


製品名：蓋付きタンブラー 
原産国:国産 
素材：ステンレス 
容量：600ml 
特徴：二重構造、保温/保冷性 
ブランド名:タンブラーSHOPイチカラ

今回も例えとして・・
こちらの商品を使用します



①戦略キーワード策定&キーワードインデックス

②注文率最適化
A.商品ページ 
B .ストアページ 
C .レビュー施策

③販促広告
A.スポンサー広告 
B .販促プロモーション

注文率向上 販売速度加速

検索上位定着 検索上位獲得

Amazonマーケティング全体図



スポンサー広告種別

スポンサープロダクト・スポンサーブランド 
スポンサーディスプレイ



スポンサー広告種別

スポンサープロダクト



販促プロモーション種別

セール、クーポン、ポイント還元



A.キーワード検索結果に表示されるキーワード広告

①配信面

B.商品詳細ページ下部に表示されるASIN広告



②課金形式

✅ 課金形態 
課金形態は、広告がクリックされる度に費用が発生するクリック課金式になっています。

②クリック毎に広告主に課金が発生

Amazo

クリック課金式広告とは？

①ユーザーが広告をクリック

クリック課金式



③単価設定

入札性



スポンサー広告/入札戦略タイプ④入札戦略タイプ

「ダウンのみ」「アップとダウン」 
「固定入札額」の3つが存在



スポンサー広告/入札戦略タイプ⑤広告ターケティング

オートターケティング＝自動 
マニュアルターケティング＝手動



広告の関連性



スポンサー広告/入札戦略タイプ⑥オートターケティングマッチタイプ

オートターゲティングのマッチタイプは、ほぼ一致、
大まかな一致、代替商品、補完商品の4つが存在



スポンサー広告/入札戦略タイプ⑥マニュアルターケティングマッチタイプ

マニュアルターゲティングのマッチタイプは、 
完全一致、フレーズ一致、部分一致の３つ



スポンサー広告/入札戦略タイプ⑥除外キーワードマッチタイプ

除外設定のマッチタイプは 
「完全一致」と「フレーズ一致」



広告目標設定

①1商品と1日辺りの広告予算 
②ワンクリック辺りの目標誘導単価を設定　　　　



商品販売価格に対する「%の割合」で設定

販売価格
3,000円

FBA手数料
732円

原価/送料
??円

利益
??円

広告費
20%600円

スポンサー広告/入札戦略タイプA.商品辺りの広告予算設定

販売初期段階は広告費を高めに設定

①1商品と1日辺りの広告予算



「商品販売中の場合」は、直近1ヶ月間の 
1日の平均売り上げに対する割合で計算します 
例えば、直近1ヶ月の1日の平均売り上げが100,000円、広告予算が20%の場合、1日の広告予算は20,000円になります。

「商品販売前の場合」は、想定売り上げに 
対する割合で計算します。  

例えば、1日の想定売り上げが20,000円、広告予算が20%の場合、 
1日の広告予算は4,000円になります。

スポンサー広告/入札戦略タイプB.日辺りの広告予算設定
①1商品と1日辺りの広告予算



②目標誘導単価設定

目標誘導単価の設定には直近1ヶ月間の 
「購入率」「広告の平均クリック単価」 

「ROAS」を使用します。



「商品販売中の場合」は 
ビジネスレポートから確認します。

「商品販売前の場合」は 
最低目標値の5%に設定します。  

例えば、1日の想定売り上げが20,000円、広告予算が20%の場合 
1日の広告予算は4,000円になります。

A.購入率確認
②目標誘導単価設定



「商品販売中の場合」は、アマゾンADSの
トップページから確認します。

「商品販売前の場合」は、平均クリック単価
を想定値で設定します。 

平均クリック単価を想定値で設定する場合は、セラースプライトのキーワードマイニング機能を使用します。

セラースプライトで広告の平均クリック単価の想定値を設定する場合は、メイン戦略キーワードをキーワードマイニング機能
で検索、表示される関連キーワード一覧の中から商品と親和性が高く、検索数と購入率の高いキーワードを数個ピックアップ

