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オフライン広告の広告効果を数値化する
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オフライン広告の広告効果を数値化し、動画などのデジタル広告とテレビ CM や交通広
告などのオフライン広告、どちらにどれだけの予算を配分すれば成果が最大化するかとい
う最適な予算配分がシミュレーションできる広告分析ツールです。

マゼランとは ...

マゼランの機能

相性のいい広告施策の把握

施策それぞれに対して相性のいい広告施策が把握できる。例えばテ
レビ CM の中でもブランド訴求しているテレビ CM と相性のいい施
策が SNS 系の広告であり、機能訴求しているテレビ CM と相性の
いい施策が検索広告であるなどが明らかになる。相性のいい施策が
把握できることは勿論のこと、施策の中でもブランド訴求と機能訴
求などの訴求軸が違う場合に相性のいい施策が変化するということ
もわかります。

オフライン広告、デジタル広告の効果の可視化

各種プロモーション施策が成果（売上）に対してどのくらい貢献し
ていたのかを数値で把握することが可能です。特に成果に対して効
果が数値化しずらいテレビ CM などのオフライン広告や動画広告な
どの認知施策について数値に基づいてどのくらい効果があったのか
を把握することができます。うとしているのかをご紹介いたします。

プロモーションの効果可視化

成果を最大化する予算シミュレーション

決まっている予算内で成果を最大化させる最適な予算配分がシミュ
レーションできます。例えば決められた予算の中でテレビ CM にい
くら、動画にいくら予算を投下すると成果がどこまで最大化できる
かということがわかります。

最適な予算配分
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生活家電・デジタル /AVC、住宅・住宅設備など幅広い分野をグローバルで手がける。
マゼランは、アプライアンス社コンシューマーマーケティングジャパン本部に導入いただいた。

パナソニック株式会社 様
創業 100 年の知見とデータドリブンを融合へ

マゼランによってマーケティング組織の意識変革はじまる

マゼラン導入インタビュー集

マーケティング実働部隊に寄り添い、次世代の手法を生み出す
所属部門ではどのような取り組みをしているのかを教えてください。
次世代のマーケティング手法を企画・検討して試行錯誤を行い、有効な方法をブランド・製品ごとの広告宣伝
やマーケティングの担当部門に展開していくのが私たちの役割です。お客様に具体的なマーケティング施策を
展開していくのは各部門の役割になるため、私たちは彼らに寄り添って新たな効果分析の仕組みを作りなが
ら、“次のマーケティング施策” が実り多いものになるようお手伝いをしています。

データを元にディスカッションする文化を作りたい
これまでに、どのようなマーケティングの課題があったのでしょうか。
以前から当社は様々なチャネルを通じて広告宣伝施策に力を入れており、個々の施策については一定の成果を
生み出してきました。一方で、社内ではそれぞれの施策が生み出すシナジー効果や、最適な広告施策の組み合
わせ、効率的な広告予算の使い方などへの課題意識は以前から高まっていました。

例えば、テレビ広告の KPI は売上とはなかなか結びつけにくいですよね。ブランド認知度に関する効果の（リ
アルタイムな）定点観測も実は難しい。デジタルでは売上貢献度やリアルタイムなデータの動きをある程度把
握できていても、マーケティングの全体像がどれだけ売上に貢献しているのかについては感覚としてわかって
いても数値化することはできなかったわけです。結果的に次のマーケティングも前例を踏襲するという形でし
か考えられなかったというケースが多く、根拠になるデータがないことで、大きく方向転換して新しいチャレ
ンジをするのが難しかったですね。メディアミックスの効果をデータでしっかり把握して、広告施策全体を最
適化していくというのが課題でした。

広告効果や施策ごとの相関性を経験値のみではなくデー
タで客観的に見えるようにすることで、明確な根拠に基
づいて社内で広告施策のディスカッションをしていく社
内文化を作ろう、歴史のある組織が生み出した知見を活
かしながら最新のマーケティング分析手法を取り入れて
いこうというのが、マゼランを導入するきっかけです。

マゼランを選んだポイントは「即時性」と「わかりやすさ」
マゼランを選定した理由として、製品にどのような期待をされたのか教えてください。
ひとつは、分析のスピード感です。社内で蓄積されている様々なデータを自動的に取り込んで分析することが
できれば、データを加工してインプットする部分での手間と時間が大幅に短縮できます。それによって最新の
データを活用した意思決定がスピーディにできるようになり、市場の変化に即座に対応できると考えました。

もうひとつは、施策の中間指標、KPI、KGI を構造化して鳥瞰図として「こういう構造（施策の相関性）にも
とづいて結果が生まれている」とマーケターが簡単に把握できる点です。即効性とわかりやすさというのが、
マゼランを選んだポイントです。

“どうデータを貯めるか” という意識変化を生み出す
マゼランを使うにあたって、最初に連携するデータを整える段階は大変ではなかったですか？
もちろん、大変でした（笑）。これまで社内ではこういう利用シーンを想定したデータの蓄積をしてこなかっ
たわけですから。ただ、“分析に活用する” ということを前提としたデータの収集・蓄積方法を考える良いき
っかけになったと思います。すぐに有効活用できなくても、将来的なデータ分析での活用を意識してオペレー
ションを考えていくことは、データドリブン・マーケティングの第一歩になると考えています。

マゼランを活用してデータの要件を定義することで、
“今後どのような形でデータを蓄積していくか” とい
う意識が社内にも広がるのではないでしょうか。人は
目的がなければ動くことができませんが、元々施策効
果を分析したいという課題意識がある中でのマゼラン
の活用は、データに対する意識を高める大きなきっか
けになっていると思います。

