
1 1 

facebook 個⼈データ⾃動リスト化アプリ 資料
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Facebookの優位性
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インターネットが普及して世界のコンピュータが繋がり、 

ソーシャルメディアが、世界の人々を繋いだ。 
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滞在時間の比率 
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FacebookもWebサイトやリスティング広告と同様に過当競争が予想されます。 
今、Facebookに対し検討ではなく、いつ始めるかの時代に・・・ 
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場
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名刺代わりの 
Webサイト 

スマートフォン 
プロモーション 

リスティング広告 

SEO対策 

 Facebook 

　 商品のライフサイクル 
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・検索エンジンに拾われるので、アカウントを持っていない⽅にも⾒て貰えます。
・実名顔出しなので、ツイッターやmixiのような匿名性がないので信憑性が⾼いです。
・実名顔出しなので、2chのような炎上する可能性は極端に低いです。 

他SNSとの⽐較
Mixiの平均友⼈数：20⼈ Facebook平均友⼈数：130⼈!
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山田花子さん 
(facebookユーザー) 

facebookぺージ(ファンページ) 

A子さん 

B子さん 

C子さん 

山田花子さんの 
友達 A子さんの友達 

B子さんの友達 

※自動通知 
山田花子さんが 
いいねと言っています。	

※自動通知 
B子さんがいいねと 
言っています。	

気になった友人が 
さらにいいね!ボタンを 
クリック！！ 

拡散 

拡散 

拡散 

圧倒的な⼝コミ効果
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Facebookの信憑性 

商品購⼊時にFacebookのクチコミを信⽤する⼈は76.2％（ビルコム調べ）

参照元：http://markezine.jp/article/detail/15065

Q.友達がFacebookに投稿したオススメのモノやサービスが、
Facebook上で買えたら、買ってみてもいいと思いますか。
（単⼀回答）

Q.あなたがモノやサービスの情報をチェックしたりする際、
⼝コミ情報はどの程度信⽤するかお散らせください。（単⼀回答）

Facebook上の⼝コミ情報を信⽤する理由としては、「Facebookの実名登録制」を挙げた⼈が60.6％と最も多く、
次いで「嗜好性が似ている友達の⼝コミを、参考にすることができるから」が45.1％に上った。

このほか、友達のFacebook投稿がきっかけで起こしたアクションとしては、「買い物をした」が16.0％、「実
際の店舗に⾏った」が10.6％だった。 

フェイスブック上のクチコミ情報を信⽤する理由として、「フェイスブックの実名登録制」を挙げた⼈は6割。
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POINT-1
今までにない詳細な
ターゲット選定ができる

・年齢
・性別
・出⾝⼤学
・所属企業
・趣味
・出⾝地
・居住地
・既婚、未婚
・興味、関⼼

POINT-2
リスティング広告に⽐べ
約半分のクリック単価

保険、美容、エステ、
等のリスティングにおいて
競合性が⾼いキーワードの
場合、リスティングの
クリック単価の約半
分程度を誇ります。

また、リスティング広告と
同じように、クリック課⾦
制なので、予算のコントロー
ルが容易です。

POINT-3
Facebookページを

ランディングページとして
活⽤することによって
バイラル効果が実現！！

ニーズが潜在しているユー
ザーに対して、まずはファ
ンになってもらうためのコ
ミュニケーションに適して
います。

また、友だち経由で
の情報の拡散を⾏う
ことができる唯⼀の媒体で
す。

POINT-4
Facebook広告は同業
他社の競合がいない！

リスティング広告では検索
結果に同業他社のサービス
が競合として10件以上表
⽰される(PCの場合)のに⽐
べ、Facebook広告はそれ
ぞれの投稿内容が広告とな
り、それぞれがオリジナル
の内容・広告となるため
競合で争うキー
ワードや広告があ
りません。

Facebook広告とは、Facebookの「デスクトップの右側広告枠」・「デス
クトップニュースフィード」・「モバイルニュースフィード」、また限定で
すがパートナーモバイルアプリに表⽰される広告です。

ユーザーがページを切り替えるたび、ニュースフィードをスクロールするた
びに、ユーザにもっとも適した広告が表⽰され、配信設定も細かく⾏えるた
め広告を届けたいユーザーにのみ表⽰させることが可能。低予算から出稿が
可能。現在ではPC・モバイルなど細かい配信設定することも可能。

既存のHP、メルマガ、ブログ、DM等との違い 
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Facebook広告とは
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Facebook広告とは

⾚枠が広告枠になりま
す。

広告の内容は、
会社・店舗などの広告
以外にも、
求⼈広告でも
ご利⽤頂けます！
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Facebook広告は広告配信ターゲットを詳細に決められます

