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スタートアップ・新規事業に採用される、  

Lean（リーン）UX型広告運用　のご提案 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パノプトが解決すること

1. 広告効果改善

平均150％超のROI改善

独自メソッドによる戦略設計、ター

ゲット分析、自社ツールMTEを活用

した統計的最適化・ファネル別レ

ポートにより、広告効果を改善。

2. 売上拡大

ミドルファネル×CR開発

検索、リタゲ中心の拡大低迷を脱

却。当社独自のコミュニケーション

戦略設計・訴求開発によりSNS・

ディスプレイ・動画を攻略し、売上

を拡大させる。

3. 顧客開発

LeanUXによる顧客開発

獲得拡大ははどこかで臨界点に。検

索中心のUXを卒業、SNS・ディスプ

レイ・動画から獲得ができるよう、

コンセプトの設計から戦略的なUX開

発を行う。
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パノプトが解決してきたこと
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効率化よりもずっと難しい、「拡大させる」プロジェクト中心に支援してきました。

ALSOK様(セキュリティ)　効果改善 売上拡大 

大手代理店のサービス品質が低く当社へ。SNS広告を通じて

ホームセキュリティ・法人向けセキュリティサービスの獲得支

援。短期間で獲得数10倍に拡大。

ITトレンド様(B2B)　効果改善 売上拡大 顧客開発

検索中心のチャネル戦略からSNS広告経由での獲得を拡大させ

次なる柱へ。さらに検索中心のUXを脱却しSNS経由でユーザー

が利用したくなるUX開発・広告展開を2人3脚で。

セルソース様(化粧品/EC)　効果改善 売上拡大 顧客開発

上場後の主要事業計画の化粧品事業を立上げから支援。全媒体

を支援する中で、高難易度な目標に対し、SNS広告✕UX施策(ア

ンケートLP)で勝ちパターンを。

NTTドコモ様(エンタメ)　効果改善 売上拡大

生放送アニメという次世代コンテンツのYoutubeチャンネル設

立当初より支援。バーチャルライブへの参加申込のTwitter集

客など多岐にわたる支援。

レセプショニスト様(SaaS)  効果改善 売上拡大 顧客開発

受付システムSaasのスタートアップ期からの支援。スピーディ

な機能開発、事例創出と連動した全媒体の支援で獲得9倍に成

長。

ワントモ様(ペット/サブスク)　効果改善 売上拡大 

経験者によるインハウス運用にて獲得の限界を感じ、コンペ→

当社へ。プラットフォームの自動機能を正しく機能させる設

計、ミドルファネルへ集中したPDCAにより短期で獲得218%

に。
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「拡大させる」には何が必要か？
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ミドルファネルとは？

※よく提案にある、ファネル下層へのアプローチは出来ている前提。  

・ボトムファネル（検索・リターゲティング）の最適化 

・最適化で捻出した費用（5〜20％）をミドルファネルへ 

・獲得の中身の最適化（アトリビューション／ROAS／新規率等） 

ミドルファネルでの 

勝ちパターンを開発すること。 

今、拡大している会社の共通点は？

1. ソーシャル・ディスプレイ広告での成功
基本的に後発のため、先行優位な検索市場には勝機を見出しておらず、

最初からソーシャル・ディスプレイ広告にかけていた。

2. トライの絶対数が多い
ソーシャル・ディスプレイ領域で勝たなければいけないため、訴求×広告

クリエイティブの勝ちパターンを開発し続けている。

3. コンセプト×広告×UXの勝ちパターン開発（顧客開発）
マーケ上流のコンセプト開発（USP・プライシング）からA/Bテスト。コ

ンセプトから広告・UXまで連動して顧客開発を行ってきた。
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リーチ
（CV数）