データ分析によって “推測” が “確信” に変わる
これまでのマゼランの活用から、どのようなことがわかってきましたか？
これまで経験値として認識していたものがデータ分析による裏付けによって明確になったというのが大きいで
すね。これまで感覚値で話していたことが、データで語れるようになったのです。これによって、マゼラン導
入から半年足らずにも関わらず、社内でもマーケティングミックスモデリングに対する期待が急速に高まって

「データに基づいて広告施策をディスカッションする文化を作りたい」と明峯恭彦様

いると感じています。私たちとしては、それぞれ独自のノウハウを持っている各部門からデータを提供しても
らうにあたって反発もあるのではと予想していましたが、実際にやってみると「自分たちのブランドでもやっ
て」という声が多数寄せられ、嬉しかったですね。

加えて、社内でデータ分析の結果を元にしてマーケテ
ィングに関わる社内の各部門が一同に会す場面で「こ
の施策は売上に効いているよね」などとディスカッシ
ョンできるようになったのは大きいですね。データド
リブン・マーケティングの文化ができつつあると思い
ます。もともと “この施策はデータ分析するとどうい
う結果になるのか” という課題意識が数多く眠ってい
て、マゼランの導入をきっかけにして課題解決に向け
た意識が一気に高まったのではないでしょうか。“こう
いうことをしたかった” という声は多数寄せられてい
ます。これまではひとつのブランドで展開してきましたが、今後は複数のブランドにもマゼランを導入して効
果を出していきたいですね。

創業100年の知恵と経験を、データで補強する
今後、マゼランを活用してどのようなマーケティングを実現していきたいか教えてください。
今、まさに社内へのマゼラン導入を進めている段階ですが、将来的には全てをデータで語ることができるマー
ケティングを実現したいと考えています。そのための文化を作るのがひとつの目標ですね。ただ一方で、パナ
ソニックには 100 年という歴史があり、そこには先人が作ってきた多くの経験や知恵という資産があるわけ
です。単純にデータだけで語るのではなく、これまでの経験もバランスよく使いこなせる組織になることが最
終的な目標ではないかと思います。経験とデータの融合における最適なバランスをこれから模索していきたい
と思います。

マゼランによって経験とデータを上手に活用してマーケティングミックスモデリングを実行して、そこで生ま
れたデータを分析して次の施策に活かしていく。その PDCA サイクルを回しながらマーケティング施策を推
進していきたいですね。創業 100 年の知恵と経験をデータで補強したマーケティングのノウハウは、後世に
残せるほどの貴重な財産になるはずです。
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マーケティング実働部隊に寄り添い、次世代の手法を生み出す
所属部門ではどのような取り組みをしているのかを教えてください。
次世代のマーケティング手法を企画・検討して試行錯誤を行い、有効な方法をブランド・製品ごとの広告宣伝
やマーケティングの担当部門に展開していくのが私たちの役割です。お客様に具体的なマーケティング施策を
展開していくのは各部門の役割になるため、私たちは彼らに寄り添って新たな効果分析の仕組みを作りなが
ら、“次のマーケティング施策” が実り多いものになるようお手伝いをしています。

データを元にディスカッションする文化を作りたい
これまでに、どのようなマーケティングの課題があったのでしょうか。
以前から当社は様々なチャネルを通じて広告宣伝施策に力を入れており、個々の施策については一定の成果を
生み出してきました。一方で、社内ではそれぞれの施策が生み出すシナジー効果や、最適な広告施策の組み合
わせ、効率的な広告予算の使い方などへの課題意識は以前から高まっていました。

例えば、テレビ広告の KPI は売上とはなかなか結びつけにくいですよね。ブランド認知度に関する効果の（リ
アルタイムな）定点観測も実は難しい。デジタルでは売上貢献度やリアルタイムなデータの動きをある程度把
握できていても、マーケティングの全体像がどれだけ売上に貢献しているのかについては感覚としてわかって
いても数値化することはできなかったわけです。結果的に次のマーケティングも前例を踏襲するという形でし
か考えられなかったというケースが多く、根拠になるデータがないことで、大きく方向転換して新しいチャレ
ンジをするのが難しかったですね。メディアミックスの効果をデータでしっかり把握して、広告施策全体を最
適化していくというのが課題でした。

広告効果や施策ごとの相関性を経験値のみではなくデー
タで客観的に見えるようにすることで、明確な根拠に基
づいて社内で広告施策のディスカッションをしていく社
内文化を作ろう、歴史のある組織が生み出した知見を活
かしながら最新のマーケティング分析手法を取り入れて
いこうというのが、マゼランを導入するきっかけです。

マゼランを選んだポイントは「即時性」と「わかりやすさ」
マゼランを選定した理由として、製品にどのような期待をされたのか教えてください。
ひとつは、分析のスピード感です。社内で蓄積されている様々なデータを自動的に取り込んで分析することが
できれば、データを加工してインプットする部分での手間と時間が大幅に短縮できます。それによって最新の
データを活用した意思決定がスピーディにできるようになり、市場の変化に即座に対応できると考えました。

もうひとつは、施策の中間指標、KPI、KGI を構造化して鳥瞰図として「こういう構造（施策の相関性）にも
とづいて結果が生まれている」とマーケターが簡単に把握できる点です。即効性とわかりやすさというのが、
マゼランを選んだポイントです。

