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セミナーコンテンツ概要はこちら
過去の特別セミナー：外部企業様ご登壇セミナー アーカイブリストはこちら
そのほかの学習コンテンツ、ビデオにつきましては、下記ラーニングコンソールもぜひご活用ください。※アカウントにサインインしてからご利用ください。
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2023年 1月前半 スポンサー広告セミナーカレンダー
火曜日

月曜日

水曜日

木曜日

金曜日

1月12日(木) 10:00-11:00

1月13日(金) 10:00-11:00

スポンサー広告を始めよう

入札額と予算について(初級編)

登録する

登録する

1月11日(水) 14:00-15:00
効果的な広告のための準備：広告を掲載す
る準備について学ぶ
登録する

1月18日(水) 10:00-11:00

1月19日(木) 10:00-11:00

1月20日(金) 10:00-11:00

スポンサー広告キーワードについて(初級編)

予算と入札を最適化するポイント(中級編)

スポンサー広告のサポート：ライブチャットで
質問する
ご質問の事前登録はこちら

登録する

1月16日(月) 14:00-15:00

1月17日(火) 14:00-15:00

1月18日(水) 14:00-15:00

Amazon Adsでブランドを構築しよう

キャンペーンのターゲティングについて(初級
編)

キャンペーン管理について学ぼう

登録する

登録する

登録する

※申込画面で開催日をご選択ください

登録する

登録する
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2023年 1月後半 スポンサー広告セミナーカレンダー
火曜日

月曜日

水曜日

木曜日

1月25日(水) 10:00-11:00

1月26日(木) 10:00-11:00

1月27日(金) 10:00-11:00

商品ターゲティングで関連性の高いオーディ
エンスにリーチするためのポイント

効果的な広告に向けて：パフォーマンスの向
上に役立つASINを選ぶために

スポンサーディスプレイ広告を始めよう

登録する

1月23日(月) 14:00-15:00

1月24日(火) 14:00-15:00

キーワード戦略と最適化についてのポイント
(中級編)

Amazonでストアを作成しよう

登録する

金曜日

登録する

登録する

登録する

1月30日(月) 14:00-15:00

1月31日(火) 14:00-15:00

キャンペーンのターゲティング機能を戦略的に
使用するポイント(中級編)

除外ターゲティングでキャンペーンを最適化す
る

登録する

登録する
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全セッション一覧
広告ソリューションから始める方法を学ぶ ー 初級レベル:
これから広告を始めるお客様/始めたばかりの広告主様向け

スポンサー広告を始めよう

申込はこちら： 1月12日 AM

次のステップに進む – 中級レベル：
キャンペーン管理について学ぼう
申込はこちら：1月18日 PM

クリエイティブアセットのご紹介：広告コンソール上でのコンテンツ管理
申込はこちら：次回開催日程は調整中です [この講座の録画を見る]

すべてのレベル向けウェビナーは、どの過程においても適しています:
スポンサー広告のサポート：ライブチャットで質問する

効果的な広告に向けて： パフォーマンスの向上に役立つASINを選ぶために
申込はこちら： 1月26日 AM

申込はこちら： 【ライブチャットで質問する】に申し込む ※申込画面で開催日をご選択ください
事前質問はこちらからご登録いただけます： 【事前質問登録フォーム】

効果的な広告のための準備：広告を掲載する準備について学ぶ
申込はこちら：1月11日 PM

グローバルな成長に向けて：
より多くのマーケットプレイスで広告を掲載するためのポイント
申込はこちら：次回開催日程は調整中です [この講座の録画を見る]

Amazon Adsでブランドを構築しよう
申込はこちら：1月16日 PM

Amazon Adsでブランドの認知度を高めよう
申込はこちら：次回開催日程は調整中です [この講座の録画を見る]

イベント開催後に成果を測定し、次回のイベントに備える：
成功に向けて：イベント時のキャンペーンのパフォーマンスを把握する
申込はこちら： 次回開催日程は調整中です [この講座の録画を見る]

Amazon Adsで購入検討へのアプローチを促進する
申込はこちら：次回開催日程は調整中です [この講座の録画を見る]

特定のトピックに関する知識を学ぶ：
【特別セミナー】スポンサー広告に関する新着情報
申込はこちら： 次回開催日程は調整中です [この講座の録画を見る] (2022年5月開催分)

キャンペーンのターゲティングについて(初級編)
申込はこちら：1月17日 PM

入札額と予算について(初級編)
申込はこちら：1月13日 AM

スポンサー広告キーワードについて(初級編)
申込はこちら： 1月18日 AM
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全セッション一覧
次のステップに進む – 中級レベル：
キャンペーンのターゲティング機能を戦略的に使用するポイント(中級編)
申込はこちら： 1月30日 PM

