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   最新のマーケティングソリューション 

 



こんな課題がありませんか？ 

 サイトの売上を上げたい 

 ユーザーフレンドリーなサイトにしたい 

 広告で集客してきたユーザーのCVRが低い 

 サイトリニューアルのアイディアが欲しい 

 ツールを導入したいが運用が大変そう… 

 

                        etc... 



サイト改修のコストがない 

その原因は・・・ 

サイト分析の時間がない ツールの運用ノウハウがない 

分析・運用・開発のリソース不足による 負のスパイラル に陥っていませんか？ 



Insider なら 解決できます！ 

月１回〜の分析レポートMTG 運用は専任担当者にお任せ ワンタグ設置・改修不要 



“私たちにお任せください” 

専任担当者が御社のマーケ担当者として 

シナリオの設計や開発実装まで運用を 徹底サポート いたします。 
 

定例ミーティングでは、既存施策の分析報告だけでなく新規の 改善提案 を行います。 

御社にとって最適な機能を 開発・ご提供 することで、御社のサイト改善に伴走いたします。 
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世界 17オフィス 

  

About Insider  

多彩な 導入実績 Google 認定パートナー 

アジアヨーロッパ唯一の 

Google アナリティクス 

公式オプティマイズパートナー 



The Real Estate Problem 

- イギリス在住の初訪ユーザー 
- 雨の時期 

 パーソナライゼーション 
 
 ユーザーの属性、位置、天気、サイト内での行動で表示するコンテンツを変更 

通常のトップページ パーソナライズされたトップページ 

-晴れの風景をトップページに表示 

 コンテンツパーソナライズ 



The Real Estate Problem 

- シンガポール在住の再訪ユーザー 
- 前回ベトナム行きのフライトを検索 

 パーソナライゼーション 
 
 ユーザーの属性、位置、天気、サイト内での行動で表示するコンテンツを変更 

通常のトップページ パーソナライズされたトップページ 

- ベトナムの風景を表示 
- 通貨をシンガポールドル表示 

 コンテンツパーソナライズ 



Insider が提供できること 

データ取得元 ソリューション 
 ・データマッチング 
 ・セグメント作成  

Webサイト モバイル端末 

CRM&DMP 

リアルタイム 
ユーザーセグメント 

行動予測セグメント 

（ 機械学習 ） 

 
例）１週間以内にCVするユーザーを 
  見つけ出すことが可能 

 

LPO バナー表示 

離脱防止 レコメンド 

プッシュ通知 

アンケート 

GA 

ウェブサイト 

モバイルアプリ 

モバイルサイト 

デバイス 

で 効果検証 が 可能 

ABテスト 広告用 
予測データ 



機能のご紹介 
これからご紹介する機能はInsiderの提供する一部にすぎません。 

御社のサイトの課題に合わせ、さまざまなアプローチが可能です。 



ユーザーの位置情報の天気や気温によって表示コンテンツをパーソナライズ 

 １．コンテンツパーソナライズ 



 ２．ソーシャルプルーフ 

商品ページの閲覧数や購入数をリアルタイムに表示。 
xx名以上の場合のみ表示などの条件、テキストも自由に設定可能 

 

▼利用箇所 

すべての商品ページ（PC/SP） 

 

▼利用目的 

・他ユーザーの動向を見せることで人気度を証明 

・集合知を利用し安心感を提供することで購入を促進 

 



 ２．ソーシャルプルーフ デザイン例 

①バナー表示 ②サイト内表示 

本日８名がこの商品をカートに入れました 

本日46名がこの商品を閲覧しました Ｘ 



閲覧履歴に基づいて順番を自動で並べ替え 
 

 

▼利用箇所 

カテゴリーページ（SP） 

 

▼利用目的 

・過去に閲覧した商品のカテゴリを 
 上部に表示させることでUIを改善、 
 購入までのプロセスを短縮し購入を促進。 

 ３．カテゴリーオプティマイザー 



ユーザーが前回離脱時に入力したところまでを自動的に再表示 

 ４．フォームリカバリー 

▼利用箇所 
入力フォームページ（PC/SP） 
 
▼利用目的 
前回フォームで途中まで入力した情報を 

再表示することでプロセスを短縮、CVを促進 



５．モバイル向け 購入トリガー  
 
 

“カートリカバリー” 
前回カートに入れた商品をリマインド表示 

“Call Me” 
コールボタンをフロート表示 

※カートボタン表示も可能 



サイト上部に固定型 

バナー表示型 

５．モバイル向け カウントダウン  



     “ページカール”          “サイドメニュー”       “スクラッチクーポン”  

５．モバイル向け クーポン  



モバイルユーザーが下にスクロール中、上に素早くスワイプした際にバナー表示  
※デザインや表示位置、表示トリガーは自由に設定可能 

※PCの場合は特定の位置にマウスが入った場合 等 

 

▼利用箇所 

すべてのページ（PC/SP） 

 

▼利用目的 

・他社との比較や商品が見つからないなどの 
 離脱理由に対して、改善案を提案することで 
 離脱を防止し、CV改善を行う  
・一度でもサイトを訪れた見込み顧客を囲い込む 
 
 

 ６．Exit Intent（離脱予測防止） 

バレンタインまちコン特集！ 

× 

Go to Demo 



サイトコンテンツを多変量でABテスト可能（PC/SP） 

 ７．カスタムABテスト 

通常ページ：電話番号 パターン１：送料無料 パターン２：無料トライアル 



ブラウザ上でユーザーにキャンペーン情報を一斉通知 
※別タブを開いたタイミングや、カート放棄をしたユーザーに対して 

 サイトに呼び戻すことを目的に通知を送ることも可能 

 