関心度
（CVR）

Search Display SNS Video

TOP
（認知）

MIDDLE
（興味関心）

LOW
（比較検討）

BOTTOM
（行動）

指名検索 

一般検索 

一般検索（Big） 

RLSA 

DFSA（Big） 

類似 / IC（Big） 

DSA 

ショッピング広告 

サーチターゲティング （YDN） 

リターゲティング 

カスタムインテント /  
購入意欲の強いユーザー  

Youtube / PLM / KW 

 類似 

デモグラフィクス 

アフィニティカテゴリ /  
カスタムアフィニティ  

トピック 

デモグラフィクス 

リターゲティング 

興味関心 

フォロワー / KW（Twitter）  

類似 

デモグラフィクス 

アフィニティカテゴリ /  
カスタムアフィニティ  

カスタムインテント /  
購入意欲の強いユーザー  

Youtube / PLM / KW 

トピック 

類似 

検索語句  
（カスタムインテント） 

リターゲティング 

ファネル

ファネルとは、アクションに至るまでの心理プロセスの変化。

比較検討に至る手前の興味関心層がミドルファネル。

ユーザーデータ活用と、心理プロセスを進めるクリエイティブが、

ミドルファネルの攻略、ビジネス成長の鍵に。
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ローファネル集中の状況から、ミドルファネルへシフトしていくべきと、

Googleからも推奨、推進されている。※画像は加工です。
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ミドルファネル攻略が、なかなか出来ない理由。（既存ソリューションの問題点）

構造的要因があり障壁は高い。パノプトはなぜ出来るのか？

最適化（入札調整） 

ばかりしている 
 

従来の検索中心の発想で「運用＝最適化」と

定義していることが最大の要因。広告運用の

複雑化に伴い、集計分析・最適化・報告が業

務のほとんどを占める結果に。効果の差がつ

かなくなってきていることで、代理店側もコスト

ダウンや付加価値（情報共有、報告頻度）に

走りがち。

「トライの絶対数」 

が足りていない 
 

最適化中心の運用に陥っており、十分な数の

トライをするプランニングリソースがそもそも

ない。継続的にトライする構造になっていな

い。（報告業務に全体の70%の時間がかかっ

ているというのはよく聞く話。） 

「勝ちパターン開発」 

をしていない 
 

トライの絶対数が少ないことから、プランニン

グの経験・スキルが培われず、CR施策も僅

かな表現変更に留まってしまっている。訴求

開発（誰にどんな価値を提供するか）から取り

組まなければ大きな成果は得られない。とき

に、訴求の幅を広げるべく、コンセプト・UX設

計の検証も必要になる。
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パノプトなら出来る、３つの仕組み
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代表が15年以上デジタルマーケティングに携わってきた中で、リスティング広告の限界、SNS広告の世界的盛り上
がりを経験。最適化偏重への違和感、クリエイティブへの揺れ戻し（原点回帰）が起きることを直感、既存代理店
構造での限界を感じ、2014年にパノプト社を設立。複雑化を続ける広告運用業務に自社システム開発で向き合う
と同時に、ビジネス・クリエイティブ開発の双方を実現すべく、「LeanUX」というコンセプトを採用。

CR/UX施策 5倍
トライの絶対数を増やす。 

全体リソースの5割をCR/UX施策へ配分。 

LeanUXで3週間のSprintを実行。 

CR/UX開発スピード3倍
限られた時間でヒットを生み出す。 

MTEでの分析検証、訴求開発メソッド、UXツールによって、 

勝ちパターン開発までの時間を短縮。 

従来工数75％圧縮
CR/UX施策の時間を確保。 

自社ツールMTEによって最適化・レポート業務を圧縮。 

LeanUX型

広告運用

LeanUXとは？どうやって実現したのか？
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日本で初めて、LeanUXのコンセプトを広告運用に。
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LeanUXとは？ 

作る・測る・学ぶという一連の学習ループを繰り返すといったリーン・スタートアップの思想やコンセプトを、UXデザインに応

用。「より良いビジネスの成果を得ること」を最終目標とし、組織が一体となってUXデザイン、開発等のプロセスを進めるた

めの手法。　UX TIMES - LeanUX  LeanUX
３つの基盤

アジャイル開発

『すばやい』『俊敏な』という

意味で、短い開発期間単位を採

用し、リスクを最小化する開発

手法。

リーンスタートアップ

「構築・計測・学習」の フィー

ドバック・ループを用いて、プ

ロジェクトのリスクを減らし、

開発と学習を迅速化する手法。

デザイン思考

プロダクト起点やサプライヤー

目線ではなく、人間(ユーザー)