します。ピックアップしたキーワードのPPC入札額の平均額を「平均クリック単価」として設定します。

B.平均クリック単価確認
②目標誘導単価設定



C.ROAS確認
②目標誘導単価設定

ROASの計算式は 
「売上÷広告額＝ROAS」です。 
+タンブラーの場合、販売価格3,000円、広告費20%ですのでROASは5%になります。 

売上3,000円÷広告費600円＝ROAS5%



タンブラーの場合
販売価格3,000円÷600円＝ROAS5%



D.目標誘導単価の決定
②目標誘導単価設定

目標誘導単価の計算式は「商品販売価格×購入
率パーセント÷ROAS＝目標誘導単価」です。 

+タンブラーの場合、販売価格3,000円×購入率9%÷ROAS5＝目標誘導単価は54円になります。



タンブラーの場合
3,000円×9%÷ROAS5＝誘導単価54円



ディフェンスキーワード広告 ディフェンスASIN広告
自社ブランド名で登録 

（例）タンブラーSHOPイチカラ、イチカラ 
いちから

自社で販売中の全ASINを登録

オフェンスキーワード広告

戦略キーワードを登録 
（例）タンブラー、蓋付きタンブラー、保冷タンブラー

オフェンスASIN広告

競合商品のASINを登録 
（例）タンブラーランキング上位商品など

広告配信設定

広告配信はディフェンスとオフェンスに分類 
+広告を配信する際は、ターゲットを「ディフェンスとオフェンス」の2つに分けて管理する必要があります。
ディフェンス広告は自社ブランド名や自社商品を閲覧中のユーザーに対して配信します。オフェンス広告は自

社の戦略キーワードや、競合商品を閲覧中のユーザーに対して配信します。



ディフェンス広告

ディフェンス広告では、マニュアルターゲティングを使用して
「自社ブランド名と自社ASIN」に対して広告を配信します。 
+自社ブランド名や自社ASINはキーワードとの関連性が強いため、低い入札単価でも広告が上位表示されやす

くなっています。

ディフェンスキーワード広告

自社ブランド名を登録 
（例）タンブラーSHOPイチカラ/イチカラ/いちから

ディフェンスASIN広告
自社で販売中の全ASINを登録



タンブラーの場合目標誘導単価が54円
1日の広告総予算が4,000円

完全一致30%16円 
フレーズ一致25%14円 
ASIN30%16円 
1日の予算300円



ディフェンス広告/自社キーワード入札単価

・完全一致は目標誘導単価の30% 
・フレーズ一致は目標誘導単価の25%

1日の広告予算は総予算の7.5%に設定します



＋タンブラーの場合、目標誘導単価は54円ですので、ディフェンス自社キーワード広告の入札単価は「完全一
致が目標誘導単価の30%16円」「フレーズ一致は25%の14円」に設定します。ASIN広告は「目標誘導単価
30%の16円」に設定します。 
1日の広告総予算は4,000円ですので、キーワードとASINそれぞれ「7.5%の300円」に設定します。

ディフェンス広告/自社ASIN入札単価

・目標誘導単価の30%

1日の広告予算は総予算の7.5%に設定します



✅ ディフェンスキーワード広告配信設定 
まずは、ディフェンス自社キーワード広告の配信設定から解説いたします。


1.アマゾンADSトップページから「新規キャンペーンを作成」を選択後、スポンサープロダクト広告をクリック
します。 
2.広告設定画面からキャンペーン名を設定します。キャンペーン名は管理しやすいよう「ディフェンス-自社キー
ワードマニュアル」などに設定します。 
3.1日の予算は全体の7.5%ですので300円に設定します。 
4.ターゲティングは「マニュアルターゲティング」を選択します。 
5.入札戦略は「ダウンのみ」を選択します。 
6.広告配信する「商品を選択」します。 
7.ターケティングは「キーワードターゲティング」を選択します。 
8.ターゲティング設定後、タブの中から「リスト入力」を選択します。 
9.マッチタイプは「フレーズ一致と完全一致」を選択します。 
10.ボックスに自社キーワードを入力して「キーワードを追加」と書かれたボタンをクリックします。 
＋タンブラーの場合、「タンブラーSHOPイチカラ」や「カタカナ、平仮名のイチカラ」などを登録します。 
11.入札単価は、完全一致は目標誘導単価30%の16円、フレーズ一致は25%の14円に設定します。 
キーワードやASINを除外設定する場合は、こちらのボックスにキーワードもしくはASIINを入力します。 
12.キャンペーン開始をクリックすると広告配信が完了します。 