“どうデータを貯めるか” という意識変化を生み出す
マゼランを使うにあたって、最初に連携するデータを整える段階は大変ではなかったですか？
もちろん、大変でした（笑）。これまで社内ではこういう利用シーンを想定したデータの蓄積をしてこなかっ
たわけですから。ただ、“分析に活用する” ということを前提としたデータの収集・蓄積方法を考える良いき
っかけになったと思います。すぐに有効活用できなくても、将来的なデータ分析での活用を意識してオペレー
ションを考えていくことは、データドリブン・マーケティングの第一歩になると考えています。

マゼランを活用してデータの要件を定義することで、
“今後どのような形でデータを蓄積していくか” とい
う意識が社内にも広がるのではないでしょうか。人は
目的がなければ動くことができませんが、元々施策効
果を分析したいという課題意識がある中でのマゼラン
の活用は、データに対する意識を高める大きなきっか
けになっていると思います。

データ分析によって “推測” が “確信” に変わる
これまでのマゼランの活用から、どのようなことがわかってきましたか？
これまで経験値として認識していたものがデータ分析による裏付けによって明確になったというのが大きいで
すね。これまで感覚値で話していたことが、データで語れるようになったのです。これによって、マゼラン導
入から半年足らずにも関わらず、社内でもマーケティングミックスモデリングに対する期待が急速に高まって

「マゼランの活用は、データに対する意識を高める大きなきっかけになった」と松岡良治様

マゼラン導入インタビュー集｜パナソニック株式会社 様

いると感じています。私たちとしては、それぞれ独自のノウハウを持っている各部門からデータを提供しても
らうにあたって反発もあるのではと予想していましたが、実際にやってみると「自分たちのブランドでもやっ
て」という声が多数寄せられ、嬉しかったですね。

加えて、社内でデータ分析の結果を元にしてマーケテ
ィングに関わる社内の各部門が一同に会す場面で「こ
の施策は売上に効いているよね」などとディスカッシ
ョンできるようになったのは大きいですね。データド
リブン・マーケティングの文化ができつつあると思い
ます。もともと “この施策はデータ分析するとどうい
う結果になるのか” という課題意識が数多く眠ってい
て、マゼランの導入をきっかけにして課題解決に向け
た意識が一気に高まったのではないでしょうか。“こう
いうことをしたかった” という声は多数寄せられてい
ます。これまではひとつのブランドで展開してきましたが、今後は複数のブランドにもマゼランを導入して効
果を出していきたいですね。

創業100年の知恵と経験を、データで補強する
今後、マゼランを活用してどのようなマーケティングを実現していきたいか教えてください。
今、まさに社内へのマゼラン導入を進めている段階ですが、将来的には全てをデータで語ることができるマー
ケティングを実現したいと考えています。そのための文化を作るのがひとつの目標ですね。ただ一方で、パナ
ソニックには 100 年という歴史があり、そこには先人が作ってきた多くの経験や知恵という資産があるわけ
です。単純にデータだけで語るのではなく、これまでの経験もバランスよく使いこなせる組織になることが最
終的な目標ではないかと思います。経験とデータの融合における最適なバランスをこれから模索していきたい
と思います。

マゼランによって経験とデータを上手に活用してマーケティングミックスモデリングを実行して、そこで生ま
れたデータを分析して次の施策に活かしていく。その PDCA サイクルを回しながらマーケティング施策を推
進していきたいですね。創業 100 年の知恵と経験をデータで補強したマーケティングのノウハウは、後世に
残せるほどの貴重な財産になるはずです。
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マーケティング実働部隊に寄り添い、次世代の手法を生み出す
所属部門ではどのような取り組みをしているのかを教えてください。
次世代のマーケティング手法を企画・検討して試行錯誤を行い、有効な方法をブランド・製品ごとの広告宣伝
やマーケティングの担当部門に展開していくのが私たちの役割です。お客様に具体的なマーケティング施策を
展開していくのは各部門の役割になるため、私たちは彼らに寄り添って新たな効果分析の仕組みを作りなが
ら、“次のマーケティング施策” が実り多いものになるようお手伝いをしています。

データを元にディスカッションする文化を作りたい
これまでに、どのようなマーケティングの課題があったのでしょうか。
以前から当社は様々なチャネルを通じて広告宣伝施策に力を入れており、個々の施策については一定の成果を
生み出してきました。一方で、社内ではそれぞれの施策が生み出すシナジー効果や、最適な広告施策の組み合
わせ、効率的な広告予算の使い方などへの課題意識は以前から高まっていました。

例えば、テレビ広告の KPI は売上とはなかなか結びつけにくいですよね。ブランド認知度に関する効果の（リ
アルタイムな）定点観測も実は難しい。デジタルでは売上貢献度やリアルタイムなデータの動きをある程度把
握できていても、マーケティングの全体像がどれだけ売上に貢献しているのかについては感覚としてわかって
いても数値化することはできなかったわけです。結果的に次のマーケティングも前例を踏襲するという形でし
か考えられなかったというケースが多く、根拠になるデータがないことで、大きく方向転換して新しいチャレ
ンジをするのが難しかったですね。メディアミックスの効果をデータでしっかり把握して、広告施策全体を最
適化していくというのが課題でした。

広告効果や施策ごとの相関性を経験値のみではなくデー
タで客観的に見えるようにすることで、明確な根拠に基
づいて社内で広告施策のディスカッションをしていく社
内文化を作ろう、歴史のある組織が生み出した知見を活
かしながら最新のマーケティング分析手法を取り入れて
いこうというのが、マゼランを導入するきっかけです。

