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広告を開始する

スポンサープロダクト広告を使用すれば、お客様
が購入する商品を閲覧または検索している際に、個
々の商品情報を宣伝することができます。

スポンサープロダクト広告は、キーワードまたは商
品をターゲットにしており、デスクトップとモバイル
の双方で検索結果の上部と検索結果内、および商
品詳細ページ上に表示されます。広告がクリックさ
れた場合にのみ料金が発生し、1 回のクリックに
対する入札額を設定できます。また、1 日の予算を
設定して、キャンペーンの費用を管理することもで
きます。

Amazon Advertising で広告を開始するには、簡
単なキャンペーンの作成が容易で、数分で広告の表
示が可能になる、スポンサープロダクト広告をお勧
めします。

スポンサープロダクト広告

Amazon での広告は、より多くのお客様にリーチし、売上を伸ばし、オーディエンス
を増やすのに役立ちます。advertising.amazon.co.jp にログインすると、広告メ
ニューにアクセスできます。まずは、成功に向けて、整えておくべき項目を確認し、
利用資格要件を把握してから、どのように広告を実施していくかについて理解しまし
ょう。

2 分間のチュートリアル
スポンサープロダクト広告の概要
スポンサープロダクト広告の詳細と開始方法をご覧ください。
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https://advertising.amazon.co.jp/products/sponsored-products?ref_=sspa_v_onb_1981834895
https://advertising.amazon.co.jp/?ref_=sspa_v_onb_1981834895
https://www.youtube.com/watch?v=JdOZv3WfXT4


スポンサーブランド広告
スポンサーブランド広告は、選択した商品セレクショ
ンと共にブランドロゴを表示させることで、ブランド
の認知度を高め、お客様の検討を促すのに役立ちま
す。スポンサーブランド広告は検索結果の上部と下部
に表示され、お客様は商品セレクションが掲載され
たランディングページ、ストア（以下参照）、または個
々の商品詳細ページのいずれかに誘導されます。

スポンサープロダクト広告と同様に、この広告はキー
ワードをターゲットとし、広告がクリックされたとき
に課金されます。1 日の予算、もしくはキャンペーンの
通算予算を設定することもできます。

ストア
ストアでは、ブランドや商品のカタログを紹介する、
カスタマイズ可能な複数のページを無料で作成でき
ます。

セルフサービスの簡単なストアビルダーを使用すれ
ば、コーディングや Web サイトの作成経験がなく
ても、ストアを作成できます。事前に用意されたデザ
インテンプレートやウィジェットを使って、ドラッグ＆
ドロップ機能でページレイアウトをカスタマイズした
り、マルチメディアコンテンツを追加したり、最適な商
品セレクションを掲載したりできます。

スポンサーブランド広告を使用してお客様をストアに
誘導することもできますし、Amazon.co.jp 以外で
SNSなどのマーケティング活動を通してストアへと誘
導することもできます。
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https://advertising.amazon.co.jp/products/sponsored-brands?ref_=sspa_v_onb_1981834895
https://advertising.amazon.co.jp/products/stores?ref_=sspa_v_onb_1981834895


目標は何か？

広告を開始する前に

1

まず、次の項目を確認し、広告を最大限に活用する準備を進めましょう。

広告の目標に応じて戦略が決まります。

売上を重視する場合は、広告のクリックを注文につなげること
がポイントとなります。広告支出額の合計を広告経由の売上額
の合計で割って算出した、広告費売上高比率（ACOS）を確認
します。

ブランドの認知度アップを重視する場合は、インプレッション、
つまり、広告の表示回数に重点を置きます。より多くのキーワ
ードをオークションで獲得できるように、高めのクリック単価
の入札額を設定します。
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どの商品を広告掲載すべきか？
適切な商品を選択することにより、広告目標の達成が容易になります。在庫
があり、価格に競争力があり、ショッピングカートボックスを獲得済みであ
り、訪問数が多い商品を選択します。

スポンサープロダクト広告から始めることをお勧めします。商品の在庫があ
り、競争力のある価格設定になっていることを確認して、ショッピングカー
トボックスを獲得する可能性を高め、広告が表示されるようにします。

