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スカイツリー、金閣寺、富士山など
写真 1 枚でどこか分かるという

アイコンが名古屋にはない



愛知県名古屋市
「名古屋なんて、だいすき」

誇りと愛着の持てるまち・名古屋



名古屋のキャッチコピーを考えようぜ



プロパガンダ

プロパガンダ（propaganda）は「宣伝行為」という意味の言葉。
意図した方向へ人の行動を仕向けようとする宣伝活動。

「商品の宣伝行為」ではなく特に「政治的な宣伝行為」を指す。















有効的な広告を企画する上で知るべきワード

マーケティング

ブランディング



ブランディングとマーケティング

マーケティング – 自分から自分のイメージを相手に伝える努力
ブランディング – 相手に自分のイメージを持ってもらう努力

私は血統書付です
▼ だからなんやねん

マーケティング

あなたは血統書付です

▼そー
ゆー
てる
やん
！

ブランディング

ブランド力をつけるためにマーケティングを行う



私は血統書付です
▼ だからなんやねん

マーケティング

あなたは血統書付です

▼そー
ゆー
てる
やん
！

ブランディング

彼は血統書付です
▼ おまえだれや

PR 広告

私は血統書付です

▼ うざい・・・

私は血統書付です
私は血統書付です

言え！

▶





ネット広告

マス広告

SP 広告
セールスプロモーション



Yahoo! やニュースサイトなどのメディアの広告枠を買い取って画像を掲載する広告。
媒体、掲出箇所などで異なるが、費用目安は 1 万円～ 100 万円以上とメディア人気度による。
メリットは画像が利用でき、ユーザーへ視覚的な訴求力、マッチング力に優れる点。
一方、デメリットは費用がかかってしまい、CPA の改善が図りにくい。

ネット広告

バナー広告 ( 純広告 )

※CPA︓1 件のコンバージョンを獲得するのにかかった広告コスト



メールマガジンの中に掲出する広告、あるいは号外としてメールそのものでの広告。
費用目安はメール 1 通 5 円から 20 円ほど。メリットは媒体に登録しているユーザーに
広告を出すので、ターゲティング次第で高い広告効果が得られる。
デメリットはメールが開かれないことや最後まで読まれないこともあり CTR が低い傾向。

ネット広告

メール広告

※CPA︓Click Through Rate　クリック率



YouTube や Facebook が媒体の映像と音声で構成された動画形式の広告。
費用目安は 1 クリック ( 視聴 )10 ～ 200 円ほど。
メリットとしては視覚的にわかりやすく、強く印象を残す点。
デメリットはスキップ機能で閲覧されない可能性がある。

ネット広告

動画広告



いわゆる記事広告というもので、一見すると広告に見えないコンテンツ形式の広告。
費用目安としては 1,000imp10 円～ 5,000 円以上。
メリットは広告の違和感なくサイトへ誘導できる点。
デメリットは記事等のコンテンツ作成の手間とコストがかかる点。

ネット広告

ネイティブ広告

※imp: インプレッション（表示回数）



ブログが代表的でアフィリエイトサイトに出稿する広告。
広告主が設定した成果の発生で広告費が発生。成果報酬＋初期費用＋ASP 手数料と少々複雑。
アフィリエイト広告のメリットは低コストでの出稿が可能な点。
デメリットは成果が出なくても初期費用と月額利用料が発生する。

ネット広告

アフィリエイト広告

※ASP︓Application Service Provider の略で、インターネット上でアプリケーションを提供するサービスの提供者（事業者）のこと





Google や Yahoo! などの検索エンジンに常時される広告。
費用目安は 1 クリック 10 円～ 500 円前後。
メリットはユーザーへの訴求力が高く、成約率も高い点。
デメリットは入札、広告文、レポートなどの運用の手間がある。

ネット広告

リスティング広告



Facebook、Twitter、Instagram などの広告。
費用目安は 1 クリック 1 円～ 200 円前後。
メリットは口コミ効果で拡散力があり、ターゲティングが容易な点。
デメリットは予算調整、入札調整など運用の手間がある。

ネット広告

ソーシャルメディア広告



RSS フィードに表示される広告。
行っている媒体は少なく、費用目安は要問合せ。
メリットは更新情報に伴う広告で興味をひきやすい点。
一方、商品によっては費用対効果割高になる点がデメリット。