マゼランを選んだポイントは「即時性」と「わかりやすさ」
マゼランを選定した理由として、製品にどのような期待をされたのか教えてください。
ひとつは、分析のスピード感です。社内で蓄積されている様々なデータを自動的に取り込んで分析することが
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とづいて結果が生まれている」とマーケターが簡単に把握できる点です。即効性とわかりやすさというのが、
マゼランを選んだポイントです。

“どうデータを貯めるか” という意識変化を生み出す
マゼランを使うにあたって、最初に連携するデータを整える段階は大変ではなかったですか？
もちろん、大変でした（笑）。これまで社内ではこういう利用シーンを想定したデータの蓄積をしてこなかっ
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っかけになったと思います。すぐに有効活用できなくても、将来的なデータ分析での活用を意識してオペレー
ションを考えていくことは、データドリブン・マーケティングの第一歩になると考えています。

マゼランを活用してデータの要件を定義することで、
“今後どのような形でデータを蓄積していくか” とい
う意識が社内にも広がるのではないでしょうか。人は
目的がなければ動くことができませんが、元々施策効
果を分析したいという課題意識がある中でのマゼラン
の活用は、データに対する意識を高める大きなきっか
けになっていると思います。

データ分析によって “推測” が “確信” に変わる
これまでのマゼランの活用から、どのようなことがわかってきましたか？
これまで経験値として認識していたものがデータ分析による裏付けによって明確になったというのが大きいで
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入から半年足らずにも関わらず、社内でもマーケティングミックスモデリングに対する期待が急速に高まって

マゼラン導入インタビュー集｜パナソニック株式会社 様

いると感じています。私たちとしては、それぞれ独自のノウハウを持っている各部門からデータを提供しても
らうにあたって反発もあるのではと予想していましたが、実際にやってみると「自分たちのブランドでもやっ
て」という声が多数寄せられ、嬉しかったですね。

加えて、社内でデータ分析の結果を元にしてマーケテ
ィングに関わる社内の各部門が一同に会す場面で「こ
の施策は売上に効いているよね」などとディスカッシ
ョンできるようになったのは大きいですね。データド
リブン・マーケティングの文化ができつつあると思い
ます。もともと “この施策はデータ分析するとどうい
う結果になるのか” という課題意識が数多く眠ってい
て、マゼランの導入をきっかけにして課題解決に向け
た意識が一気に高まったのではないでしょうか。“こう
いうことをしたかった” という声は多数寄せられてい
ます。これまではひとつのブランドで展開してきましたが、今後は複数のブランドにもマゼランを導入して効
果を出していきたいですね。

創業100年の知恵と経験を、データで補強する
今後、マゼランを活用してどのようなマーケティングを実現していきたいか教えてください。
今、まさに社内へのマゼラン導入を進めている段階ですが、将来的には全てをデータで語ることができるマー
ケティングを実現したいと考えています。そのための文化を作るのがひとつの目標ですね。ただ一方で、パナ
ソニックには 100 年という歴史があり、そこには先人が作ってきた多くの経験や知恵という資産があるわけ
です。単純にデータだけで語るのではなく、これまでの経験もバランスよく使いこなせる組織になることが最
終的な目標ではないかと思います。経験とデータの融合における最適なバランスをこれから模索していきたい
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マゼランによって経験とデータを上手に活用してマーケティングミックスモデリングを実行して、そこで生ま
れたデータを分析して次の施策に活かしていく。その PDCA サイクルを回しながらマーケティング施策を推
進していきたいですね。創業 100 年の知恵と経験をデータで補強したマーケティングのノウハウは、後世に
残せるほどの貴重な財産になるはずです。
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ダイレクトマーケティングで、幅広い世代へ学びを通した豊かな人生を届けることをビジョンと
する。マゼランは、教育事業部・ウェブマーケティング部に導入いただいた。

株式会社ユーキャン 様
マーケターの感覚にフィットした分析結果と新しい示唆がマゼランの魅力。

オフラインメディアの再評価にも期待

マゼラン導入インタビュー集

オフライン施策や認知系施策の間接効果が見えず、予算配分に課題
まずは、担当業務とチームミッションについてご紹介ください。
マゼランを導入した教育事業部・ウェブマーケティング部は、ウェブ広告のプランニングなどを担当するメデ
ィア企画課と、サイト改善などを担当するサイト企画課の２つに分かれています。そのうちメディア企画課の
ミッションは、ウェブ広告と認知系施策のオウンドメディア、また LINE・SNS・メールマガジンなどのチャ
ネルを通した、オンライン経由の顧客獲得です。

これまでに、どのようなマーケティングの課題があったのでしょうか。
ユーキャンでは、学びのニーズが高くなる１月にプロモーションの山場を設計します。この時期に複数クリエ
イティブのCMを大量出稿し、交通広告やチラシ・カタログなどを含めたマスのプロモーションとウェブ広告
を大きく展開するのです。一方、平常月はウェブ広告中心となります。

このような特徴的ともいえるマーケティング活動では、オンライン経由の顧客獲得に、どのオフライン施策が
どの程度貢献しているのかが分かりませんでした。GRP が最適かどうかも、判断できる材料が少ない状態だ
ったのです。

ウェブ広告単体に関しても、ブランド認知系施策の効果が見えず、ラストクリックベースの評価となり、出稿
先が限られてしまうという懸念がありました。またオウンドメディアなどの認知系施策も、最終的な獲得への
間接効果が計測しきれておらず、最適な予算配分になっているのかという点に疑問がありました。