 商品詳細ページの準備はできているか？
商品詳細ページを確認します。次の基準をチェックして、準備ができている
ことを確認します。

タイトルが正確で分かりやすい

高品質な画像が使用されている

商品情報が関連性が高く有益である

少なくとも 5 つの箇条書きが商品情報
に記載されている

検索キーワードのメタデータが設定さ
れている

広告はお客様が商品を見つけるのに役立ち
ますが、広告のクリックを売上につなげるに
は魅力的な商品詳細ページが必要です。
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https://advertising.amazon.co.jp/help/ref=sspa_v_onb_1981834895#GMJYF5GN8RNYB6HD
https://vendorcentral.amazon.co.jp/hz/vendor/members/support/help/node/GJVCJCD6ZS5UMHMP?ref_=sspa_v_onb_1981834895
https://vendorcentral.amazon.co.jp/hz/vendor/members/support/help/node/GJVCJCD6ZS5UMHMP?ref_=sspa_v_onb_1981834895
https://vendorcentral.amazon.co.jp/hz/vendor/members/support/help/node/GJVCJCD6ZS5UMHMP?ref_=sspa_jp_v_onb_cm_bdy_txt_abp


広告の開始から「最
初の 60 日間」

広告の戦略を一度に構築する必要は
ありません。時間やリソースに照ら
し合わせて、作業を分割し、毎週チ
ェックするいくつかの項目を決め、
能率よく進めていきましょう。

最初の数週間は、特に「試して学ぶ
期間」として大切です。これらの手
順に時間をかけることで、広告に関
する知識を深め、長期的な成功に向
けて態勢を整えることができます。

スポンサープロダクト広告から始め
ることをお勧めします。スポンサー
プロダクト広告は、すばやく簡単に
掲載でき、お客様がどのように商品
を発見しているのかを学ぶのに役立
ちます。
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スポンサープロダクト広告

1 日の予算とは、その月の間に1日当たり費やすことを厭わない最大額のこ
とです。広告支出額が 1 日の予算を超える日が発生する可能性があります
が、月末に計算される 1 日あたりの平均支出が 1 日の予算を超過するこ
とはありません。たとえば、1 日の予算を １万円に設定すると、その月の間
に 31万円分（1 か月 31 日計算）のクリック数を得られる可能性があると
いうことです。

最初のキャンペーンを作成するには、advertising.amazon.
co.jp にアクセスしてください。また、詳しい手順については、
「新規広告主のためのサクセスガイド」をご覧ください。

広告を表示し続けるために十分な 1 日の予算を設定します。予
算を 1 日の途中で使い切ると、広告はお客様の検索結果ペー
ジに表示されなくなります。そのため、1 日の予算は 1,000円
以上にすることをお勧めします。

1 日の予算の仕組み

詳しく見てみる
初めてのスポンサープロダクトキャンペーンを作成する

ほんの少しの手順で、スポンサープロダクトキャンペーンを作成で
きます。

7

https://advertising.amazon.co.jp/?ref_=sspa_v_onb_1981834895
https://advertising.amazon.co.jp/?ref_=sspa_v_onb_1981834895
https://m.media-amazon.com/images/G/01/Global_Content_Marketing_Team/Vendor_JP_NASG_050819.pdf?ref=nasg_jp_ja_v_052019_1xM
https://m.media-amazon.com/images/G/09/AdProductsWebsite/SP_Auto_Start.pdf?ref=sspa_v_onb_1981834895


終了日を設定せずに、キャンペーンを継続的に長期間実施しましょう。これによ
り、お客様が Amazon で検索したときに商品を見つけやすくなり、商品の需要を
一年中高めることができます。オートターゲティングのキャンペーンに設定される
検索ワードは自動的に更新されるため、1 年を通した動向を把握できます。

オートターゲティングを選択すると、Amazon がお客様の検索ワードや探してい
る商品と広告とを一致させる作業を行います。これらの照合は宣伝商品の情報に
基づいており、検索傾向の変化に合わせて定期的に更新されます。

競争力のある入札を行うようにしてください。支払ってもよい入札額の上限を設定
することをお勧めします。また、推奨入札額を参考にすることもできます。

2 週間後、広告レポートの検索ワードレポートをチェックして、広告のクリック数
と売上に貢献している検索用語を確認します。その情報を利用して、マニュアルタ
ーゲティングによるスポンサープロダクト広告キャンペーンを作成します。このと
きに、ターゲティング方法をキーワードまたは商品から指定し、それぞれの入札額
を設定します。キーワードをターゲティングしたマニュアルターゲティングのキ
ャンペーンの場合、オートターゲティングのキャンペーンで成績が良かったキーワ
ードを使用してください。商品をターゲティングしたマニュアルキャンペーンの場
合は、広告対象商品に関連性のある商品をターゲティングしてください。

