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1-1. 市場背景

◆サードパーティクッキー廃止期限が迫る

➢ リターゲティング広告が出来なくなる！
（2023年chrome仕様変更）

➢購買意欲が高いユーザーのみを追いかける手法か
ら、認知、理解促進、エンゲージメント向上といった
正攻法のマーケティング手法への回帰

➢コンテンツマーケティングへの注目が高まってる ＜出典：HubSpot Research、グローバル調査、2019年11～12月＞

Q.コンテンツマーケティングに積極的に
投資してますか？

約70％

▼アンケート調査
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1-2. コンテンツマーケティングの重要要素

①ユーザー理解に基づくコンテンツ制作

★ニーズ分析

②コンテンツ閲覧数の確保

★SEO（キーワード分析）

★誘導（ターゲティング・動画）

③理解促進・エンゲージメントの向上

★ナーチャリング

ニーズ分析

◆コンテンツマーケティングに必要な3つの要素

しかし、多くの企業が抱える問題点・・・
長期施策で運営に手間と時間がかかるため、手軽に出来ない
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1-3. gooが出来るコンテンツマーケティング

①ユーザー理解に基づくコンテンツ制作

★gooのファースト・パーティデータによ
るニーズ分析

◆gooコンテンツマーケティングの強み

データボリューム
約6.8億PV/月
約1.4億UB/月

②コンテンツ閲覧数の確保

★gooドメインパワー

ドメイン年齢：26年
被リンク数：2.4億以上

★オリジナル誘導プラン
アニメーション動画制作
多種多様な誘導掲載パートナー

③理解促進・エンゲージメントの向上

★豊富なタイアップ実績
年間10本以上
10万PV以上の記事も多数

★goo上でのプッシュ通知
ユーザー理解度に合わせた回遊
【Coming soon】

ニーズ分析

ナーチャリング

検索結果
上位表示
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1-4. ユーザー理解に基づくコンテンツ制作

検索キーワード分析とgoo独自のウェブ行動データを活用したニーズ分析
・検索キーワードや教えてgooの閲覧行動データをクラスタリング分析。世の中の潜在的なニーズをグルーピング。
・SEO上位表示サイトのキーワードを分析。競合他社のコンテンツ内容を知ることで狙うべきキーワードを決定。
・教えて!gooのデータを分析することで、ペルソナ像を作成。さらにQA記事を深堀りしコンテンツのアイデアを抽出。

検索クエリおよびQ＆Aデータの
クラスタリング分析 ユーザ―インサイト分析

データを活用した
SEO上位表示サイトのキーワード分析

× ×

ユーザー理解に基づくコンテンツの企画・制作により
集客力のあるサイトを構築します！

世の中のニーズをグルーピング 競合他社のサイトを分析より深いユーザインサイトを導出



8

1-5. ニーズ分析サンプル（キーワード：住宅ローン）

Q&Aデータからみるユーザーインサイト

A：返済シミュレーション

C：支払い

B：保険 F：控除

D：年収

E：ブラックリスト

検索データ からみるユーザーインサイト

【検索データ】
キーワード「住宅ローン」の検索クエリを分析したところ、６種類のユーザーインサイトに分類ができ、「A：返済シミュレーション」「B：加入するべき保険」「C：月々の支払い」「D：年収に応じたプラン」はこれから
住宅ローンを検討している人に関するインサイトであることがわかった。
中でも「A：返済シミュレーション」に関しての興味関心度合いが高いと推定される。

【QAデータ】
閲覧ボリュームの多いQAは主に「住宅ローンの返済」「住宅ローンの審査」の２種類に分類される。返済については、住宅を購入済の人が「返済に対して必要な最低収入」や「完済後の対応の確認」などの疑問
に持ち、審査については、住宅購入を検討している人が「基準や審査落ちの原因について」の悩みを抱えていることがわかった。

閲覧ボリュームの多いQAタイトル

47歳 無職 男です。仕事が見つかりません。何の資格も有りません。独
身 家持ち 住宅ローン、車のローンがあります。

CICに傷だらけだけど、住宅ローンに通ったことある人っていますか？

住宅ローン本審査に落ちました………。

住宅ローン完済時に、権利証は返却されるのですか？

労金の住宅ローン審査に落ちてしまいました。

尿酸値を下げる薬の服用に伴い住宅ローンの団信への影響について
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1-6. コンテンツ閲覧数の確保（SEO）

gooドメインパワーで検索上位表示
・ドメイン年齢26年（1997年サービス開始）、被リンク数2.4億以上
・選定キーワード：検索ボリュームと検索上位の競合状況を分析して決定