▼利用箇所 

・デスクトップ（一部SP） 
・Chrome/Firefox/Safari に対応 
 

▼利用目的 

・非会員へのアプローチ方法のひとつとして 

・ページから離脱時や他社と比較をすると考えられる場合に 
 サイトに呼び戻し、CV改善を行う 
 
▼特徴 
・通知を許諾(オプトイン※)したユーザーにのみ送信可能 

 ８．プッシュ通知 

５月末までのお申し込みで 
初期費用無料！ 
 
Insiderでは30日間限定セール 
開催中！今すぐチェック！ 

x 

 xxxxxxxx.com 

プッシュ通知イメージ 

※オプトインイメージ 



 ８．プッシュ通知 – ブラウザ起動時の通知 

５月末までのお申し込みで 
初期費用無料！ 
 
Insiderでは30日間限定セール開
催中！今すぐチェック！ 

x 



 ８．プッシュ通知 – 新しいタブへの移動トリガー 

５月末までのお申し込みで 
初期費用無料！ 
 
Insiderでは30日間限定セール開
催中！今すぐチェック！ 

x 

新しいタブで別サイトを閲覧中に一定時間経過後、プッシュ通知の送信が可能 



効果計測 
各機能は実施した場合／実施しなかった場合の 

ABテストでそれぞれの結果はGoogleアナリティクス上から 

確認が可能です。※プッシュ通知を除く 

 

 

 

 
Google アナリティクスの表示イメージ（実際の数値とは無関係です） 

 

GoogleアナリティクスのデータとInsiderのレポートで 

効果検証を行います。 



5 0 0 : 

タグ実装時間 



導入からシナリオ設計、運用、レポーティング、 
改善提案までフルアカウントマネジメントを提供いたします。 

Insider 他社ツール 

導入サポート ✔ ✔ 

シナリオの考案 ✔ ー 

管理画面でのシナリオ設定 ✔ ー 

シナリオ公開 ✔ ー 

月次レポートの提出 ✔ ー 

シナリオの改善・新規提案 ✔ ー 

 参考資料：運用サポートについて 



機能 CVR改善率 概要 

 ソーシャルプルーフ ＋97% 
・ギフト系EC 
・商品ページに埋め込み型でカートに入れた人数を表示 

 フォームリカバリー ＋27% 
・自動車系EC 
・会員登録/商品購入時のフォーム入力情報を再表示 

 サーチサジェスチョン ＋14％ 
・エンタメ系EC 
・人気作品名を時期ごとに検索ボックスに表示 

 閲覧商品の比較表示 ＋13％ 
・ギフト系EC 
・商品ページに閲覧した商品を画像/テキスト表示 

 カテゴリーオプティマイズ ＋12％ 
・ギフト系EC 
・モバイルカテゴリーを閲覧履歴に基づき並べ替え 

カートリカバリー ＋9% 
・エンタメ系EC 
・再訪時、前回カート放棄した商品を表示 

 カートリマインドバナー ＋6％ 
・エンタメ系EC 
・一定時間経過後、カートの中の商品をリマインド表示 

 参考資料：国内導入事例のご紹介 



“私たちにお任せください” 
まずは御社の課題や実現したいことをお聞かせください。 

私たちが御社の課題解決に向けて伴走いたします。 

 

 

Insiderパートナー 

株式会社エスネッツ お問い合わせ：youtube@s-nets.co.jp 

 

 

 



インターネット集客コンサルティング 

 -WEBサイト制作・YouTube動画サービス・SEO・EFO・MEO 

 

コスト削減コンサルティング事業 

 -電気料金削減・通信料金削減・賃料削減・印刷コスト削減 

 

経営戦略コンサルティング事業 

  - MA支援・債権回収・広報支援・士業紹介 



会社名 株式会社エスネッツ 

本社所在地 〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目26-12 ITOビル4階 

電話番号 03-5321-6436 

FAX番号 03-5321-6437 

代表者 薛 仁興 

設立年月日 2007年6月1日 

資本金 4,500万円（資本準備金含む） 

事業内容 
インターネット集客コンサルティング事業、コスト削減コンサルティング事業、 
経営戦略コンサルティング事業 

■代表経歴：薛 仁興（せつ まさのり） 
 

会計事務所にて税務・会計及び経営コンサルタント業務に携わった後に、1998年株式会社インターキュー（現GMOインターネット：東証1部上場）入社。同社の経営管理部門
の構築やIPO（株式公開）準備に携わる。 
1999年、株式会社まぐクリック（現GMOアドパートナーズ） IPO準備のため転籍。 
2000年大阪証券取引所ナスダック・ジャパン（現JASDAQ）に設立から史上最短（364日）での上場を果たし、26歳にて上場企業史上最年少CFO（最高財務責任者）となる。 
上場後はIR・M&Aなど経営管理業務全般に従事し、2002年取締役、2005年常務取締役、2007年専務取締役に就任。  
その他数社の取締役・監査役を兼務。日本CFO協会試験委員なども歴任。 
約10年にわたり上場企業の取締役を務め、1990年代後半の黎明期から、インターネット広告産業に携わり、GMOアドパートナーズの設立から現在に至るまで、売上高150億
円超の企業グループの成長に寄与する。 
 
2012年07月 株式会社エスネッツ代表取締役就任 
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