継続的にオートターゲティングのキャンペーンを実施することで、検索の最新ト
レンドを知り、お客様が商品をどのように発見して購入しているのかを把握しま
す。

オートターゲティングのキャンペーンと同様に、マニュアルターゲティングのキャ
ンペーンも年間を通じて実施しましょう。お客様は常に商品を探しているため、広
告主も常時広告を掲載したほうが効果的です。1 日の予算を超過せずキャンペー
ンは運用され、支出の管理も容易です。

継続的に検索ワードレポートを確認して、マニュアルターゲティングのキャンペー
ン用のキーワードを追加します。最初の数か月以内に少なくとも 30 個のキーワ
ードに到達することを目指しましょう。可能性のあるキーワードを見つけるために
は、推奨キーワードを参照することもできます。

詳しく見てみる
マニュアルターゲティング
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スポンサープロダクト広告で成功を目指すためのステップ

https://advertising.amazon.co.jp/sspa/tresah?ref_=sspa_v_onb_1981834895
https://advertising.amazon.co.jp/help/ref=sspa_v_onb_1981834895#GKLSYGFS2YD33FER


詳しく見てみる
キーワードのマッチタイプ

「部分一致」 最も幅広い露出度を実現し多くのトラフィックを生み出しま
す。広告は、お客様の検索に部分的にでもキーワードが含まれている場合
に表示されます。

「フレーズ一致」広告は、お客様の検索にフレーズ（語順）がそのままに一
連のキーワードが含まれている場合に表示されます。これは部分一致より
も条件が厳しくなりますが、関連性の高いお客様を広告に誘導できます。

「完全一致」広告は、お客様の検索がキーワードまたは一連のキーワード
と完全に一致した場合に表示されます。これは、最も条件の厳しいマッチタ
イプですが、最も関連性の高いトラフィックの生成に役立ちます。

除外キーワードの「フレーズ一致」と「完全一致」キャンペーンのキーワー
ドに除外マッチタイプを設定すると、お客様がこれらの用語を検索した場
合に広告が表示されなくなります。これにより、関連性の高い広告クリック
数を最大化して、そうでないクリック数を最小化することが可能です。
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部分一致から始めて、キャンペーンのレポートを確認し、どの用語が最も効果的だ
ったかを調べることをお勧めします。フレーズ一致または完全一致を追加して、こ
れらの用語をより的確にターゲットに設定し、関連性の高いお客様が検索したと
きにリーチするようにします。

実施するキャンペーンの数を増やせば、売上を伸ばすために何が役立つのかを把
握できる可能性が高まります。広告を開始してから最初の数週間で、5 つ以上の
スポンサープロダクトキャンペーンを実施することをお勧めします。このような
キャンペーンから、最も効果的な商品とキーワードを特定し、どこにリソースを集
中すべきかを把握できます。

キーワードのマッチタイプ（部分一致、フレーズ一致、完全一致、およびスポンサ
ープロダクト広告の場合の除外キーワード）を使いこなしていきましょう。これら
を併用することで、関連性の高いお客様にリーチして、さらに売上を伸ばすことも
可能です。

https://advertising.amazon.co.jp/help/ref=sspa_v_onb_1981834895#GHTRFDZRJPW6764R


「検索ワードレポート」Amazon 内でお客様が実際に入力し、広告を 1 回以
上クリックすることにつながった検索用語を把握できます。先ほど説明したよ
うに、このレポートを使って、キャンペーンの成果や売上向上につながる効果的
な検索キーワードを特定できます。

「ターゲティングレポート」すべてのキャンペーンでターゲットに設定したキ
ーワードおよび商品で、1 回以上のインプレッションを獲得したものに対する
指標が得られます。このレポートを利用してターゲティングの成果を把握する
ことで、入札額を調整や、キーワードまたは商品のターゲットを広げるべきか
どうかの判断に役立ちます。

「広告商品レポート」すべてのキャンペーンについて、広告の対象となっている
商品の売上などの指標に関する情報が得られます。このレポートを使用して、
広告商品の長期的なパフォーマンスを確認し、今後のキャンペーンにおける戦
略の検討に役立てることができます。たとえば、広告商品のクリック数が多い
一方で売上が伸びていない場合には、その商品の商品詳細ページを詳しく検
討して、お客様を引きつけるような情報を正確に記載するという対策が考えら
れます。

