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講座概要  

Part1： 
現在のインターネット・マーケティングの全容とマーケティングモデル 
 
Part2： 
士業のためのLPセールスライティング講座 
 
Part3： 
クライアントに５０億円以上稼がせたyoutube戦略と 
「LINE『神』の営業術」 
 
Part4： 
無料でできる最新「Googleマイビジネス」完全攻略 
 
Part5： 
１００％コンバージョンするGoogle広告戦略のすべて 
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高金 大輝 プロフィール 
1993年4月22日岩手県生まれ。1996年に家族とともに渡米。 
幼少期をアメリカ合衆国インディアナ州で過ごした後、帰国。 
 
帰国後は、生まれ故郷である岩手県から北海道函館市へ移住。 
青春時代を北海道にて過ごす。18歳で上京。神奈川大学に進学。 
ミュージシャンとしてプロを目指す傍ら、起業家としての道を志し、大学を中退。 
 
独立商材のひとつであった国家資格を模索中に横須賀輝尚にたどり着き、 
パワーコンテンツジャパン株式会社に合流、入社。 
 
入社後はコンサルタントとして横須賀輝尚の直接指導を受けながら、 
LEGALBACKS（旧天才塾）「GeniusSearch」の立ち上げに参画。1200件以上のコンテンツを構築する。 
 
現在は、マーケティング・コンサルタントとしてセミナー、ネット広告研究を 
行いながら、同社のインターネット・マーケティング責任者を担当する。 
 
2019年1月 Google広告検索認定資格取得 
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～とある顧客リスト獲得のためのキャンペーン～ 
 
・Google、Yahoo!ともに高いCV率で、 
　12日で約180の顧客リストを獲得！ 
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コンサルティング・運用代行実績 
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◯とある行政書士の場合・・・（30日間のデータ） 

◯次月30日間のデータ（前月と同額予算） 

133クリック増！ 平均クリック 
93円削減！ 

クリック率
2.16％増！ 

広告文の改善、キーワードの見直しで… 



コンサルティング・運用代行実績 

 
・運用3ヶ月で年額100万円の顧問契約をリスティングから獲得 
 
・ネット集客が難しいBtoB案件を 
　月額3万円の超低予算で受注 
 
・事務所のキャパシティを超えるくらいの問い合わせを獲得 
 
・リスティング初心者かつ開業1年目の行政書士が初月から複数件の
問い合わせを獲得 

 
低予算かつ地域限定的な広告配信と 

広告枠の競合を意識したクリック率の高い広告文作成が得意！ 
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本セミナーの目的 

 
・今のインターネットマーケティングの 
　最新の状況を確認する！ 
 
・「こういうことができる」を知ること 
→選択肢を増やす、機会損失を無くす！ 
 
・コンサルタントと実際の広告運用者から学ぶ！ 
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Part.１ 
 

現在のインターネット・マーケティング
の全容と 

マーケティングモデル 



全容を知るということの意味 

・「まずはリスティング広告から」は昔ならば正解。 
今は「半分」正解。 
 
・今はまず数々の広告媒体や手法を広く浅く知り、 
　選択肢を増やすべき 
 
・全容を「理解する」ではなく「知る」 
→全てを完璧に理解することは不可能に近い、 
　自分にとって有益な情報だけを拾っていく 
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なぜ士業がネットマーケティングを 
実践する必要があるのか？ 

士業のビジネスモデルの性質を考える必要がある 
 
・圧倒的にニーズ商品である 
・商品開発ができない 
・業務差別化がほぼ不可能 
 
→こちらから攻めることができないビジネスモデル 
　ニーズのある人を探し出すことは難しい 
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なぜ士業がネットマーケティングを 
実践する必要があるのか？ 

・圧倒的なニーズ商品である 
→こちらから顧客を探すことは難しい 
→向こうからは探されてはいる 
→探して見つけてもらう、という発想 
 
探している人はどこから士業を探すか 
→身の周りの紹介 
→検索 
 

検索ユーザーには 
リスティング広告やマイビジネス、Youtube戦略などが効果的！ 
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なぜ士業がネットマーケティングを 
実践する必要があるのか？ 