①地域
左図のように、渋⾕区周辺な
ど、広告出稿をするエリアを
選べます。

②年齢
15歳〜上限無しで、年齢層を
選べます。
左図は18歳〜30歳を選択
しています。

③性別
男性・⼥性・両⽅を選べます

④潜在リーチ数
設定した検索条件を満たす
ユーザー数

※左図の場合
渋⾕区周辺の、18歳〜30歳の男⼥
という検索条件になり、
ターゲットは150万⼈という事になります。
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Facebook広告は広告配信ターゲットを詳細に決められます

①趣味・関⼼

左図のように、検索条件で
趣味関⼼でも⾮常に詳細に
設定する事が可能です。

②潜在リーチ数
設定した検索条件を満たす
ユーザー数

※左図の場合
18歳以上の男⼥で、趣味・関⼼が『ラーメン』
『居酒屋』『⾷べ歩き』『お酒』
が好きな⼈を検索しており、
ターゲットは180万⼈という結果です。
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Facebook広告は、求⼈でも集客でもご利⽤できます

求⼈対策

ターゲットを、新卒・第⼆新卒・キャリア・アルバイトなどに
絞る事が可能。（⼤卒・⾼卒なども選べます）
地域・性別も決められます。

例：21歳〜23歳の男⼥で渋⾕区周辺在住の⼤卒/⼤学⽣。

上記のように細かくターゲットを決められますので、
無駄の無い求⼈広告の配信が可能です。

集客

前項でもご紹介しました通り、ターゲットを⾮常に詳細に
絞る事が可能です。

例：20歳以上の男⼥・渋⾕区周辺在住で、趣味・関⼼が
⾷べ歩き・居酒屋・バー・お酒など

HOTPEPPERやぐるナビなどの媒体や、リスティング広告などと
⽐較すると、費⽤対効果が抜群に良いです！
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アプリの機能
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 機能：取得できるデータ・メルマガ送信機能

取得できるデータは、facebook広告の配信ターゲットに設定したユーザーの
名前/メールアドレス/性別/facebookIDになります。
したがって、これらのユーザーにメルマガやメッセンジャーで、お得情報や求⼈情報などの
情報発信が可能になり、集客・求⼈などのコンバージョンが⾶躍的に上がります！
メルマガ送信機能も搭載されています。
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弊社にしか出来ない事
〜特許出願済〜
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掛け捨て型広告から貯蓄型広告への仕組み

同時にサンクスメールを送信して認識してもらう

Facebook広告や、
「いいね！」した友達
の⾏動がタイムライン
に表⽰される

「クーポンGET」をク
リックするとアプリ許可
の画⾯に遷移

管理画⾯にユーザーのデータが蓄積される

あ、さっき
Facebookで

⾒たやつね！

⼀度認識してもらえば「登録した覚えがない」という事がなく安⼼

実名制のFacebookなら顧客データのクォリティが⾼い
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ユーザー⾏動遷移

クーポン取得や懸賞応募などの過程でスムーズに顧客データをストック

ホームフィードに表
⽰された記事や広告
をクリック

クーポンGETや懸賞
応募画⾯に移動。

いいね！を促す

クーポン取得や懸賞
応募完了、
Facebook登録メー
ルアドレスにサンク
スメール送信

アプリが登録情報に
アクセスすることを
許可してもらう

アプリからタイムラ
インに投稿すること
を許可してもらう ソーシャルマッチン

グにリスト化される

チェックが⼊っている
と、ここでタイムライ
ンに①がシェアされる
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ウェブ広告における成果を出せます 

当ツールで取得できる顧客情報

クリック
（閲覧）率

５％ 

登録率
１０％

コンバー
ジョン
２０％

FB広告に
出稿した数 

例:FB広告１０万円の場合

タイムラインからクリックし
て詳細を⾒てくれている数

アプリをインストールして、
クーポンや求⼈登録した率 来客及び購⼊率

ここの集客した⺟数を⾒込み客に育てることが可能
（記事投稿、ヤフー、グーグル、Facebookなどの追跡型広告etc…）

⇒ ５０００⼈  ⇒ ５００⼈
※500×130=65,000⼈にリーチ

⇒ 100⼈１０万⼈閲覧

メールやメッセンジャーなどで
アプローチが可能

今まで取得できる個⼈情報

タイムラインにながれた数
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QRコードの発⾏

紙媒体の紙⾯や、お店・会場などに、
このシステムで発⾏されたQRコード
付きのポップを設置したり
QRコード付きの紙などを配布する事で
リアルでの顧客情報の収集も可能です。
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海外のフェイスブック認知度

東南アジアには、多くのフェイスブックユーザーが存在します。
⽇本以外の、上図の全ての国においてフェイスブックが
圧倒的なシェアを誇ります。（SNS利⽤者数の90％以上）
■海外ユーザーの個⼈データも取得できます！
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GLITTER様の事例

タイムライン LP 