「掲載位置レポート」検索結果上部の掲載枠に表示されるキャンペーンの成
果を、他の掲載枠と比較して考察することができます。

「期間別パフォーマンスレポート」一定期間におけるクリック数と費用の集計
結果が表示されます。このレポートを使用して、一定期間における平均クリッ
ク単価と合計費用を確認できます。

「購入された商品レポート」商品が広告対象であったかどうかにかかわらず、
お客様が広告をクリックした後で実際に購入した全商品の詳細が表示されま
す。このレポートを使って、お客様が購入している商品に関する考察から、新し
い広告の可能性を探ることができます。

CPC と ACOS とは?
キャンペーンレポートに含まれる指標に対する理解を深めまし
ょう。
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レポートについての詳細
広告レポートは、広告の成果を把握できる強力なツールです。以下に、スポンサープロダ
クト広告で使用できるレポートタイプをご紹介します。

2

1

4

3

5
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https://advertising.amazon.co.jp/help/ref=sspa_v_onb_1981834895#GG44RFW942U9F6F5


詳しく見てみる
広告レポートの詳細について

プライムデーや年末商戦などの主要なセール期間までの数週間とその期間中は、増
加するトラフィックを有効活用できるよう、入札額と予算を引き上げましょう。そうす
ることで、新しいお客様にリーチし、盛り上がるショッピングシーズン中に商品の購
入を検討しているお客様の獲得につなげることができます。

スポンサープロダクト広告に
より、類似商品を購入しようとし
ているお客様に商品を宣伝する

ことで、販売を促進します。

スポンサーブランド広告に
より、ブランドおよび商品に

対する検討を促します。

ストアにより、独自の魅力的
なショッピング体験を創出
し、顧客ロイヤルティを高め

ます。
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キャンペーンに除外キーワードを追加して、設定したキーワードで検索が行わ
れたときに広告が表示されないようにしましょう。これにより、関連性のない
クリックを減らすことができます。

高い成果を上げている検索キーワードの入札額の増額を検討しながら、事業
目標を達成できるようにしましょう。

動的な入札機能を利用しましょう。この機能を利用すると、入札額が販売に
つながる可能性が高いまたは低い場合に、Amazon がリアルタイムで入札額
を調整します（最大 100%）。

広告商品に類似する商品、カテゴリー、ブランド、その他の特徴をターゲット
した、商品ターゲティングキャンペーンを作成しましょう。これにより、お客様
が Amazon で商品を購入するために、カテゴリーや商品詳細ページを閲覧し
ている際に、広告商品を見つけてもらえる可能性が高まります。

キャンペーンは定期的に最適化しましょう。以下のヒントを実践することをお勧めします。

新規広告主には、スポンサープロダクト広告から始めることをお勧めしますが、最も効果的
な広告戦略は複数の広告タイプを組み合わせることです。Amazon の広告ソリューション
は、認知から購入に至るまでのショッピング過程のあらゆる段階でお客様にリーチして、働
きかけるためのサポートをします。これらのすべてを活用して、パフォーマンスを最大限に引
き出しましょう。

https://advertising.amazon.co.jp/help/ref=sspa_v_onb_1981834895#GBYSPTSLR337JMLH
https://advertising.amazon.co.jp/products/sponsored-products?ref_=sspa_v_onb_1981834895
https://advertising.amazon.co.jp/products/sponsored-brands?ref_=sspa_v_onb_1981834895
https://advertising.amazon.co.jp/products/stores?ref_=sspa_v_onb_1981834895


初めてのスポンサープロダクト広告のキャンペーンを、オートター
ゲティングを使用して開始します。その後、レポート結果を活用し
て、マニュアルターゲティングでキャンペーンを作成します。

終了日を設定しないで広告キャンペーンを実施して、商品を目立た
せるようにし、お客様の検索動向も把握していきます。

最低 30 個のキーワードをターゲットに設定します。検索ワードレ
ポートを使用して、お客様に広告が表示されたキーワードを見つけ
ます。

キーワードターゲティングは部分一致から始めます。さらに、検索
動向でよくヒットする用語をフレーズ一致または完全一致に設定し
ます。同時に、商品ターゲティングにおける閲覧傾向にも注目しま
す。