 
資格起業家メソッド 
→コンサルティング、コーチング、セミナー、研修などで収
益を出しながら業務の依頼を獲得する 

 
コンサルティング、コーチング、セミナー、研修 
どこで集客をするか？ 
 
・DM 
・アナログ営業 
・ネット広告・インターネットマーケティング 
など 
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なぜ士業がネットマーケティングを 
実践する必要があるのか？ 

業務を取る、接点を作る、顧客リストを獲得する 
セミナー集客をする、記事を読んでもらう…etc 
→全てネット営業で可能なこと 
 
→新規顧客を獲得しようとするならば 
　ネットマーケティングは必ず選択肢に入る！ 
 
ネット営業から顧客獲得しそこから更にヒアリング
→高難度業務による高額報酬化 
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各ネット広告媒体の概要 
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リスティング広告とは？ 

 
 
・PPC（Pay per click)広告の一種（クリック課
金） 

 
・検索エンジンの検索結果に表示される広告 
（検索連動型広告） 
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リスティング広告概要　1 

 
 
 
・検索サイトで検索した際の検索結果画面に表示される広告 
 
・メインはGoogle広告（旧AdWords）と 
　Yahoo!広告（旧スポンサードサーチ） 
 
・興味関心のあるユーザーに直接広告を表示できるため、成約
率が比較的高い広告 

→ネット広告媒体の中でも速効性はダントツ 
 
・テキストのみの広告→すぐに修正が可能 
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リスティング広告概要　2 

・予算の上限を決めて配信できる（日/◯円） 
 
・オークションのような課金方法 
　→広告を出すキーワードに入札をして広告枠を獲得す
るイメージ（完全なオークションではない） 

 
・ターゲットを絞り込むことができる（地域、時間、性
別など） 

 
・広告費は高騰気味だったが今は落ち着き始めている 
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補足：GoogleとYahoo!の違い 

Google広告とYahoo!広告の違いは… 
 
・一部用語が異なる 
・掲載ポリシーが異なる（https://goo.gl/l75Otb） 
（例：Yahoo!では所属会の表記が必須） 
 
・使用できるツールが異なる 
・管理画面の仕様が異なる 
・Yahoo!の方が審査は厳しめ 
 
→仕組み自体はGoogleもYahoo!も同じ！ 
※今回はGoogle広告を元に解説 

18 



ディスプレイ広告概要　1 

 
・検索だけではカバーできない「サイトを閲覧して
いるユーザー」への訴求はディスプレイ広告の
出番！ 

 
・検索連動型広告より、広告の表示機会も多い 
→認知、ブランディングにも使える 
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ディスプレイ広告概要　2 

・主な配信媒体は2つ 
GoogleのGDN(Googleディスプレイネットワーク) 
Yahoo!のYDN(Yahoo!ディスプレイアドネットワーク) 
 
・GoogleやYahoo!が広告枠を 
　提供しているサイトへ広告を 
　表示する。 
 
・基本的に画像を使った 
　広告となる 
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ディスプレイ広告概要　3 

・検索連動型広告と比べて、興味関心の薄い層に配
信をするため、基本的には高額商品や緊急性の
あるものには向かない 

 
・クリック単価は検索連動型よりも安価 
 
検索連動型「商品を欲しているユーザー」 
ディスプレイ広告「商品に現時点で興味がないユーザー」 
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Facebook広告概要 

・国内月間アクティブユーザー約2,800万人のSNS 
「Facebook」に出稿することができる 
 
・Facebook内の投稿フィードや右側広告など
Facebook内のに広告を表示 

 
・Facebookへ登録している 
　アカウントへ向けて広告を配信 
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その他の広告 

 
・Instagram広告 
 
・Twitter広告 
 
　など 
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もっとも成果が出やすい媒体は？ 

直接業務をネットからとっていくならば 
リスティング広告が最強！ 
 
ディスプレイ広告、SNS広告ともに 
どちらかといえばブランディングや 
リマーケティングに強い媒体 
 
（Facebook広告は教材販売、 
セミナー集客にマッチしている） 
 
私からはリスティング広告に関して詳しく解説します。 
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リスティング広告の 