▼ahrefs：「goo.ne.jp」ドメイン評価 ▼キーワード選定

ペルソナ像

関連キーワード

ニーズ分析 SEO調査 キーワード選定

キーワード
ボリューム調査

キーワード
競合調査

決定

ドメインレーティング参考値
• facebook.com 100
• twitter.com 99
• note.com 91
• cookpad.com 86
• allabout.co.jp 84
• diamond.jp 82
• gree.jp 76
• gunosy.co.jp 67
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1-7. キーワード調査サンプル（住宅ローン_審査）

【SEO競合】
住宅ローンを提供している銀行系サイトのほかに、ブログ記事などの情報サイトも上位に入っており、それ
らのドメインランクが高くないことから上位が狙える可能性が高い。
SEO競合サイトの上位では、「審査基準」「審査理由」についての記事が多く、特徴語としては、「書類」
「年収」「年齢」などがみられる。
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goo上にいるペルソナ像とマッチしたユーザーを誘導
・goo媒体データ（ファーストパーティー・データ）を活用して、精度の高いターゲティングが可能
・Youtubeやソーシャルメディアにもペルソナ像にあったカテゴリー配信

1-8. コンテンツ閲覧数の確保（誘導-1）

▼goo該当ページ

誘導枠

プロモーションに
マッチしたページ

goo媒体データ活用

▼誘導連携メディア一覧
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動画によるコンテンツマーケティングも可能
・ホームページやLPの素材を使いオリジナルのアニメーション動画を作成
・オリジナル動画（アニメーション動画）をコンテンツとして広告掲載先でも露出

ペルソナ像セグメント配信

誘導 連携メディア一覧

デ
ィ
ス
プ
レ
イ

動
画

動画制作

ディレクション
サポート

ナレーション

素材カスタマイズ

アニメーション動画

動画制作
・ホームページやLPの素材を使いアニメーション動画制作

ディレクションサポート
・当社のカスタマーサクセスチームが構成プランニング

ナレーション
・当社が指定のナレーターの音声を追加（別料金）
(通常納期+3営業日で対応、修正なし)

・BGMのみは無料

素材カスタマイズ
・広告主様でお持ちの素材を動画広告用にカスタマイズ

1-9. コンテンツ閲覧数の確保（誘導-2）

例

年齢：40～50歳

性別：男性
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1-10. 理解促進・エンゲージメントの向上

gooならナーチャリングも実現
・豊富なタイアップ実績を誇るgooによるコンテンツSEO
・goo上でユーザーの理解度に合わせて回遊促進やプッシュ通知（オプション coming soon）

タイトル

サブテキスト1

格安スマホの料金の目安

○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○

商品又はサービス紹介

サブテキスト2

格安スマホの料金の目安

○○○○○ ○○○○○
○○○○○ ○○○○○

キーワードを意識
したページ制作

▼コンテンツSEO ページイメージ（定型フォーマット） ▼ナーチャリング（オプション coming soon）

WEB接客

Aワード
コンテンツ

閲覧
興味

Bワード
コンテンツ

Cワード
コンテンツ

興味関心度
低

興味関心度
中

興味関心度
高

プッシュ通知

◆具体例
✓ gooヘビーユーザーへの再プッシュ
✓ youtube等での同一ユーザへの再配信
✓ ギフト券付与による再訪促進

(3コンテンツ閲覧後にページ露出等)

…

ロゴ or イメージ
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gooコンテンツ
マーケティング

（オプション）
ナーチャリング

従来のディス
プレイ広告

従来のタイアッ
プ広告

認知 ◎
特定ジャンルに関心が高いユー

ザーへ検索上位表示

○ ◎ △

理解促進
◎

特定ジャンルに関心があって、自
然検索をする能動的なユーザーへ

の理解促進

◎
訪問ユーザーの理解度
やエンゲージメントの
高さに応じて、適切な
コンテンツの回遊、誘
導が可能（オプショ

ン）

△ ○

エンゲージメ
ント

◎
複数コンテンツの段階的なリリー
ス、長期掲載により、エンゲージ

メントを作り出す

△ ○

ユーザーから
のフィード
バック

ー ◎
アンケート調査

☓ △

ユーザーボリューム

潜在層
【認知フェーズ】
商材・サービスにについて知ってもらい、メ
リット・強みなどの理解を深めてもらうこと
で、興味関心を高めてもらう。

顕在層
【獲得フェーズ】
顕在化したユーザー、サイト来訪ユー
ザーなどの獲得（ファン化）につなげる。

ニ
ー
ズ
の
深
さ

浅

深

興味関心層
【育成フェーズ】
自社の商材・サービスに興味・
関心を持っているユーザー(見込顧客）
に積極的なアプローチを行う。

1-11. 従来の広告との比較（提供出来る価値）
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全体像