予算と入札を最適化するポイント(中級編)
申込はこちら： 1月19日 AM

キーワード戦略と最適化についてのポイント(中級編)
申込はこちら： 1月23日 PM

除外ターゲティングでキャンペーンを最適化する
申込はこちら： 1月31日 PM

商品ターゲティングで関連性の高いオーディエンスにリーチするためのポイント (中級編)
申込はこちら： 1月25日 AM

ブランドを構築する: ブランド認知度を拡大し、新規顧客にリーチする方法を学びます：
Amazonブランド登録に登録しているお取引会社様および出品者様向

基本から始める – 初級レベル:
スポンサーディスプレイ広告を始めよう
申込はこちら： 1月27日 AM

Amazonでストアを作成しよう
申込はこちら： 1月24日 PM

次のステップに進む – 中級レベル：
スポンサーブランド広告でお客様とつながり、広告効果を高める
申込はこちら： 次回開催日程は調整中です [この講座の録画を見る]

ストアを最適化してより魅力的にする方法
申込はこちら： 次回開催日程は調整中です [この講座の録画を見る]

パフォーマンスの向上：レポートを分析し、大規模にキャンペーンを最適化する
方法を学ぶ – 上級レベル

注目度を高め、パフォーマンスを向上させる動画を作成する
申込はこちら： 次回開催日程は調整中です [この講座の録画を見る]

キャンペーンツールを理解する：スポンサープロダクト広告レポート編
申込はこちら：次回開催日程は調整中です [この講座の録画を見る]

キャンペーンツールを理解する：スポンサーブランド広告レポート編
申込はこちら：次回開催日程は調整中です [この講座の録画を見る]

次のステップに進む – 上級レベル:
スポンサーディスプレイ広告の戦略拡大につなげよう(上級編)
申込はこちら： 次回開催日程は調整中です [この講座の録画を見る]

バルク操作について学ぼう(上級者向け)
申込はこちら： 次回開催日程は調整中です [この講座の録画を見る]
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スポンサー広告セミナー 受講の流れ/録画リンク
ブランド未登録の広告主様向け

一部のコンテンツはラーニングコンソール/ウェビナー録画チャンネルからもご視聴いただけます。 ※アカウントにサインインしてからご利用ください。
録画の視聴画面にて、氏名とメールアドレスをご登録いただく必要がございますのでご了承ください。

Amazon Adsで
ブランドを構築しよう
録画リンク

スポンサー広告を始めよう
録画リンク
効果的な広告のための
準備：広告を掲載する
準備について学ぶ
録画リンク
効果的な広告に向けて：
パフォーマンスの向上に
役立つASINを選ぶために
録画リンク

ブランド登録済の広告主様向け

入札額と予算について
(初級編)
録画リンク

予算と入札を最適化する
ポイント(中級編)
録画リンク

スポンサー広告キーワードに
ついて(初級編)
録画リンク

キーワード戦略と最適化に
ついてのポイント(中級編)
録画リンク

キャンペーンのターゲティングに
ついて(初級編)
録画リンク

キャンペーンの
ターゲティング機能を戦略的に
使用するポイント(中級編)
録画リンク

キャンペーン管理について
学ぼう
録画リンク

バルク操作について学ぼう
(上級者向け)
録画リンク

初級

上級

Amazon Adsで
ブランドの認知度を高めよう
録画リンク

Amazonで
ストアを作成しよう
録画リンク

ストアを最適化して
より魅力的にする方法
録画リンク

スポンサーブランド広告で
お客様とつながり、広告効果を
高める

除外ターゲティングで
キャンペーンを最適化する
(中級編)
録画リンク

中級

Amazon Adsで
購入検討へのアプローチを
促進する
録画リンク

キャンペーンツールを
理解する：スポンサー
プロダクト広告レポート編
録画リンク

成功に向けて：
イベント時のキャンペーンの
パフォーマンスを把握する
録画リンク

全レベル

録画リンク

スポンサーディスプレイ広告を
始めよう
録画リンク

スポンサーディスプレイ広告の
戦略拡大につなげよう
録画リンク

注目度を高め、パフォーマンス
を向上させる動画を作成する
録画リンク

商品ターゲティングで関連性の
高いオーディエンスにリーチするため
のポイント (中級編)

録画リンク

スポンサー広告のサポート：
ライブチャットで質問する

特別セミナー

グローバルな成長に向けて：
より多くのマーケットプレイスで
広告を掲載するためのポイント
録画リンク

クリエイティブアセットの紹介:
広告コンソール上でのコンテンツ管理
録画リンク

キャンペーンツールを
理解する：スポンサー
ブランド広告レポート編
録画リンク
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