強み・弱み 
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リスティング広告の強みって？ 

 

１.即効性がある 
 2.成約率が高い 
3. データの蓄積 
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リスティング広告の即効性 

・最短でその日のうちに広告出稿開始することができる 
 
・すでに存在する顕在的なニーズに訴えかけることがで
きるため、成約まで時間がかからない 

 
・AISASモデルで言うとSearchから訴求できる 

A →  I → S → A → S 
　    Attention 　　Interest　　Search　    Action　　   Share 
　   注目・認知      興味・関心　  検索　         購買　　   　共有 
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リスティング広告の成約率 

・通常の広告はいわば「買う気のない人」も広告を
見ることができる環境だった 

 
・「検索」という行動に対し広告表示しているリス
ティング広告はすでに商品、サービスを欲し
がっている層にアプローチができる 

→　他媒体と比べて成約率が高い 
 
・顕在的なニーズにダイレクトに訴求できる唯一の
広告媒体と言っても過言ではない 
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リスティング広告のデータの蓄積 

・リスティング広告だけではなく、ネット広告全般の最
大の利点は、「データを蓄積できる」ということ。 

 
・顧客がどの検索語句で広告を見てクリックしたのか、
どの広告文で成約が取れているのか、などアナログ
な広告媒体では見えない要素を可視化することがで
きる 

 
・その情報を元に広告の改善も行うことができる 
→　広告改善のスピードが速い 
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あえて言うリスティング広告の「弱み」 

 
・検索数が少なければ広告表示されない 
 
・広告費が高騰している 
 
・ネットで検索している層にしかアプローチできな
い 

 
・細やかな改善を継続的に行っていく必要がある 
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広告費の高騰 

・リスティング広告黎明期はワンクリック10円以下など今で考えれば破格の低
予算での運用できた 

 
→ とりあえずリスティング広告を実践すれば問い合わせが獲得できていた時代 
 
現在は… 
 
・市場に参入する企業、事務所が増えたため広告費は高騰傾向にある 
 
・クリック単価の高騰により運用初期のテストの段階でかかる費用は
増えた 

 
→ 綿密に戦略を組み実践しないと、無駄な費用が発生してしまう 
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リスティング広告運用の 

心構え 
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広告費の考え方 

・今までで一番多かった質問は「広告費をどのくらい使
えば問い合わせが取れますか」 

→ 地域、業種、広告の質、LPの質、など多数の要因で
クリック単価が変わるため、正確に予想することは
まず不可能。 

 
・そもそも問い合わせが取れるか、という点と 
　広告費はほぼ別問題 
 
・運用初期は低予算で運用テストをして自分の出したい
広告でどのくらいの費用がかかるのか確かめる必要
がある 
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クリック単価は広告出稿しないとわからない 

・目安にするクリック単価も実際に出稿しない限り
わからない 

 
・クリック単価は変動する 
→ 広告の品質次第では出稿当初よりも安くなるこ
とも十分あり得る 

 
・キーワードプランナーでおおよそのクリック単価
の目安が出るが、信憑性は低い 
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広告を広告のままで終わらせないで 

・広告の良し悪しも非常に大事だが、それよりもデータの蓄
積で戦略やサービスの内容、ビジネスモデルの改善に繋
がることもある 

 
例）価格の安さで勝負していたが、検索語句を見たところ、
本当にユーザーが求めていたものは「手続きの正確さ」
だった 

→ 広告文、LPを改善し、価格も改定した。 
 
例2）顧問契約を取りたいが、既に大手が多数出稿しており
太刀打ちできない 

→ セミナー集客でリスティング広告や他媒体での広告を使
い、顧問契約に繋げる 
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リスティング広告は新人営業マン 

・「運用型広告」と呼称される通り、リスティング
広告は「運用」していき「改善」していく広告。 

 
・イメージは新人営業マン。 
 
・一度で成果を求めるのではなく、 
　「育てていく」という意識が必要。 
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リスティング広告 
基礎知識編 
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・リスティング広告には必ずしも 
　正解があるわけではない 
→ 代理店同士でも運用方法は千差万別 
 