データに信頼性があり、マーケターが実務で活用できるマゼラン
マゼランを導入した理由を教えてください。
テスト導入をした際、マゼランが導いた分析結果と、
マーケターが持つ施策への感覚値がある程度一致して
いました。感覚値に頼りすぎてはいけませんが、マー
ケターの感覚とあまりにも違う分析結果も現実的では
ありません。マゼランの分析は信頼性があり、実務に
生かせそうだと思い、本格導入を決めました。

実は、これまでにも社内や外部企業と一緒に統合分析を行っていたんです。お客様がオンライン申込を行った
際に認知媒体をアンケートで確認したり、アクチュアルの GRP をクリエイティブごとに精査し、放映日と獲
得件数の相関を見たりしてしました。しかし、確からしいデータを得ることができていませんでした。

また、ユーキャンのサイトは、各種国家試験の解答速報を公開する日にアクセス数が跳ね上がりますし、学び
のモチベーションが落ち着くゴールデンウィークなどは、アクセス数が下がります。このような変数が多い環
境において、マゼランはそれらを外部要因としてフラグを立て、外部要因から受ける要因を除外して分析がで
きます。マーケター自らが実務に合わせた分析モデルを設計でき、納得しうるアウトプットと新しい示唆が得
られるところが良いですね。

相関の可視化が、メディアの再評価やマーケターのモチベーションに貢献
今後、マゼランを活用してどのようなプロモーション活動を行いたいと考えられていますか。
まずは、オフライン・オンライン両方の施策の相関を出し、オフラインメディアの再評価をしたいですね。そ
れをもとに、広告費全体のアロケーションをより精緻にしていきたいと思っています。

またウェブ広告についても、オンラインのブランド認知系施策による間接効果を見て、最適なプランニングを
行い、PDCA を回したいです。オウンドメディアのような認知系施策の貢献度も可視化できますし、予算につ
いても見直しができたらと考えています。

マゼランでは、影響している施策同士が線で結ばれて可視化されます。想定外な施策間のつながりなど、大き
な発見がありますね。相関が数値的に証明できることで、オフラインメディア担当を含めた部署間の協力も、
さらに取り組みやすくなると思います。オフライン広告のオンラインへの間接効果は数値化しづらかったので
すが、マゼランなら分かる。すると、オフライン広告の担当者のモチベーションが上がるでしょうし、その点
もマゼランに期待している効能ですね。

デジタルマーケティングという言葉をなくしたい。
マーケティングの共通指標を生むマゼランに期待
御社のマーケティングのゴールを教えてください。

将来的には、デジタルマーケティングという言葉をなくしたいです。組織としても、考え方としても、マーケ
ティングはひとつであるほうが施策に一貫性が生まれ、効率化できます。すると、お客様に対しても、より良
いサービスが提供できるのではないかなと思うんです。

そのためには、オンオフ統合分析で成果を可視化し、ブランド側が目指す方向を実現できる確からしい裏付け
が必要。マーケティングに関わる全員が短期・長期的に等しく使える、共通の指標が求められます。その指標
を生むためのツールのひとつとして、マゼランに期待しています。
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境において、マゼランはそれらを外部要因としてフラグを立て、外部要因から受ける要因を除外して分析がで
きます。マーケター自らが実務に合わせた分析モデルを設計でき、納得しうるアウトプットと新しい示唆が得
られるところが良いですね。

相関の可視化が、メディアの再評価やマーケターのモチベーションに貢献
今後、マゼランを活用してどのようなプロモーション活動を行いたいと考えられていますか。
まずは、オフライン・オンライン両方の施策の相関を出し、オフラインメディアの再評価をしたいですね。そ
れをもとに、広告費全体のアロケーションをより精緻にしていきたいと思っています。

またウェブ広告についても、オンラインのブランド認知系施策による間接効果を見て、最適なプランニングを
行い、PDCA を回したいです。オウンドメディアのような認知系施策の貢献度も可視化できますし、予算につ
いても見直しができたらと考えています。

マゼランでは、影響している施策同士が線で結ばれて可視化されます。想定外な施策間のつながりなど、大き
な発見がありますね。相関が数値的に証明できることで、オフラインメディア担当を含めた部署間の協力も、
さらに取り組みやすくなると思います。オフライン広告のオンラインへの間接効果は数値化しづらかったので
すが、マゼランなら分かる。すると、オフライン広告の担当者のモチベーションが上がるでしょうし、その点
もマゼランに期待している効能ですね。

マゼラン導入インタビュー集｜株式会社ユーキャン 様

デジタルマーケティングという言葉をなくしたい。
マーケティングの共通指標を生むマゼランに期待
御社のマーケティングのゴールを教えてください。

将来的には、デジタルマーケティングという言葉をなくしたいです。組織としても、考え方としても、マーケ
ティングはひとつであるほうが施策に一貫性が生まれ、効率化できます。すると、お客様に対しても、より良
いサービスが提供できるのではないかなと思うんです。

そのためには、オンオフ統合分析で成果を可視化し、ブランド側が目指す方向を実現できる確からしい裏付け
が必要。マーケティングに関わる全員が短期・長期的に等しく使える、共通の指標が求められます。その指標
を生むためのツールのひとつとして、マゼランに期待しています。



中長期的なマーケティング戦略に向けた最適な予算設計を行いたい
まずは、担当業務とミッションについてご紹介ください。
今回マゼランを導入したメディア＆ソリューション事業部では、製造業と工場勤務に特化した求人メディア「工
場 WORKS」と「製造・転職 メーカーズ」を運営しています。マーケティング部では、広告出稿やサイト運
用を通し、メディアへの集客ならびに応募者数の最大化をミッションとしています。