ネット広告

RSS 広告

※RSS︓Web サイトのニュースやブログなどの、更新情報の日付やタイトル、その内容の要約などを配信するため技術



複数のアドネットワーク（ウェブサイト）に対して一元的に配信できる手法。
費用目安は 1,000imp/1 円～。
メリットは DSP 側のデータ分析により掲出先の最適化ができる点。
デメリットはいつどの媒体で掲出されたかわからないため、傾向把握と広告改善がしにくい。

ネット広告

DSP 広告

※DSP︓Demand Side Platform　imp: インプレッション（表示回数）





テレビ番組のコンテンツ間に映像広告で訴求が出来るマス広告。
費用目安は 15 秒 1 本あたり 400,000 円 ～ 1,000,000 円だが放送局によって大きく異なる。
メリットは広範囲に広告でき伝達力と拡散力がある点。
ただし広告コストが高く、準備の手間、製作期間が長いデメリットがある。

マス広告

テレビ広告



全国紙や地方紙、経済紙などの新聞に掲載される広告。
費用目安は 1 ページで例を挙げると、約 40,000,000 円 ( 全国版新聞 )。
掲載枠の大小で大きく変わる。メリットは高いブランディング効果が期待できる点。
デメリットは広告効果が短い点、若者にリーチしにくい点。

マス広告

新聞広告



雑誌媒体に掲載される広告。費用目安は 4 色 1P で出版部数が多い雑誌で約 2,200,000 円。
雑誌広告のメリットは読者の性別、年齢、ジャンルなどでターゲティングできる点。
デメリットは、掲載までのタイムラグがある、競合とバッティングしやすい点など。

マス広告

雑誌広告



ラジオのコンテンツ間で放送される広告。
費用目安は 20 秒スポット CM で 50,000 円～ 100,000 円。
メリットは音声で印象に残りやすい事だがその一方、商品のイメージや形状は
すべてリスナーの想像力に依存し、伝わりづらい場合もあるというデメリットが。

マス広告

ラジオ広告



特定の媒体や団体が発行する会員誌などに掲載される広告。
費用目安は全国版の雑誌（約 3,000,000 円）から地方紙（約 50,000 円）など様々。
メリットは自社ターゲットとのマッチングがしやすく、高レスポンスが期待できる点。
デメリットは広告審査が厳しくなかなか希望の会員誌に掲載できない。

SP 広告

会員制雑誌広告



会員誌や通販などへの同封、同梱されている広告。費用目安はチラシ 1 部 5 ～ 15 円程度。
メリットはターゲットの絞り込みができ、費用対効果が高い点。
デメリットは部単価が高く、広告審査も厳しい点。

SP 広告

同封・同梱広告



製品やサービスに関するイベントを開催し、周知を行うプロモーション活動。
費用目安は実費となる。メリットは製品の特長、メリットがダイレクトに伝わる点。
デメリットは場所、人の手配などの準備負担があり、動員数、天候などにも成否が
左右される点など、不確定要素が多い部分。

SP 広告

イベントプロモーション広告



スーパーなど店舗内で行う販促活動で、費用目安はプロモーション会社によっても異なる。
メリットは商品を試してもらえるので購入につなげやすい点。
デメリットは商品やサービスにより店舗に断られる場合があること。

SP 広告

店内プロモーション広告



駅やスーパーなどで配布される無料の紙メディアに掲出される広告。
費用目安は 1 ページ 30 ～ 40 万円前後、発行部数が多いものは 100 万円以上。
メリットは特定の地域、年齢・性別・ジャンルなどの絞り込みが可能な点。
デメリットはマッチングしない商品の場合、費用対効果が極端に低下する。

SP 広告

フリーペーパー広告



電車やバス、駅内などに掲出される広告。
費用目安は JR の中吊りポスターなら平日 2 日で約 2,100,000 円。
人の目に留まりやすく訴求率が高い点がメリット。
一方、競合広告とのバッティングや設置場所の当たり外れがある点がデメリット。

SP 広告

交通広告



特定エリア内でサンプルやチラシをポストに投函する手法。
費用目安は 1 部 5 ～ 10 円台前後。メリットは費用を絞り込みやすい点。
デメリットは見られずに破棄されるリスクが高い点。

