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先日、私と PPC 広告チーム
のスタッフと２名で PPC 広
告運用代行サービスをご利
用頂いているお客様との打
ち合わせがありました。

そ の 中 で 思い もして いな
かったことをお客様に言わ
れました。

そのお客様は Faber Company の PPC 広告チームは２名
だと思われていたのです。

そのように言われてみて、よくよく考えてみると、担当さ
せて頂くスタッフが変更になる場合や新たに加わる場合な
どはご挨拶をするのですが、そうでもない限り、PPC 広
告チームのスタッフが増えたからと言ってあえてお伝えす
ることはありません。とはいえ、２名というのには少々驚
きました。

現在、PPC 広告チームは８名体制です。PPC 広告の運用
代行が主な仕事になるのですが、お陰様で数多くご依頼
を頂いていますのでそれに合わせてメンバーを増員してき
ました。

私たちにとって運用するアカウントの増加にともなってス
タッフが増えてきたのは当然のこととなっていましたが、
お客様にとっては知る由もありませんよね。

最近、私たちにとっては当然のこととなっている一方で、
お客様にはお伝えできていないと気が付いたことが他に
もありました。

PPC 広告の広告文は 15 文字のタイトルと 38 文字の説明
文でできています。この合わせてたった 53 文字の広告文
によって獲得できるコンバージョン数（購入、資料請求、
問合せ等）は大きく変わってきます。

最近手がけた案件でも広告文の変更によって２倍のコン
バージョンを獲得できました。

皆さまの PPC 広告はコンバージョンを最大限獲得できる
広告文になっていますか？

もしかしたら、自社の PPC 広告はどんな広告文にしている
か見たことないという方もいらっしゃるかも知れませんね。

今回は事例を交え、コンバージョンを獲得できる広告文に
ついてお伝えしますので自社の広告文を見直す機会にして
いただけたらと思います。

私たちが広告文をつくる時にはある法則にのっとっていま
す。２倍のコンバージョンを獲得した広告文もその法則に
のっとってつくりました。私たちにとって当然のこととなっ
ていて、お客様にお伝えできていないと気が付いたもう１
つはこの広告文の法則のことです。

今回紹介する事例は、実際に使用した広告文を元に業種
を変えてつくった架空の広告文になります。データも実際
のデータを元に業種に合わせ加工しています。

まずはこちらの広告文をご覧ください。

しっかりとウリが書かれていて、一見問題のなさそうな広
告文ですね。ですが、これはダメな広告文なのです。
何がダメなのか見ていく前に、ちょっと広告文から離れて
みましょう。

次の場面を思い浮かべて下さい。

どうも会社の採用が上手くいかず悩んでいて、友人に相談
することにしました。すると友人 A、友人 B がコンサルタ
ントを知っているから紹介すると言ってくれました。

■ PPC広告文を一工夫するだけ
でコンバージョンが２倍になる
としたら？
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友人 A 「経験豊富で優秀なコンサルタントを知っているよ。」
友人 B「これまで 100 社はやっていて、最近はユニクロの
　　　   仕事もしているコンサルタントを知っているよ。」

どちらのコンサルタントを紹介してもらいたいと思いますか？

友人 A が知っているコンサルタントは優秀だと言うのだか
ら興味は湧きますよね。ただ、もう少しどんな人か分か
らないと相談をしたいかどうか何とも言えないのではない
でしょうか。

一方、友人 B の知っているコンサルタントはどうでしょう
か。ユニクロの仕事をやっているということで、信頼性が
高くなりませんか。ユニクロに仕事を任されるような人な
ら、是非とも相談したい！と思う人もいるでしょう。逆に、
ユニクロの仕事をするような人だからきっと費用も高いだ
ろうから遠慮しとこう、と思う人もいるかも知れません。

さて、広告文に戻ります。今度は法則にのっとって作った
広告文も合わせてご覧ください。

どちらの広告文も「品質が高い」、「価格が安い」という
ことを伝えようとしているのですが、表現が違います。こ
の違いを私たちは「曖昧」か「具体的」の違いとしてい
ます。「高品質」や「低価格」が曖昧？ ？とピンと来ない
方もいらっしゃるかと思います。

この違いを理解するには 100 人が 100 人とも同じことを
考えられるか、というのがヒントになります。

上述のコンサルタントの件では「経験豊富」という言葉を
聞いた時に人によって理解が違います。30 社くらいを思
い浮かべる人もいれば、500 社を思い浮かべる人もいるか
も知れません。あるいは 10 年という年数かも知れません。

それに対して「100 社」は誰にとっても 100 社ですね。「優
秀」についても同様です。「ユニクロ」の方が多くの人にとっ
てその人の実力を想像しやすくなります。

広告文が曖昧か具体的かによって、広告を見た人の思考、
行動は以下のような違いが考えられます。

広告文①を見た人は
・「安いのか、ちょっと見てみようかな～」
　 となんとなくクリックする。
法則にのっとった広告文②を見た人は
・「予算は 800 万円だけど 500 万円安い！見てみよう！！」
　 と興奮気味にクリックする。
・「できるだけ安くしたいけど、500 万円は高いな。。。」
　 とクリックしない。