中心で考える思考法。

ヒットクリエイティブ 

（拡大のための武器）開発工程 

最適化による 

改善工程 

コンセプトを実現するために
経験・強みを磨いてきた。

https://uxdaystokyo.com/articles/glossary/leanux/
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重み付け
プラットフォーム・CVポイ

ントへの重み付けを可能に。

最適化の質を向上。

3rd Party CV
GoogleAnalytics等、

3rdPartyCVを取り込み可

能。（手動）

入札モデル化
平均・短期間優先・長期間優

先と、重み付けのモデル化。

カスタマイズも。

一般的なもの全て
一般的なレポート指標を網

羅。

全チャネル統一
新規媒体も統一フォーマット

で。分析を分断させない。

CVタイプ別
CVポイントを3つまで出力可

能。獲得の質を可視化し、改

善させる。

柔軟なカスタマイズ
検索機能で、ターゲット別や

目的別の分析を瞬時に。

ファネル・訴求
独自のファネル別・訴求別分

析でCR分析を深堀り。

LeanUX型広告運用を。

全ターゲティング
全てのターゲティング機能を

一覧に。ターゲティング設計

を漏れなく。

入札シミュレート
予算アロケーション・入札バ

ランスのシミュレーション機

能。迷わない。

MTE-OPS
（最適化）

MTE-REPORT
（レポート）

創業当時より開発を続け、バージョン9までアップデートを繰り返してきた。

正しい傾向分析を可能とし、”迷わない” 理想の最適化を実現。レポートに

おいても、一般的指標に加え、LeanUXを実現するべく、当社独自指標のレ

ポート生成も自動化。管理画面とエクセルによるマニュアル/ローカル作業

に比べ、工数を75％削減することに成功。 

最適化 レポート

70％
圧縮

80％
圧縮

MTE導入の結果 

MTEを開発、従来工数75％圧縮。 

ダッシュボード
検索機能で柔軟に予算管理・

パフォーマンス管理が可能。

統計（加重平均）
5つの期間・重み付けを定義

し、正しい統計判断（加重平

均値）を可能に。
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10％ 50％超

CR/UX施策比率が一般的に10％程度となっていたところを、当社設計では50％以上に。 

CR/UX施策 5倍
トライの絶対数を増やす。 

全体リソースの5割をCR/UX施策へ配分。LeanUXで3週間のSprintを実行。 

Asana（プロジェクトマネジメント）

AsanaによるSprint設計。LeanUXSprintへ全体工数の

50％超を配分し、3週間のSprintを実行する。

MTE
従来工数を圧縮し、CR/UX施策の時間を確保。
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ターゲット×ファネル×訴求の効果を可視化  

MTE独自指標。ターゲット×ファネルには、どの訴求が効果的か瞬時に判断。リターゲティング配信（接触済み）とオーディ

エンス配信（未接触）では必要な情報・訴求が異なって当然。画一的なクリエイティブ設計を防ぎ、正しい判断を。 

CR/UX開発スピード3倍
限られた時間でヒットを生み出す。 

MTEでの分析検証、訴求開発メソッド、UXツールによって、 

勝ちパターン開発までの時間を短縮。 

分析 
学習 

戦略 

制作 

運用 

UX時代の新たな広告運用を  

オペレーション（Excel/レポート作成）、広告運用者（最適化）、ディレクター/デザイナー（制作）と分断されていた役割を集

約。”Growth（グロース）”として、CR/UXの力をスピーディ（アジャイル）に発揮する、LeanUX型広告運用。 

商品特性からコミュニケーション戦略立案  

FCBグリッド×効果階層モデル×STP分析によるコミュニケーション戦略を立案。 

商品特性の分析〜デジタルメディア特性に応じた戦略大筋〜貴社状況分析からファネルごとの戦略を。 

ソーシャルリスニング（ユーザーボイス）による訴求開発  

世界No.1ソーシャルメディア分析ツールであるSprinklrのリスニング機能を活用し、 

リアルな消費者の声から効果的な訴求開発をスピーディに行う。 

訴求 
開発 

各種CR/UXツール導入  

スピーディな開発を可能にする、PIXLR(画像)・Figma(画像/UX)・XD(画像/UX)・RICHKA(動画)等、 

最新の開発ツールを導入。 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課題解決へLeanUX型広告運用