ディフェンス自社キーワード広告の配信設定は以上です。

スポンサー広告/ディフェンス広告



次は、ディフェンス自社ASIN広告の配信設定を解説いたします。 

1.アマゾンADSトップページから「新規キャンペーンを作成」を選択後、スポンサープロダクト広告をクリック
します。

2.広告設定画面からキャンペーン名を設定します。キャンペーン名は管理しやすいよう「ディフェンス-自社
ASINマニュアル」などに設定します。 
31日の予算上限は全体の7.5%ですので、300円に設定します。 
4.ターゲティングは「マニュアルターゲティング」を選択します。 
5.入札戦略は「ダウンのみ」を選択します。 
6.広告配信する「商品を選択」します。 
7.ターゲティングは「商品ターゲティング」を選択します。 
8.タブの中から「個々の商品」を選択後、下のタブから「リスト入力」をクリックします。 
9.ボックスに自社で販売中の「全ての商品のASIN」を入力してターゲットを設定をクリックします。 
10.入札額は目標誘導単価の30%16円に設定します。 
キーワードやASINを除外設定する場合は、こちらのボックスにキーワードもしくはASIINを入力します。 
11.「キャンペーンを開始」をクリックすると広告配信設定が完了します。 

ディフェンス自社ASIN広告の配信設定は以上です。

スポンサー広告/ディフェンス広告



オフェンス広告

オフェンス広告ではオートターケティングと
マニュアルターケティングを使用します。 
+オフェンス広告は戦略キーワードを検索、もしくは競合商品を閲覧中のユーザーに広告を配信。



オフェンス広告/オートターケティング

・ほぼ一致は目標誘導単価の85% 
・大まかな一致は目標誘導単価の65% 
・代替商品は目標誘導単価の65% 
・補完商品は目標誘導単価の50%

＋タンブラーの場合、目標誘導単価は54円ですので、オフェンスのオートターゲティングの予算設定は「ほぼ
一致は目標誘導単価の85%46円、大まかな一致は65%17円、代替商品は65%17円、補完商品は50%27円」

に設定します。1日の広告予算は4,000円ですので35%の1,400円に設定します。

1日の広告予算は総予算の35%に設定します



タンブラーの場合、目標誘導単価は54円 
1日の広告予算は4,000円

・ほぼ一致は目標誘導単価の85%46円 
・大まかな一致は65%17円 
・代替商品は65%17円 
・補完商品は50%27円 
・1日の予算は35%1,400円



オフェンスのオートターケティング広告の配信設定は、 

1.アマゾンADSのトップページから「新規キャンペーンを作成」を選択後、スポンサープロダクト広告をクリックしま
す。 
2.広告設定画面からキャンペーン名を設定します。キャンペーン名は管理しやすいよう「オフェンス-オートターゲティン
グ」などに設定します。 
3.1日の予算は全体の35%ですので、1,400円に設定します。 
4.ターゲティングは「オートターゲティング」を選択します。 
5.入札戦略は「ダウン」のみを選択します。 
6.広告配信する「商品」を選択します。 
7.「ターゲティンググループ別に入札額を設定する」を選択します。 
8.マッチタイプ一覧が表示されます。タンブラーの場合「ほぼ一致は目標誘導単価の85%46円、大まかな一致は目標誘
導単価の65%17円、代替商品は目標誘導単価の65%17円、補完商品は目標誘導単価の50%27円」に設定します。 
キーワードやASINを除外設定する場合は、こちらのボックスにキーワードもしくはASIINを入力します。 
9.キャンペーンの開始をクリックすると広告配信が完了します。 

オフェンスオートターゲティング広告の配信設定は以上です。

オフェンス広告/オートターゲティング



オフェンス広告/マニュアルターケティング

・複合キーワードとは？ 
・メインの戦略キーワードを半角小文字スペースで区切ったワード

＋タンブラーの場合、単体キーワードは「タンブラー」「マグカップ」「蓋付きタンブラー」複合キーワード
は「蓋付き タンブラー」「ステンレス タンブラー」などになります。