これまでに、どのようなマーケティングの課題があったのでしょうか。
まず、中長期的なマーケティングプランを考える上で、最適な広告予算の設計ができていませんでした。施策
の費用対効果をベースとした予算設計を行いたいのですが、広告効果指標の算出や管理が、適切とは言い難い
状況にあったのです。また認知施策の必要性を理解しているものの、CPA などの数値が出やすい獲得系の広
告に予算を寄せてしまいがちで、応募見込み層へのアプローチができていないという課題もありました。

広告効果を数値化・可視化し、妥当性のある広告予算の設計につなげる
マゼランを導入した理由を教えてください。
大きく２つあります。１つめは、広告効果や施策同士の影響度を数値化・可視化し、認知系施策への理解促進
や最適な効果指標を明らかにするためです。社内でもログなどを用いた分析を行っていますが、より客観的な
分析ができるマゼランを導入しました。

２つめは、自社での分析に対するベンチマークにする
ためです。マーケティング部独自の分析結果とマゼラ
ンの分析結果があれば、判断の偏りを防げるほか、分
析結果に差異が生じた時に、その理由はなぜか？と考
えるきっかけになります。自社での分析とマゼラン、
この２つの軸を持つことが、バランスの取れた判断を
ターゲットを理解し最適なマーケティングコミュニ
ケーションを実現したいする望ましい体制ではないか
と考えています。
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製造業特化型の求人メディア「工場 WORKS」や「製造・転職 メーカーズ」などのメディア事
業のほか、人材紹介事業、グループ企業では採用支援事業を手がける。ニッチな市場を分析し、
収益性のあるセグメントを押さえたビジネスが強み。

株式会社インターワークス 様
自社での分析とマゼランの２軸で広告効果を評価し、

最適な広告予算設計の実現へ

マゼラン導入インタビュー集

中長期的なマーケティング戦略に向けた最適な予算設計を行いたい
まずは、担当業務とミッションについてご紹介ください。
今回マゼランを導入したメディア＆ソリューション事業部では、製造業と工場勤務に特化した求人メディア「工
場 WORKS」と「製造・転職 メーカーズ」を運営しています。マーケティング部では、広告出稿やサイト運
用を通し、メディアへの集客ならびに応募者数の最大化をミッションとしています。

これまでに、どのようなマーケティングの課題があったのでしょうか。
まず、中長期的なマーケティングプランを考える上で、最適な広告予算の設計ができていませんでした。施策
の費用対効果をベースとした予算設計を行いたいのですが、広告効果指標の算出や管理が、適切とは言い難い
状況にあったのです。また認知施策の必要性を理解しているものの、CPA などの数値が出やすい獲得系の広
告に予算を寄せてしまいがちで、応募見込み層へのアプローチができていないという課題もありました。

広告効果を数値化・可視化し、妥当性のある広告予算の設計につなげる
マゼランを導入した理由を教えてください。
大きく２つあります。１つめは、広告効果や施策同士の影響度を数値化・可視化し、認知系施策への理解促進
や最適な効果指標を明らかにするためです。社内でもログなどを用いた分析を行っていますが、より客観的な
分析ができるマゼランを導入しました。

２つめは、自社での分析に対するベンチマークにする
ためです。マーケティング部独自の分析結果とマゼラ
ンの分析結果があれば、判断の偏りを防げるほか、分
析結果に差異が生じた時に、その理由はなぜか？と考
えるきっかけになります。自社での分析とマゼラン、
この２つの軸を持つことが、バランスの取れた判断を
ターゲットを理解し最適なマーケティングコミュニ
ケーションを実現したいする望ましい体制ではないか
と考えています。

10
© 2018 XICA Co., Ltd.  All Rights Reserved.

製造業特化型の求人メディア「工場 WORKS」や「製造・転職 メーカーズ」などのメディア事
業のほか、人材紹介事業、グループ企業では採用支援事業を手がける。ニッチな市場を分析し、
収益性のあるセグメントを押さえたビジネスが強み。

株式会社インターワークス 様
自社での分析とマゼランの２軸で広告効果を評価し、

最適な広告予算設計の実現へ

マゼラン導入インタビュー集

ターゲットを理解し最適なマーケティングコミュニケーションを実現したい
御社のマーケティングのゴールを教えてください。
今後マーケティングで注力していきたいことは、運営メディアの認知・ブランディングです。まだサイト名で
の検索流入が少ないので、その比率を上げることと SEO での集客・広告での集客の最適化を目標としていま
す。ウェブメディアに SEO はかかせませんが、アルゴリズムの変更によってはリスクにもなり得る。リスク
ヘッジのためにも、メディアのブランディングや認知を広げたいですね。

サービスのゴールは求職者と企業を結びつけ、雇用を増やすこと。そのためには、運営しているメディアのタ
ーゲットを明確化し、理解を深め、いかに最適なプロモーションを効率よく実施できるかが重要だと考えてい
ます。ターゲット層を考えると、アプローチ方法として WEB 広告以外のプロモーションがベストという可能
性もあります。今後、オフラインメディアを含めたプランニングを検討する時にも、マゼランは有効なツール
であると思いますし、キャンペーンをやって終わりではなく、その効果が追えることも大きいです。

ターゲットを理解し最適なマーケティングコミュニケーションを実現したい
御社のマーケティングのゴールを教えてください。
今後マーケティングで注力していきたいことは、運営メディアの認知・ブランディングです。まだサイト名で
の検索流入が少ないので、その比率を上げることと SEO での集客・広告での集客の最適化を目標としていま
す。ウェブメディアに SEO はかかせませんが、アルゴリズムの変更によってはリスクにもなり得る。リスク
ヘッジのためにも、メディアのブランディングや認知を広げたいですね。