LeanUX型広告運用の具体的イメージ
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LeanUX Sprint
（CR/UX開発）

プロトタイプ 

先月にプランニングした

クリエイティブ案をアカウ

ントへ反映。  

ビルド１ 

プロトタイプの結果を確

認し、効果的なものをブ

ラッシュアップ。  

ビルド２ 

必要な改善を実施し、効

果拡大、検証軸の精度

を高めていく。  

レビュー 

検証結果を振り返る。  

スプリント１ 

先月の結果を踏まえた

運用、最適化。  

Growth Sprint
（運用最適化）

スプリント２ 

最適化。LeanUXの効果

に応じて拡大強化。  

スプリント３ 

最適化。LeanUXの効果

に応じて拡大強化。  

スプリント４ 

検証軸に対する  

最適化の締めくくり。  

月次・週次 レポート 週次  週次  週次 

毎月４週目３週目２週目１週目

プランニング 

新規案を作成。  

いままでとは違う、当社独自のコンセプト・技術で、

貴社ビジネスを ” 拡大 ” させます。

ミ
ド
ル
フ
ァ
ネ
ル 
攻
略 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成長プロジェクトの支援を通じて仕組みを築き上げてきた。
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SNS広告でミドルファネル攻略　セキュリティ

大手代理店のサービス品質が低く当社へ。SNS広告を通

じて消費者向けのホームセキュリティサービスの獲得

支援。成果を上げ当初予算より10倍に拡大。

次世代エンタメの認知＆獲得支援　エンタメ
生放送アニメという次世代コンテンツのYoutubeチャン

ネル設立当初より支援。バーチャルライブへの参加申

込のTwitter集客など多岐にわたる支援。

新規事業成功、新会社設立へ　B2B
エンタープライズ企業へのスクラム研修サービスを提

供。立ち上げ当初より支援。高単価商材であるがSNS広

告で順調に拡大し新会社設立へ。

新規事業レジャー保険の立上げ　保険
レジャー保険という商材柄、時期や連休、アクティビ

ティごとに需要が存在。各ターゲットへ最適化された

訴求メッセージで獲得効率を数倍に。

55年ぶりの新たな学校制度　教育・学校
専門職大学の設立、生徒募集のプロモーションを支

援。教育機関の集客手段が限定的な中、検索・ディス

プレイ・SNS広告で効果的に集客。

SNSでゲームセンター利用促進 ゲーム・O2O
大手代理店のサービス品質が低く当社へ。SNS広告を活

用し、タイトルリリース・バージョンアップを通じ

て、店舗でのユーザーアクティベートを計測し、O2O

マーケティングを実施。

ネットスーパー事業の立上げ支援　EC・小売
利用文化自体の促進、低利益率のなかでの厳しいCPA目

標の中で、楽天スーパーセールや、単体での定期的な

セール、出店ブランドとのコラボレーションをフック

に検索からSNS広告での獲得を支援。

国内的サービスのシェア拡大支援　美容・APP

マス含め厳しいKPI管理下にて、SNS広告によるミドル

・トップファネルからの獲得支援。Sprinklrソフトウェ

アを活用し、大手専業代理店からのスイッチ。

老舗サイトのSNS攻略支援、上場へ　B2B
検索中心のチャネル戦略からSNS広告経由での獲得を拡

大させ次なる柱へ。さらに検索中心のUXを脱却しSNS

経由でユーザーが利用したくなるUX開発・広告展開を2

人3脚で。

VOD事業の新規立上げ支援　コンテンツ
ケーブルTV放送事業に次ぐVOD事業を2020年に開始。

新規ユーザー獲得・デジタルシフトに向けてデジタル

広告全般を支援。