これらの思考、行動はあくまで推察ですが、２つの広告文
を表示させた結果のデータを見ると、その差が表れてい
ることが分かります。（図１）

法則にのっとった広告文②の方がクリック率が高いことが
分かります。そして、注目すべきはコンバージョン率にも
違いがあり、広告文②の方が高いということです。広告文
によってクリック率が違うというのは理解しやすいことか
と思います。

しかし、広告をクリックしてホームページに訪問した後の、
コンバージョン（購入、資料請求、問合せ等）率まで広告
文による違いがあるというのは受け入れ難いかも知れませ
ん。ですが、上記のデータは決して特殊な例ではありません。

広告を見た人の思考、行動の推察で、「なんとなくクリッ
クする」、「興奮気味にクリックする」と違いを書きました
が、その違いこそがホームページへ訪問した後の行動（コ
ンバージョン）に影響していると考えています。

「興奮気味」とは少々大げさな表現かも知れませんが。。。

↑広告文①：変更する前の広告文

↑広告文②：法則にのっとって変更した広告文

（図１）
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さて、それでは広告文の法則を紹介します。
キーワードマーケティング研究所の滝井秀典さんが５年以
上も前に発表した「クリック率・コンバージョンを上げる広
告文５つの法則」です。

------------------------------------------------------------------
【クリック率・コンバージョンを上げる広告文５つの法則】

ＰＰＣ広告に・・・
１．タイトルイン：タイトルに検索キーワードを入れる
２．対象者：誰に向けた商品なのか、対象者を入れる
３．対応地域： 「関東対応」「全国納入」「全国対応」など
　  の対応地域を入れる
４．具体的な言葉：数字、５W １H などの具体的な言葉を   
　  入れる
５．不安解消： 「お客の不安を打ち消す具体的な内容」を
　  入れる
------------------------------------------------------------------
いくつか補足の説明をします。
１のタイトルインはクリック率を上げる為に必ず押さえて
おきたいポイントです。
２の対象者ですが、例えば「業務用」、「病院専門」、「企
業向け」などがあります。
３の対応地域は、「東京」、「名古屋」等はもちろんですが、

「全国」を入れることがポイントです。
４の具体 的な言 葉は「24 時 間 」「1432 社 導入 」「 １社
21500 円」「夜８時迄」「最短３日お届け」などです。
５の不安解消は「フジ TV で紹介」、「王様のブランチ放映」
などマスコミ掲載の実績や「業界唯一 ISO9001」、「協会
認定」など外部機関による証明です。

ぜひ皆さんにもこの法則にのっとった広告文を試して頂け
ればと思うのですが、いざ取り組むとなると、この法則に
のっとった広告文をつくるということは中々に難しい面が
あります。

中でも、４の「具体的な言葉」を盛り込むことが容易で
はありません。どうしても「曖昧」になってしまうのです。

広告文には「自社のウリ（強み）」となる要素を盛り込みま
す。「自社のウリ」を挙げるとなると以下のような言葉がよ
く登場します。

「経験が豊富」、「高品質な」、「対応が早い」、「信頼できる」

これらをそのまま広告文に盛り込んでしまってはダメで
す。これらは PPC 広告の世界では「曖昧」となるのです。

ここから「具体的な言葉」に変換する必要があります。
変換するにしても、変換しやすいもの、そうでないものが
あります。
変換しやすいのは、ウリ（強み）がもつ意味をそのまま具
体的な言葉に置き換えられるものです。

「経験が豊富」→「実績 1000 件」、「創業 50 年」
「対応が早い」→「即日発送」、「最短翌日お届け」、「当日も可」

一方、ウリがもつ意味をそのまま数字に置き換えられない
ものがあります。その場合は、「なぜ」そのウリが言えるの
かを問い掛け、その答えの中から具体的な言葉に変換で
きる要素を見出すのです。

例えば「高品質な」では以下になります。
『なぜ「高品質な」と言えるのでしょうか？』

その答えには「納得いくまで打合せをするから」、「技術が
トップクラスだから」、「５年保証がついているから」、「国
内生産だから」「金賞を受賞したことがあるから」等があ
ります。
この中では「５年保証」、「国内生産」、「金賞受賞」が具
体的な言葉として変換の候補になります。

もうひとつ「信頼できる」でも見てみましょう。
『なぜ「信頼できる」と言えるのでしょうか？』
「知識が豊富だから」、「親身に話を聞くから」、「実績が

1000 件あるから。」、「創業 50 年だから」等が答えとして
考えられます。
この中では「実績 1000 件」、「創業 50 年」が変換候補
となります。「信頼できる」に関しては法則の５「不安解
消」も答えになります。「フジ TV で紹介」、「業界唯一
ISO9001」。等です。

法則にのっとった広告文の見直しに取り掛かれそうでしょ
うか？

いきなりは上手く行かないかも知れません。ですが、今あ
る広告文とテストをすることで、結果は数字として表れま
す。テストを重ねてコンバージョンを最大限獲得できる広
告文を発見して下さい。私たちも何度も何度も実践を重
ねて習得してきました。

たった 53 文字の広告文を変えるだけで、売上が２倍にも
なるかも知れないとしたら、やらない手はないと言えない
でしょうか。

文責：成澤 透