SP 広告

ポスティング広告



新聞と一緒に配達される広告。費用目安は B4×1 万部配布で東京都 23 区内約 33,000 円。
配布部数と地域によってまちまち。
メリットはエリアマーケティングに強い点。
デメリットはターゲット層が狭い、広告効果が短い点。

SP 広告

折り込み広告



主に道路などの屋外に画像とテキストで看板として訴求する広告。
費用目安は地域、場所、大きさによってまちまち。
メリットはエリアマーケティングに強い点。
デメリットはターゲット層が狭い点。

SP 広告

看板広告



飲食店店舗のサイドに展開する広告エリア

SP 広告

その他広告



市役所などの公的な場所やサービスが関係するモノに広告表示

SP 広告

その他広告



ゲーム内の背景として広告を表示

SP 広告

その他広告



駅やスーパーなどで配布される無料の紙メディアに掲出される広告。
費用目安は 1 ページ 30 ～ 40 万円前後、発行部数が多いものは 100 万円以上。
メリットは特定の地域、年齢・性別・ジャンルなどの絞り込みが可能な点。
デメリットはマッチングしない商品の場合、費用対効果が極端に低下する。

マンガなどのタイアップして商品を題材として広告

SP 広告

その他広告



日本の広告費



日本の広告費



広告媒体の活用

予算
年齢
性別
地域

趣味趣向



ブランディングとは︖
QUESTION



商品やサービスを他社の競合品と区別し、

顧客の信頼性や好感、共感を得ることで商品価値を高める

「ブランド」を確立する（ブランドの価値を高めていく）取り組み。

ブランドを設けてその価値を高めていくための指針や計画は

「ブランド戦略」と呼ばれる。

商品そのものだけでなく事業や企業などもブランドとなり得る。

ブランディングはマーケティングにおける最重要の要素のひとつ。

新語時事用語辞典



ブランディング

識別記号と知覚価値が結びついたもの

狙った印象を与えるために一貫性を持たせる

消費者の情報処理を簡略化する

▼



M



秘





好きなコーヒーが飲める
どれを選ぶ︖

BA C



好きなコーヒーが飲める
どれを選ぶ︖

BA C



B

消費者に与えたブランドイメージで
スターバックスを決定した。



知らない、味が分からない、不安…

C

不安な商品は選ばない



消費者の情報処理を簡略化する

広告がなくなると商品を買うことが不安に

広告はうっとうしいというが…

▼



ブランディングとマーケティング

マーケティング – 自分から自分のイメージを相手に伝える努力
ブランディング – 相手に自分のイメージを持ってもらう努力

私は血統書付です
▼ だからなんやねん

マーケティング

あなたは血統書付です

▼そー
ゆー
てる
やろ
！

ブランディング



私は血統書付です
▼ だからなんやねん

マーケティング

あなたは血統書付です

▼そー
ゆー
てる
やろ
！

ブランディング

彼は血統書付です
▼ おまえだれや

PR 広告

私は血統書付です

▼ うざい・・・

私は血統書付です
私は血統書付です



ブランドディングに対する誤解

テレビ CM のようなマス戦略が必要
莫大なお金がかかる

高級品
大手企業がやるもの

識別記号と知覚価値が結びついたもの
狙った印象を与えるために一貫性を持たせる



999 万円

日本産の総ヒノキの作り

一貫性がとれていない　ミスマッチ　消費者は困惑・不信

※一般的な家の相場よりかなり安い



経営戦略

マーケティング

サービス 価格販売チャネル広告・PR

ブランディング

戦
略

と
施

策
の

合
理

性
を

担
保

顧客体験の一貫性を担保

PRODUCT PROMOTION PRICEPLACE▼

▼

▼

▼



経営戦略

マーケティング

サービス

価格

販売チャネル

広告・PR

ブランディング

短納期・低価格の住宅を販売の軸にして若いファミリー層を取り込みたい

「短納期・低価格の住宅といえばアイハウス」というキャッチを作ろう

芸人を使ったポップな広告を作ろう、SNS を活用しよう

温かい接客を心がけよう、キッズルームを作ろう

若い世代が多い地区を調査してイベントを開催しよう

親しみやすいロゴを作ろう

マンション家賃と同じくらいを目指そう



ブランドは色と形で認識される

文字を読んでいない　色と形で認識している

O

STARBACKS

STARBACKS