送客支援運用を店舗ごとに　ペット・O2O
WEBサイト1つに一律に集客をかけていたが、店舗送客

の目的に向けて、店舗ごとに配信コントロールが出来

るよう運用。

SNS・動画広告での来店誘致　買取り・O2O
検索中心のデジタル広告施策から、重点店舗目標を達

成すべく、SNS・動画広告を活用し、来店誘致を実現。

化粧品新規事業の立上げ支援　化粧品・EC
上場後の主要事業計画の化粧品事業を立上げから支

援。全媒体を支援する中で、高難易度な目標に対し、

SNS広告✕UX施策(アンケートLP)で勝ちパターンを。

SNS広告での国内・海外配信　化粧品・EC
様々な媒体を実施してきたなか、LTVの高いSNS広告の

拡大を主要戦略とし、スピーディな訴求・クリエイ

ティブ開発による運用で拡大を支援。

SNS広告✕ファッション　ファッション・EC

プチプラ系ファストファッションサイトの売上を最大

化すべく、相性の良いSNS広告を活用し、毎週リリース

される新商品、キャンペーンの展開を支援。獲得数が7

倍に。

サービス立上げから国内No.1へ　B2B・SaaS
受付システムSaasのスタートアップ期からの支援。ス

ピーディな機能開発、事例創出と連動した全媒体の支

援で獲得9倍に成長。

国内事業立ち上げ期の支援　ホテル・賃貸
コンセプト設計からサービスローンチ、プレマーケ

ティングと、立ち上げ期をスピーディなPDCAの実行で

支援。

市場創出から上場まで　クラウドファンディング

市場創出含めたサービス拡大支援、各PRと連動した広

告展開、厳しいKPIに寄り添って様々なトライ＆エラー

を2人3脚で。

国内No.1サービス支援　ネットクリーニング

大手代理店のサービス品質が低く当社へ。訴求開発か

ら、各地域に根ざした広告を展開すべく全国の市町村

・駅名までキーワード・クリエイティブを最適化。

SNS✕海外配信✕動画　インバウンド

空港にて無料SIM提供の獲得促進を支援。

KaizenPlatform社と協業し、動画クリエイティブ✕海

外へのFacebook広告配信にて支援。
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2020年代に求められる、 

マーケティングパートナー像とは？ 

ミドルファネル×クリエイティブ 

cookieless時代、リターゲティング以外の活路を。

　運用型広告はすべてのデジタルディスプレイ広告の80％を占

めており、その多くは行動ターゲティングによるものです。これ

は、従来のCookieが2年間で廃止され、行動ターゲティング用

のCookieプールがはるかに小さくなるというGoogleの発表に

従って、明らかに変化します。 

　多くの人がこれを悲惨なシナリオだと考えていますが、広告主

に有利な点が2つあります。 

　1つは、行動ターゲティングはターゲティング方法の１つにすぎないということです。2

つ目は、最も重要なことですが、SafariのIntelligent Tracking Prevention（ITP）のおか

げで、広告主は非行動ターゲティング戦略を今すぐテストする絶好の機会を得られま

す。 

Planning For Safari Can Prepare Advertisers For Chrome's Future

（2020/2/24）

ミドルファネルクリエイティブを開発できる企業が飛躍。

「リスティングの費用対効果の頭打ちによって大きく市場を拡大したリタゲ広告で

はあるが、今度はそれに代わって「指名検索」を得るためのコミュニケーション施

策が幅広く追及されるだろう。」 

 

「当然デジタルの知見とミドルファネル用のクリエイティ

ブを開発できるエージェンシーにチャンスがあり、この

領域を制するエージェンシーが2020年代に大きな成長

をすることだろう。」 

 

 

 