＜レポート内容＞
■各コンテンツ閲覧数
■検索露出数（順位、検索数）
■動画露出数（視聴数）

検索：
月1000件程度（検索結果表示数）

→流入月200件程度

ニーズ分析

商品及び
サービス紹介
ページ1

○○ワード
ページ2

○○ワード
ページ3

○○ワード
ページ4

○○ワード
ページ5

ニーズ分析・コンテンツSEO

＜オプション＞ ナーチャリング
Coming soon

誘導

検索 理解

促進

WEB接客

視聴月5万件
流入月1000件
※ベーシックプラン

流入月9,000件

…

1-12. gooコンテンツマーケティング（商品全体イメージ）

プッシュ通知
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メニュー概要
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gooコンテンツマーケティング（ベーシックプラン）

料金

15,000,000円

（内訳）初期費用750万円、2ヶ月目以降月間150万円

※誘導費込

掲載期間 6ヵ月間（初月5本、次月5本掲載）

誘導枠
goo及び、連携メディア（教えて！gooオーディエンスターゲティングを
使用）

タイアップ

パッケージ

・商品紹介ページ＆各カテゴリーワードで9本制作 計10本

・企画、進行管理

・コンテンツ制作、原稿ライティング

・メンテナンス費（リライトなど）

・HTML形式 10ページ

・タイアップページへの誘導、バナー制作

・各種レポート（PV、Click、CTR、キーワード調査、滞在時間など）

・gooのヘッダー、フッターが付きます

・タイアップページ下部に「情報提供元：クライアント名」が付きます

・動画制作、誘導プラン

想定PV数 月間1.0万～2.0万PV程度

申込み期限 掲載開始の60営業日前

＜有料オプション＞

ナーチャリング
Coming soon

gooコンテンツマーケティング（ライトプラン）

料金

10,000,000円

（内訳）初期費用500万円、2ヶ月目以降月間100万円

※誘導費込（動画広告なし）

掲載期間 6ヵ月間（初月5本掲載）

誘導枠
goo及び、連携メディア（教えて！gooオーディエンスターゲティングを使
用）

タイアップ

パッケージ

・商品紹介ページ＆各カテゴリーワードで4本制作 計5本

・企画、進行管理

・コンテンツ制作、原稿ライティング

・メンテナンス費（リライトなど）

・HTML形式 5ページ

・タイアップページへの誘導、バナー制作

・各種レポート（PV、Click、CTR、キーワード調査、滞在時間など）

・gooのヘッダー、フッターが付きます

・タイアップページ下部に「情報提供元：クライアント名」が付きます

・誘導プラン（動画制作なし）

想定PV数 月間0.5万～1.5万PV程度

申込み期限 掲載開始の60営業日前

2-1. gooコンテンツマーケティング プラン別

2ヶ月間の短期掲載プラン 450万円
※2021年12月末申込、2022年3月掲載分まで

＜トライアルキャンペーン＞
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スケジュール
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工程 10営業日 10営業日 10営業日 10営業日 10営業日 10営業日 10営業日

要件定義・ニーズ分析

キーワード選定

記事タイトル・優先順位付

コンテンツ制作

動画制作

誘導バナー制作（動画含）

ステージング確認

ニーズ分析・コンテンツSEO制作

• 初月5本、次月5本で記事コンテンツをリリースします。（ライトプラン及びトライアルキャンペーンは初月で記事コンテンツをリリースします）

• キャンペーンプランについては、30営業日前後で開始します。詳細は営業担当にご相談ください。

3-1. 制作スケジュール
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会社紹介
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4-1. NTTレゾナントのご紹介

1997年にサービスを開始したポータルサイト「goo」やオンラインストア「NTT-X Store」などのBtoCサービス
など、NTTグループの上位レイヤサービスを担っています。また、そのBtoCサービスの知見とそれをささえる技
術・プラットフォームを持って、ソリューション展開、グローバル展開を行っています。

BtoC事業 BtoBtoC事業

NTTグループにおけるNTTレゾナントの位置付け
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4-2. NTTレゾナントのご紹介（主要サービス）
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NTTレゾナント株式会社 デジタルマーケティング事業部

e-mail：desk@nttr.co.jp

お問い合わせ先


