広告費がかさんでしま
う結果に。

ターゲットにより近い属性やライフスタイルを持つモニターを抽
出し、広告出稿前にクリエイティブを評価・改善します。具体的
に広告を見せて具体的に評価がもらえるため改善もしやすく、デ
ザイナーから通販ご担当者様までチーム全員がPDCAの共通指
標を持つことができます。
その結果、よりCVRの高いクリエイティブを作ること
ができ、広告費や制作費を節約することができます。

出稿するまで効果がわからないクリエイティブ。
ウンザリしていませんか？

勘？
センス？

出稿前に
モニター評価

広告費が
高騰！

共通指標
PDCA



モニター評価付 LP 客観的評価を反映させた根拠あるクリエイティブ

モニター例

仮制作 検　証

ターゲットに近い属性のモニター
200人にヒアリング

年齢　43～58才
性別　女性
職業　有職
年収　400万円以上
興味　美容費に月 2万円以上使う
悩み　肌の乾燥を持つ

このモデルはイメージが合わない。
理由：ポーズがわざとらしい

このモデルは年齢が合わない。
理由：自分のことと思えない

商品の写真がきれい。
理由：みずみずしさが好印象

企画制作したクリエイティブを
納品前に調査

クリエイティブを見ながら
具体的に評価

モニターからの評価を
取り入れた改善

改　善

広告を出す前に
最適なデザインに
改善できる

顧客に近い
モニターが
具体的に評価

「キレイなデザインなのにCVRが悪い」「どこを改善したらいいのかわからない」というお声から生まれた“根拠あるクリエ
イティブ”。弊社が企画設計した仮制作のLPや広告などのクリエイティブに対して、納品前にモニターテストを行います。
モニターは、性別や居住地域だけでなく、所得や趣味、お悩みなどからも選択でき、ターゲットにより近い条件で抽出します。
そのため、クリエティブに対して具体的に評価された点は改善しやすく、CVR向上にダイレクトに効果を発揮します。



ターゲットにより近いモニターを抽出すれば、アンケート内容の企画や配信・回収・レポートまで最短3日で納品すること
が出来ます。アンケートの内容・アンケート項目などは調査のプロがしっかり作成し、正しいレポート結果を導きだします。

クリエイティブ評価テストの実施

仮制作中の LPなどクリエティブを
用意して、テストを実施します。ア
ンケート内容などは、プロに依頼す
ることができ、最適な回答を得られ
ます。

500万人から 2000項目を超える属
性でターゲットに近いモニターを抽
出します。WEBアンケートで、配信・
回収・集計もスピーディー。

回答結果は最短 3日でWEB上のレ
ポート画面に集計されます。ヒート
マップを活用した結果で具体的にわ
かります。

比較も
できる

500万人
モニター

最短 3日

アンケート実施 レポート・集計2 3モニター選定1



送客型リサーチプロモーション LP
アンケートで教育しながらしっかり送客できる



調査モニターにアンケートを実施し、ランディングページに送客します。
アンケートで商品の特徴や訴求ポイントを理解しながら回答するため、ランディングページでのCVRが非常に高いのが
特徴です。また、アンケート内容は、調査対象者の認知度や習熟度によって、設問の内容やビジュアルを自由に設定す
ることができます。回答アンケートは分析することによって、購入者の選択理由等が明らかになる他、購入意向はある
が非購入だった理由がどこにあるのか知ることができ、PDCAの改善に役立てることができます。

ターゲットに近い対象者選定 アンケートで回答

LP に送客

購入意向あり

購入意向なし

回答しながら
しっかり
習熟

CVRが
高い！

購入

非購入

アンケート・プロモーションの流れ
なぜ買ったか
理由が
わかる！

買いたいけど
買わなかった
理由は？

買わない
理由が
わかる！

▶

これまではわからなかった
心理データが把握できます！

リサーチモニターとアンケートシステムを利用
心理

送客型リサーチプロモーション LP



活用シーンとは

LPにダイレクトに送客できる「アンケートアド」を利用したプロモーション LPは、「ブランド認知」「商品購入」
「資料請求」など様々なアプローチに活用していただけます。