ベム最後の投稿 2020年代広告業界７つの予測（2020/1/6）　

デジタルインテリジェンス代表 

横山隆治氏 

広告とUXを一連に設計・運用 

広告とUXの分断は終わる。

　各企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）への取り組みによる消費者体験のデ

ジタル移行により、企業と消費者との様々なタッチポイントはデータで繋がっていく。新

規顧客獲得のための「広告」と、既存顧客のポジティブなブランド体験を生み出すため

の「UX」は分断されてきたが、これらを一連に設計・運用することが、企業・マーケター

に求められていくだろう。 

広告とUXを組み合わせることで効果的に。

　広告とUXの関係を認識することが重要です。互換性がないように見えますが、それ

らの力を組み合わせ、マーケターにとってはより魅力的で効果的な広告、デザイナー

にとってはより関連性が高いUX、双方にメリットがあります。 

Advertising And UX: A Complex Relationship

戦略的に、大量に、スピーディに。  

マーケティングスキル > デザインスキル 

　「デザインが一定クオリティを超

えると、マーケティング／構成スキ

ルの方が重要な変数に。」 RICHKA

誰が、理想の One to One を実現するのか？

　従来のTVCM手法で拡大できるニーズの広い一握りのビジネス以外は、１つの汎用

的クリエイティブよりも、さまざまなユーザー属性・ニーズに向けたクリエイティブが設計

されているのが理想（One to One）。 

　Google、Facebookなどマーケティングプラットフォームの進化と、クリエイティブ開発環

境の進化、この技術革新を組織に取り込みながら、「戦略的に、大量に、スピーディ

に。」、この理想を実現するのはどんなプレイヤーか？ 

https://www.adexchanger.com/data-driven-thinking/planning-for-safari-can-prepare-advertisers-for-chromes-future/
https://www.adexchanger.com/data-driven-thinking/planning-for-safari-can-prepare-advertisers-for-chromes-future/
http://g-yokai.com/2020/01/2020-3.php
https://usabilitygeek.com/advertising-and-ux-relationship/
https://richka.co/
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他サービスとパノプトの比較表

ソリューション比較

Panopt 代理店（大手） 代理店（中堅/最適化系） 代理店（少額系） インハウス

SNS・Display
ミドルファネル攻略

（LeanUX型広告運用）
全方位的な支援 検索・リタゲ中心の

ローファネル効果改善
検索・リタゲ中心の

ローファネル効果改善 自社運用

価値

提供価値 継続的売上拡大 継続的売上拡大 最適化によるCPA改善
コストダウン

最適化によるCPA改善
コストダウン

代理店フィー分の
コストダウン

効果期待値
初年度：CVs +20 ~ +100％ 
翌年〜：毎年+20 ~ +100％

初年度：CVs +20 ~ +100％ 
翌年〜：毎年+20 ~ +100％

初年度：CPA -20 ~ -50%
翌年〜：維持

初年度：CPA 0 ~ -20%
翌年〜：維持

初年度：CPA -20%
翌年〜：維持

コスト
（Fee）

20％ / 月額200万〜
※広告CR制作込み

25-30% / 月額1000万〜
※広告CR制作込み 20% / 月額100万〜 20% / 月額30万〜 -

サービス

戦略 ◎ ◎ △ ✕ ○
最適化 ○ ○ ◎ ○ ○
CR/UX ◎ ◎ △ ✕ △

レポート ◎ ◎ ○ △ ✕
体制 ○ ◎ ○ △ △

スピード ○ △ ○ △ ◎
契約期間 6ヶ月〜 6ヶ月〜 6ヶ月〜 3ヶ月〜 -

まとめ
（注意点等）

検索・リタゲ中心の獲得に限界を
感じ、ミドルファネルを攻略した
い場合に有効。商売構造上、検索
を脱却できない場合はUXから見直
し。（顧客側リソースも必要）

月額1,000万円以上の予算から。
大きい組織であるが故、品質が属
人的で、当たり外れが大きい。

提供価値が最適化のため大きな効
果改善は期待すべきではない。ビ
ジネスモデル的に検索を脱却でき
ない場合はマッチングする。

運用者一人あたりが数十社運用し
ており、イニシャルのアカウント
設計改善後は予算管理くらいしか
行わない傾向。

短期的なコストカット目的に有
効。Google/Facebook等のポテン
シャルを低く見積ることでチャン
スを逃さないように注意。
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会社概要 

社名　　：　株式会社パノプト 

住所　　：　〒150-0002　東京都渋谷区渋谷1-15-12 LAIDOUT SHIBUYA 201 

代表者　：　三輪 真揮 

設立　　：　2014年8月4日 

従業員　：　8名 

事業内容：　デジタルマーケティング事業 

代表者略歴

1984年生。愛知県出身。2006年㈱セプテーニ入社後、2008年より北日本事業部管轄。 

札幌・仙台・新潟オフィスの新規立上げ、同社の国内事業拡大に貢献。2012年に同社初となる海外法人

セプテーニアジアパシフィック社の設立、取締役に就任。シンガポールへ赴任し、Facebookに特化した

広告事業をアジア太平洋圏にて展開、同社の海外事業展開に貢献。 

2014年3月に同社退職後、2014年8月に㈱パノプトを創業。 三輪 真揮
代表取締役