商品のグループごとに別々のキャンペーンを使用して、広告戦略を
絞り込み、キーワードと予算を調整します。各グループにオートタ
ーゲティングのキャンペーンとマニュアルターゲティングのキャン
ペーンを組み合わせて実施します。

スポンサープロダクト広告キャンペーンとスポンサーブランド広告
やストアを連携させて、ブランドへの認知も増やします。

覚えておくべき 6 つの重
要な戦略
戦略を組み合わせることにより、Amazon での広告掲
載を成功に導くことができます。次の 6 つの推奨事項
をご覧ください。

1

2
3

4

5

6
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スポンサーブランド広告

最も効果的な商品を 3 つ以上使
用して、スポンサーブランド広告キ
ャンペーンを作成します。

ターゲットに設定するキーワー
ドが不明な場合は、まず、キャ
ンペーンの作成中に使用可能な 
Amazon の推奨キーワードを使
用します。完全一致、フレーズ一
致、部分一致を組み合わせて開始
することをお勧めします。

広告の見出しを魅力的なものにし
ます。商品の特徴を伝えるように
して、お客様に行動を促すようにし
ます。

ブランドロゴを広告のメイン画像
として選択できます。また、広告に 
3 つの ASINの画像が含まれてい
ることを確認します。
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すべてのスポンサーブランド広告キャンペーンでは、広告審査が実施されます。キャ
ンペーンの作成が完了すると、3 営業日以内に審査が実施され、承認されると通知
がされます。広告が却下された場合は、広告が承認されなかった理由をメールでご
連絡いたします。審査に際し、避けるべき一般的な問題は次のとおりです。

広告内の商品またはターゲットになっているキーワードと見出しが一致しない。

「最高」や「ベストセラー」など根拠の示されていない宣伝文句が含まれる。

句読点を含めた誤字脱字、または文法上の誤りがある。

予想されるウィンレートの機能を使用して、競争力のあるキーワード入札額を設定
します。獲得率は、キャンペーンの関連性、入札額、および過去 7 日間に同じキー
ワードに対して他の広告主が入札している金額に基づいて、今後 30 日間にキーワ
ードが獲得できるインプレッション数の推定割合を示します。

ブランドの商品を初めて購入するお客様をどの程度獲得できているか、状況を確認
します。「ブランド新規顧客」指標を参照して、過去 12 か月以内に、Amazon で
ブランドの購入が無かったお客様による注文および売上を参照できます。さらに、
ブランド新規顧客による注文が最も大きな割合を占めているキーワードも特定で
きます。
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スポンサーブランド広告で成功を目指すための
ステップ

クリック可能な
見出し

広告主ブランド名

今すぐチェック

ブランドロゴ、見出し、ブランド名 をクリック
すると、ストアまたは宣伝商品のリストページ
にリンクします。

お客様が広告の掲載商品のいずれかをクリッ
クすると、その商品詳細ページに移動します。



お客様からの認知度を高めるために、ブランドの ストアを作成しましょう。ストアで
は、お客様がブランドについて知り、専用ページで商品をチェックできる、魅力的なシ
ョッピング体験を提供します。スポンサーブランド広告キャンペーンまたはご利用の 
Amazon 以外のSNSなどのマーケティングチャネルで、ストア固有のブランド URL 
を使用します。

3 つのデザインテンプレートが用意されています。

「商品グリッド」 多くのセレクションをまとめて、見やすく表示。

「マーキー」商品の説明やお客様のコメントを引用
したりなど、画像やテキスト用の追加スペースが設
けられ、ブランドの紹介にも最適。

「ハイライト」主要な商品を紹介するた
めに、商品の情報や画像
用の十分なスペースを備
えたコンテンツ豊富なレ
イアウト。

ブランドを魅力的に表現するマルチメディアコンテンツを追加します。画像で
ブランドストーリーを示し、動画で商品の使用シーンを紹介できます。

ストア用の出品商品を自分で選択するか、動的ウィジェットを使用して様々な
商品の表示を自動設定することもできます。これらのウィジェットは、キーワ
ード検索、ベストセラー商品、推奨履歴などのショッピングに関するインサイ
トを使用し、新しい出品情報が追加されるたびに自動的にストアページを更
新します。

ストアインサイトを定期的に確認しましょう。売上やページ閲覧数、Amazon 
内外からのトラフィックの参照元など、ストアのパフォーマンスに関する情報
が分かります。

ストア
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ストアで成功を目指すためのステップ
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