ブランドや商品を
知ってもらいたい

LP にもっと
集客したい

口コミを
集めたい！

会員登録
して欲しい

商品を試して
欲しい！！

訪問者を
分析してみたい

資料請求
して欲しい



事例紹介

リスティング、ディスプレイ広告、アフィ
リエイトなど、一通りのプロモーション
を実施しているが、特にアフィリエイト
での獲得顧客のリピート率が低く、LTV
（Life Time Value）が上がらない

アンケートプロモーションで、効果・
効能や他社製品との比較を丁寧に訴
求。なぜ、どうして現状の製品を使っ
ているのか？ユーザーへ問いかける
ことで、製品への理解や思考を深め
るアプローチを行った

状　況 アンケート 成　果

化粧品メーカー様事例：通信販売主体の化粧品のリピート率を引き上げたい

引き上げ率
２倍

既存のアフィリエイトと比較すると、初回
利用（トライアル）のCPAは、若干の割高
となったが、継続利用に関する引き上げ率
（CPO）が約 2倍の実績となり、
LTVに対する費用対効果が
大きく改善

▶

新規アプリ発売に伴って、早期に立ち上
げたい。プレリリース時に想定ターゲッ
トから使用感について評価を得たい。
新規アプリのダウンロード数を増やした
い／レビュー数を増やしたい。

アンケートプロモーションで、調査
で条件を絞り込み、ターゲット条件
に合致するユーザーに対して、利用
を打診。利用意向のある方へ実際に
利用してもらい、事後アンケートで
使用感などを聴取

状　況 アンケート 成　果

アプリ事業社様事例：新規アプリのダウンロード数を増やしたい

CPI
低減

事後評価の内容を受けてアプリのUI を調整
し、リリース 使い勝手に関して高評価を得
ることができた。
CPI 数百円で数万件のダウン
ロード数を獲得することができた。

▶



モニター属性

大規模な消費者パネルネットワークよりアンケートを通じてデータ構築。
オンラインログからはわからないユーザーデータを元にターゲティングが可能です。
基本属性だけでなく、2,000 項目にわたるセグメントをご用意していますので、よりターゲットに近いモニターを
選択していただくことができます。

約 2,000
セグメント！

実際のモニター属性をご覧ください（資料別途）



アンケート画面

アンケートに回答することで、商品理解が深まります。
またモニターの習熟度、関心度によって、設問を変えて表示することも可能です。

1

2

3

QA形式で情報を確実に届けることが可能

画像・動画も自由に掲載でき、より印象的！

回答者の習熟度によって内容を変更可能！

しっかりと理解を深めることで
LTVの高いユーザーの獲得を実現

商品を
知っている人

商品を
知らない人



LP への送客

アンケートで使用意向を
確認する

優良顧客
予備軍

しっかり商品理解して
使用したい人が LPで購入

アンケートの最後に使用意向を確認し、使用意向があった方には LPをオススメして送客します。すでにアンケート
によって商品理解が十分にできている状態ですので、より購買に結びつきやすくなります。
また、しっかり納得していることは LTV向上にも役立ち、将来の優良顧客を集客することになります。

心理

商品の
使用意向

LP に送客

購入データと心理
データが把握できて
いる顧客データベー
スができる



非購入者の追跡

これまで購入しなかったユーザーが、「どんな人なのか」「どうして購入しなかったのか」を知ることはできませんで
した。特に、「使用意向はあるのに購入しなかった」理由がわかれば、訴求点やクリエイティブの改善をすることが
可能となります。

離脱の理由がわかる 後追い調査が可能

１ ２ ３

ファーストビューでの離脱、カート
落ちなど、CVしなかった層の属性
や意識を明確に把握することが可能
です。

LP送客後に離脱理由を聴取したり、
数ヶ月後に追跡リサーチを実施する
ことが可能です。

追加プロモーションが可能

LPに送客したユーザーに対して、数ヶ
月後に追加プロモーションを実施す
ることが可能。非購入者の引き上げ
も可能にすることができます。

ターゲット顧客＆訴求ポイントを把握しただけでは終わらず、
そのターゲットにダイレクトにリーチができる

一気通貫の集客・獲得施策がワンパッケージで実施可能
POINT

？？



お問い合わせ先

株式会社ディー・スタイルクリエイト

福岡市中央区天神１－７－１９－１５

TEL　092-717-3336

info@dstyle-design.com

住所

連絡先

http://dstyle-design.comURL

オンライン・デモンストレーションをご用意しております。
お気軽にお申し付けください。