サービスのゴールは求職者と企業を結びつけ、雇用を増やすこと。そのためには、運営しているメディアのタ
ーゲットを明確化し、理解を深め、いかに最適なプロモーションを効率よく実施できるかが重要だと考えてい
ます。ターゲット層を考えると、アプローチ方法として WEB 広告以外のプロモーションがベストという可能
性もあります。今後、オフラインメディアを含めたプランニングを検討する時にも、マゼランは有効なツール
であると思いますし、キャンペーンをやって終わりではなく、その効果が追えることも大きいです。



中長期的なマーケティング戦略に向けた最適な予算設計を行いたい
まずは、担当業務とミッションについてご紹介ください。
今回マゼランを導入したメディア＆ソリューション事業部では、製造業と工場勤務に特化した求人メディア「工
場 WORKS」と「製造・転職 メーカーズ」を運営しています。マーケティング部では、広告出稿やサイト運
用を通し、メディアへの集客ならびに応募者数の最大化をミッションとしています。

これまでに、どのようなマーケティングの課題があったのでしょうか。
まず、中長期的なマーケティングプランを考える上で、最適な広告予算の設計ができていませんでした。施策
の費用対効果をベースとした予算設計を行いたいのですが、広告効果指標の算出や管理が、適切とは言い難い
状況にあったのです。また認知施策の必要性を理解しているものの、CPA などの数値が出やすい獲得系の広
告に予算を寄せてしまいがちで、応募見込み層へのアプローチができていないという課題もありました。

広告効果を数値化・可視化し、妥当性のある広告予算の設計につなげる
マゼランを導入した理由を教えてください。
大きく２つあります。１つめは、広告効果や施策同士の影響度を数値化・可視化し、認知系施策への理解促進
や最適な効果指標を明らかにするためです。社内でもログなどを用いた分析を行っていますが、より客観的な
分析ができるマゼランを導入しました。

２つめは、自社での分析に対するベンチマークにする
ためです。マーケティング部独自の分析結果とマゼラ
ンの分析結果があれば、判断の偏りを防げるほか、分
析結果に差異が生じた時に、その理由はなぜか？と考
えるきっかけになります。自社での分析とマゼラン、
この２つの軸を持つことが、バランスの取れた判断を
ターゲットを理解し最適なマーケティングコミュニ
ケーションを実現したいする望ましい体制ではないか
と考えています。
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マゼラン導入インタビュー集｜株式会社インターワークス 様

中長期的なマーケティング戦略に向けた最適な予算設計を行いたい
まずは、担当業務とミッションについてご紹介ください。
今回マゼランを導入したメディア＆ソリューション事業部では、製造業と工場勤務に特化した求人メディア「工
場 WORKS」と「製造・転職 メーカーズ」を運営しています。マーケティング部では、広告出稿やサイト運
用を通し、メディアへの集客ならびに応募者数の最大化をミッションとしています。

これまでに、どのようなマーケティングの課題があったのでしょうか。
まず、中長期的なマーケティングプランを考える上で、最適な広告予算の設計ができていませんでした。施策
の費用対効果をベースとした予算設計を行いたいのですが、広告効果指標の算出や管理が、適切とは言い難い
状況にあったのです。また認知施策の必要性を理解しているものの、CPA などの数値が出やすい獲得系の広
告に予算を寄せてしまいがちで、応募見込み層へのアプローチができていないという課題もありました。

広告効果を数値化・可視化し、妥当性のある広告予算の設計につなげる
マゼランを導入した理由を教えてください。
大きく２つあります。１つめは、広告効果や施策同士の影響度を数値化・可視化し、認知系施策への理解促進
や最適な効果指標を明らかにするためです。社内でもログなどを用いた分析を行っていますが、より客観的な
分析ができるマゼランを導入しました。

２つめは、自社での分析に対するベンチマークにする
ためです。マーケティング部独自の分析結果とマゼラ
ンの分析結果があれば、判断の偏りを防げるほか、分
析結果に差異が生じた時に、その理由はなぜか？と考
えるきっかけになります。自社での分析とマゼラン、
この２つの軸を持つことが、バランスの取れた判断を
ターゲットを理解し最適なマーケティングコミュニ
ケーションを実現したいする望ましい体制ではないか
と考えています。

ターゲットを理解し最適なマーケティングコミュニケーションを実現したい
御社のマーケティングのゴールを教えてください。
今後マーケティングで注力していきたいことは、運営メディアの認知・ブランディングです。まだサイト名で
の検索流入が少ないので、その比率を上げることと SEO での集客・広告での集客の最適化を目標としていま
す。ウェブメディアに SEO はかかせませんが、アルゴリズムの変更によってはリスクにもなり得る。リスク
ヘッジのためにも、メディアのブランディングや認知を広げたいですね。

サービスのゴールは求職者と企業を結びつけ、雇用を増やすこと。そのためには、運営しているメディアのタ
ーゲットを明確化し、理解を深め、いかに最適なプロモーションを効率よく実施できるかが重要だと考えてい
ます。ターゲット層を考えると、アプローチ方法として WEB 広告以外のプロモーションがベストという可能
性もあります。今後、オフラインメディアを含めたプランニングを検討する時にも、マゼランは有効なツール
であると思いますし、キャンペーンをやって終わりではなく、その効果が追えることも大きいです。