「戦略キーワード単体」と「複合キーワー
ド」を登録します。



単体キーワード 
タンブラー、マグカップ、蓋付きタンブラー

複合キーワード 
蓋付き タンブラー 
ステンレス タンブラー



オフェンス広告/マニュアルターケティング

・完全一致は目標誘導単価の95% 
・フレーズ一致は目標誘導単価の65% 
・部分一致は閲覧数が伸びない場合に使用

＋タンブラーの場合、目標誘導単価は54円ですので「完全一致は目標誘導単価の95%51円、フレーズ一致は
目標誘導単価の65%35円」。1日の広告予算は4,000円ですので50%の2,000円に設定します。

1日の広告予算は総予算の50%に設定します



タンブラーの場合目標誘導単価が54円
1日の広告総予算が4,000円

完全一致95%51円 
フレーズ一致65%35円 
1日の予算50%2000円



オフェンスマニュアルターケティング広告の配信設定は、 

1.アマゾンADSトップページの「新規キャンペーンを作成」を選択後、スポンサープロダクト広告をクリックし
ます。 
2.広告設定画面からキャンペーン名を設定します。キャンペーン名は管理しやすいよう「オフェンス-キーワード
-マニュアルターゲティング」などに設定します。 
3.1日の予算は全体の50%ですので2,000円に設定します。 
4.ターゲティングは「マニュアルターゲティング」を選択します。 
5.入札戦略は「ダウン」のみを選択します。 
6.広告配信する「商品を選択」します。 
7.ターゲティングは「キーワードターゲティング」を選択します。 
8.タブの中から「リスト入力」を選択します。 
9.マッチタイプは「フレーズ一致と完全一致」を選択します。 
10.入力ボックスにメインの戦略キーワードと戦略キーワードの複合キーワードを入力します。 
タンブラーの場合、メイン戦略キーワード単体の「タンブラー」「マグカップ」「蓋付きタンブラー」などを登
録します。複合キーワードは「蓋付き タンブラー」「ステンレス タンブラー」などを登録します。 
11.入札金額は、完全一致は目標誘導単価95%の51円、フレーズ一致は65%の35円に設定します。 
キーワードやASINを除外設定する場合は、こちらのボックスにキーワードもしくはASIINを入力します。 
12.キャンペーンの開始をクリックすると広告出稿が完了します。 

オフェンスマニュアルターゲティング広告の配信設定は以上です。

OFマニュアルターケティング/キーワード



オフェンス広告注意点

＋＋タンブラーの場合、ディフェンス広告で配信している「タンブラーSHOPイチカラ」や「自社の全ASIN」
を、オフェンス広告において除外設定します。

必ず、ディフェンス広告で配信している自社キーワードと自社ASIN
を、オフェンスのオートターケティングとマニュアルターケティン

グにおいて除外設定してください。



タンブラーの場合キーワードは
タンブラーSHOPイチカラ/イチカラを登録

ASINは 
自社の全ASINを登録



✅ 広告バッティング回避一連の流れ 
広告のバッティング回避設定を行う場合は、

1.アマゾンADSからオフェンスマニュアルターケティング、もしくはオフェンスオートターケティングキャン
ペーンを選択します。

2.メニューの中からネガティブターケティングを選択します。

3.キーワードを除外設定する場合は、タブの中から「除外キーワード」を選択後「除外するキーワードを追加」
をクリックします。ASINを除外設定する場合は、タブの中から「ネガティブ商品」を選択後「除外する商品の
ターゲットを追加」をクリックします。