必要なことは「考える力」。 
そして考える力を使うために前提となる 
「基礎知識」が必要。 
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これだけは絶対に押さえたい！ 
Webマーケティング用語 

・クリック率（Click Through Rate＝CTR） 
→表示回数に対しどのくらいクリックされたかを表す割合 
 
・コンバージョン（Conversion＝CV） 
→広告の「目標達成」されること 
（例：問い合わせ、資料請求、メルマガ登録） 
 
・コンバージョン率（Conversion Rate＝CVR） 
→クリック数に対してどのくらいCVが発生したかを表す割合 
 
・顧客獲得単価（Cost Per Action＝CPA） 
→実際にかかった広告費をCV数で割った数 
顧客一人を獲得するのにかかった金額がわかる 
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リスティング広告アカウントの構造 

キャンペーン＞広告グループ＞広告文・キーワード 
 
 
 
 
 
 
 
 
・キャンペーン…予算を設定することができる、商材やサービス、地域など 
・広告グループ…広告のテーマやキーワードごとにカテゴライズ 
・広告文・キーワード…実際に表示される広告文と、出稿するキーワードを選択 
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キャンペーン 
広告グループ 

広告グループ 

広告文・
キーワード 

広告文・
キーワード 

広告文・
キーワード 



「キーワード」とは 

キーワード…広告を出稿する検索フレーズ 
（例：「司法書士」「相続　相談」など） 
 
 
キーワードごとに入札単価を決めることができる 
 
 
・リスティング広告はキーワードとの勝負！ 
 
 
 
 

41 



「広告文」とは 

n  広告見出し1（全角15文字） 
n  広告見出し2（全角15文字） 
n  広告見出し3（全角15文字）※省略可 
n  説明文1（全角45文字） 
n  説明文2（全角45文字）※省略可 
n  表示URLのパス（省略可能） 

n  ※上記例はGoogleですが2020年春からYahoo!も同形式になります 
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リスティング広告基本 
キーワード選定編 
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以外と意識されていない？キーワードのマッチタイプ 

広告を出稿するキーワードにはマッチタイプを設定できる 
→設定したキーワードと実際にユーザーが検索窓に打ち込ん
だ言葉がどのくらい一致していれば広告表示されるかと
いう基準 

 
マッチタイプは4種類 
 
・部分一致 
・完全一致 
・フレーズ一致 
・絞り込み部分一致 
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キーワードマッチタイプ：部分一致 
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※Google AdWords公式ヘルプより引用 

部分一致は必ずしも設定したキーワードに配信されるわけで
はない！ 
 
※デフォルトは部分一致で設定されている 
 



「会社設立」を部分一致で出したところ… 
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キーワードマッチタイプ：完全一致 
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※Google AdWords公式ヘルプより引用 

完全に一致している語句と「意味」が完全に同じ語句で検索
が行われた際に広告表示対象になる 
 
配信が狭まる分、ニーズも絞って配信できる設定 
→表示回数減　、クリック率増、コンバージョン率増 
 



キーワードマッチタイプ：フレーズ一致 
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※Google AdWords公式ヘルプより引用 

・指定したキーワードと完全に一致し、なおかつ同じ語順の
フレーズが含まれている検索語句に広告配信がされる 
 
・完全一致よりも柔軟に対応ができる 



キーワードマッチタイプ：絞り込み部分一致 

通常の部分一致では、 
関係のない語句にも広告が掲載されてしまう可能性も 
→広げたくないキーワードを 
　絞り込み部分一致に指定してより狭めた配信をする 
 
例：「助成金　要件」で出稿する場合 
助成金に関連する「補助金」というキーワードにも配信 
→「助成金」という言葉を使っている場合”のみ”配信したい！ 
 
絞り込みたいキーワードの前に「+」をつける 
→ 「+助成金　要件」でキーワードを指定 
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キーワードマッチタイプ：絞り込み部分一致2 