4.ボックスにキーワード、ASINのいずれかを入力して保存をクリックすると除外設定が完了します。

OFマニュアルターケティング/出稿時注意点



運用ルーティーン

広告運用開始後のルーティーンは 
①.キーワードとASINの追加 
②.広告入札単価の調整 
③.重要指数の確認です。



オフェンスオートターゲティングで注文発生したキーワードやASIN
を、オフェンスマニュアルターゲティングに追加登録して配信を強化。

①運用ルーティーン/キーワードとASIN追加

オートターケティング マニュアルターケティング
（例）耐熱グラスで注文発生 耐熱グラスを登録

入札単価はオートターケティングで注文発生した価格の10%UP



✅ まずは、オフェンスオートターゲティングで注文発生したキーワードを、オフェンスマニュアルターゲティ
ングに追加登録する方法を解説いたします。 

1.アマゾンADSトップページから「オフェンスのオートターゲティング」を選択後、広告グループをクリックし
ます。

2.メニューから「検索用語」を選択すると、オートターゲティングでアクセスのあったキーワードとASIN一覧が
表示されます。

3.データ表示期間を設定後、一覧の中から注文発生したキーワードをコピーします。

4.再度アマゾンADSトップページに移動後、オフェンスマニュアルターゲティング広告を選択。ページ展開後
「広告グループ」をクリックします。

5.メニューから「ターケティング」を選択します。

6.「キーワード追加」をクリックします。

7.タブの中から「リストを入力」を選択します。

8.マッチタイプは「完全一致」を選択します。

9.ボックスに「オートターゲティングで注文発生したキーワード」を入力します。

10.入札単価はオートターゲティングで注文発生した単価の10%アップに設定します。

11.保存をクリックするとキーワードの追加が完了します。

運用ルーティーン



次は、オフェンスオートターゲティングで注文発生したASINを、オフェンスマニュアルターケティングに追加
登録する方法を解説いたします。 

オートターケティングで注文発生したASINをマニュアルターケティングに追加登録する場合は、初回のみ新規
でキャンペーンを立ち上げる必要があります。


1.アマゾンADSのトップページから「新規キャンペーン作成」を選択後、スポンサープロダクト広告をクリック
します。

2.広告設定画面でキャンペーン名を設定します。キャンペーン名は管理しやすいよう「オフェンス-ASINマニュア
ルターゲティング」などに設定します。

3.「1日の広告予算」を設定します。

4.ターゲティングは「マニュアルターゲティング」を選択します。

5.入札戦略は「ダウンのみ」を選択します。

6.広告配信する「商品」を選択します。

7.ターゲティングは「商品ターゲティング」を選択します。

8.タブの中から「個々の商品」を選択します。

9.「リスト入力」を選択します。

10.ボックスに「オートターゲティングで注文の発生したASIN」を入力後「ターゲット設定」をクリックします。

11.入札額はオートターケティングで注文発生した単価の「10%アップ」に設定します。

保存をクリックするとASIN広告の出稿が完了します。

次回以降オートターゲティングで注文発生したASINはこちらのキャンペーンに追加登録していきます。

運用ルーティーン



キーワードやASIN追加登録時の注意点

＋マニュアルターゲティングに追加登録するキーワードやASINをオートターゲティング側で除外設定すること
で、オフェンス広告同士でのバッティングを防ぎ、無駄な広告費の発生を抑えることができます。

必ず、マニュアルターケティングに追加登録するキーワードやASIN
を、オートターゲティングにおいて除外設定」する必要があります。



入札単価調整は広告の配信結果に基づき週に1度行ってください。

②運用ルーティーン/入札単価調整

クリック数100&ROAS500%以上＝入札額25%UP

クリック数100&ROAS250%＝入札15%DOWN

クリック数100&注文0=入札30%DOWN

インプレッション0＝入札30%UP



入札単価調整時の注意点

＋初めは赤字でも継続して配信する事でキーワードのインデックスが強化され、低い入札単価でも広告上位獲
得が可能になります。更に商品販売ページへのレビューも増加して購入率が向上し徐々に黒字化していきます。

メインの戦略キーワードのオフェンスマニュアル広告に関しては、基
本的に「赤字」でも入札額の値下げは行いません。

キーワードからの購入実績を
積む事でインデックス強化！



③運用ルーティーン/重要指数の確認

売上を「ファネル」と「チャンネル」の2つに解析。売上げが増減
した際どの指数が変化したのかを特定し施策を実施していきます。



③運用ルーティーン/重要指数の確認

ファネルでは売上を「ページビュー、注文率、注文単価」
に解析する事ができます。



③運用ルーティーン/重要指数の確認

チャンネルでは売上を「広告経由と自然検索経由」に 
解析する事ができます。





コンテンツサイトを用意
実際に販売中の商品を基に 
画面を見ながら解説！

Amazon販売で成功するため
のノウハウとテクニック余す
事なくお伝えします。

デザイン立ち上げからストア運用までフルファネルでサポート 
7時間以上の動画と、6万文字以上の大ボリュームコンテンツ！

Amazon販売で成功するための全てのノウハウをまとめた



Amazonベストセラー獲得マニュアル



詳細はこちら