 
完全一致のように絞り込みながら 
部分一致のように拡張する 
 
 
絶対に外したくない検索語句がある場合、 
関係無い語句ばかりで検索されてしまう場合、など 
無駄クリックを防ぐために使用する 
 
イメージは 
「+」がついた語句が検索語句に含まれているときのみ配信 
 
※ちなみに日本はズバ抜けて絞り込み部分一致の使用率が高い 
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各キーワードのマッチタイプ設定方法 

マッチタイプはキーワードを入力する画面で指定可能！ 
 
例：「助成金　要件」で広告を出す場合（Y!でも共通） 
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部分一致 助成金　要件 
完全一致 [助成金　要件] 
フレーズ一致 “助成金　要件!” 
絞り込み部分一致 +助成金　要件 



リスティング広告最新キーワード選定方法 

・登録するキーワード数の目安はありません 
→自動入札をするか手動入札するかによって変わる 
（Part5にて後述します） 
 
自動入札を前提とする場合は 
通常の部分一致で大まかに設定する 
 
手動入札の場合は想定するキーワードを 
マッチタイプで絞り込み細かく登録する 
 
（自動入札、手動入札に関しては後述します） 
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「会社設立」でのキーワード選定例 
（部分一致で自動入札する場合） 

会社設立　代行 
会社設立　費用 
会社設立　相談 
会社　定款作成 
会社設立　登記 

 
軸となるキーワードを元に 
関連する語句を組み合わせた形 
 
組み合わせる語句は検索意図までに留める 
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「会社設立」でのキーワード選定例 
（マッチタイプで絞り込んで手動入札する場合） 

 
+会社設立　+代行 
+会社設立　+費用 
+会社設立　+相談 

+会社設立 +手続き +代行 
+会社設立 +手続き +面倒 
+会社設立 +手続き 安く 
“会社　定款作成” 

など… 
 

予想できる or 実際に広告表示された語句を 
細かく設定する 
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リスティング広告基本 

広告文編 
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広告文出稿の外せない6ヶ条 
 
１.Google、Yahoo!の広告ポリシーを守る 
https://goo.gl/WBFM96 
https://goo.gl/Kqgwtr 
 
２.顧客視点を持つ 
 
３.競合の調査（検索する or 広告プレビューを見る）をする 
→競合と同じ訴求をして広告が埋もれないようにする 
 
4.広告文で売らなくていい 
→広告文の役目は「クリックをさせる」ということ 
　実際に売るのはLPの役目 
 
5.「広告表示オプション」は必ず設定する 
 
6.キーワードに合わせた広告文を作成する 
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広告表示オプションとは 
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・実際に広告枠を見ると通常の広告文よりも情報が多い広告がある 
 
→ 広告表示オプションで拡張された広告文 
　上画像の赤枠部分が広告表示オプションで拡張された欄 
 
 



広告表示オプションのメリット 

・広告の画面占有率が上がる 
→ 広告が目に止まる確率が高まりクリックの増加が見込め
る 

 
・広告の情報量が多くなり、訴求しやすくなる 
 
・設定することでクリック単価が上がったり、手数料がかか
るようなことはありません！ 

 
デメリットはほとんど無いので 
必ず設定しましょう！ 
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広告表示オプションの注意点 

・必ずしもオプションで追加した広告文が表示されるわ
けではない 

→ 広告の掲載順位が高い場合は優先して表示される 
 
・広告文本文と同じような記載があると表示されない場
合がある 

 
・士業には適さない表示オプションもある 
 
・各表示オプションにも審査が入る 
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広告表示オプションの種類 

◎サイトリンク表示オプション 
◎コールアウト表示オプション 
◎構造化スニペット表示オプション 
◎電話番号表示オプション 
△住所表示オプション 
・メッセージ表示オプション 
・アフィリエイト住所表示オプション 
△価格表示オプション 
・リードフォーム表示オプション 
・アプリリンク表示オプション 
・レビュー表示オプション 
・プロモーション表示オプション 
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広告表示オプション登録の目安 

広告表示オプションは 
最低4つのオプションを登録する 
 
各表示オプションの例 
サイトリンク・・・6つ以上（説明文も明記） 
コールアウト・・・8つ以上 
構造化スニペット・・・ヘッダーの種類を2種類 
 
上記にプラスでもう一種類のオプション 
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