ターゲットを理解し最適なマーケティングコミュニケーションを実現したい
御社のマーケティングのゴールを教えてください。
今後マーケティングで注力していきたいことは、運営メディアの認知・ブランディングです。まだサイト名で
の検索流入が少ないので、その比率を上げることと SEO での集客・広告での集客の最適化を目標としていま
す。ウェブメディアに SEO はかかせませんが、アルゴリズムの変更によってはリスクにもなり得る。リスク
ヘッジのためにも、メディアのブランディングや認知を広げたいですね。

サービスのゴールは求職者と企業を結びつけ、雇用を増やすこと。そのためには、運営しているメディアのタ
ーゲットを明確化し、理解を深め、いかに最適なプロモーションを効率よく実施できるかが重要だと考えてい
ます。ターゲット層を考えると、アプローチ方法として WEB 広告以外のプロモーションがベストという可能
性もあります。今後、オフラインメディアを含めたプランニングを検討する時にも、マゼランは有効なツール
であると思いますし、キャンペーンをやって終わりではなく、その効果が追えることも大きいです。



マス広告の間接効果が分からず、次の施策立案に迷いがあった
御社の事業のご紹介、そしてマゼランを導入したチームの業務内容、チームミッションについてお教えください。
私たち株式会社ラクスは、中小企業を対象としたクラウドサービスの提供を行っています。現在提供している
クラウドサービスは、メールグループウェア・チャットツール・メール配信システム・Web データベースな
どの８種類です。今回マゼランを導入したクラウド事業本部 ファイナンス・クラウド事業部 プロモーション
課では、クラウド型交通費・経費精算システムの「楽楽精算」のプロモーション業務を担当しています。

これまでに、どのようなマーケティングの課題があったのでしょうか。
マス広告の費用対効果を把握しきれないことが課題でした。数年前は獲得施策のリスティング広告中心でした
が、現在は市場の成長に伴い、認知施策としてテレビCMや雑誌・交通広告と幅広く出稿しています。すると
予算が大きいマス広告は、社内で基準としているリードや受注の獲得単価を超えるケースが出てくるのです。
しかし現状では効果指標が十分でなく、効果が悪いという判断も、このまま投資を続けてよいという判断もつ
きません。そのため、マス広告の間接効果を知り、最適なプロモーションや予算配分を行いたいと考えていま
した。

間接効果の可視化とオンオフ統合分析による効果最大化の実現を、マゼランに
期待
今回、マゼランを導入した理由をお教えください。

１番の導入理由は、施策単体ではなく、オンオフ統合
して施策全体を分析できることです。統合分析ができ
るツールは他にあまりなく、マゼランを選択しました。
また、リード獲得を最大化する予算配分を限られた予
算内で考えられるのも良いなと思いました。

これまでの効果測定は、CM の出稿前後に行うネット
の認知調査や、問い合わせフォームや営業による「ど
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スムーズな導入や運用にフォーカスした” 楽に導入できて楽に使える”、業務系クラウドサービ
スを提供する。

株式会社ラクス 様
市場成長に伴い、マーケティング施策が多様に。

すべての施策を統合分析するマゼランで、広告効果の最大化を目指したい

マゼラン導入インタビュー集
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マス広告の間接効果が分からず、次の施策立案に迷いがあった
御社の事業のご紹介、そしてマゼランを導入したチームの業務内容、チームミッションについてお教えください。
私たち株式会社ラクスは、中小企業を対象としたクラウドサービスの提供を行っています。現在提供している
クラウドサービスは、メールグループウェア・チャットツール・メール配信システム・Web データベースな
どの８種類です。今回マゼランを導入したクラウド事業本部 ファイナンス・クラウド事業部 プロモーション
課では、クラウド型交通費・経費精算システムの「楽楽精算」のプロモーション業務を担当しています。

これまでに、どのようなマーケティングの課題があったのでしょうか。
マス広告の費用対効果を把握しきれないことが課題でした。数年前は獲得施策のリスティング広告中心でした
が、現在は市場の成長に伴い、認知施策としてテレビCMや雑誌・交通広告と幅広く出稿しています。すると
予算が大きいマス広告は、社内で基準としているリードや受注の獲得単価を超えるケースが出てくるのです。
しかし現状では効果指標が十分でなく、効果が悪いという判断も、このまま投資を続けてよいという判断もつ
きません。そのため、マス広告の間接効果を知り、最適なプロモーションや予算配分を行いたいと考えていま
した。

間接効果の可視化とオンオフ統合分析による効果最大化の実現を、マゼランに
期待
今回、マゼランを導入した理由をお教えください。

１番の導入理由は、施策単体ではなく、オンオフ統合
して施策全体を分析できることです。統合分析ができ
るツールは他にあまりなく、マゼランを選択しました。
また、リード獲得を最大化する予算配分を限られた予
算内で考えられるのも良いなと思いました。

これまでの効果測定は、CM の出稿前後に行うネット
の認知調査や、問い合わせフォームや営業による「ど

マゼラン導入インタビュー集｜株式会社ユーキャン 様

の広告を見たか」というヒアリングを基にしていました。しかし「リスティング広告を見て問合せた」とお答
えいただいても、きっかけはCMということもあります。従来の調査だけでは、間接効果の測定精度に懸念が
あったのです。知りたいのは、「雑誌広告を見て、展示会へ出かけて理解を深め、リスティング広告経由で獲
得した」という、施策同士の間接効果。そこをマゼランで深掘りし、今後も認知に寄せた大きな施策を行って
いくべきかの判断をしたいと考えています。えるきっかけになります。自社での分析とマゼラン、この２つの
軸を持つことが、バランスの取れた判断をターゲットを理解し最適なマーケティングコミュニケーションを実
現したいする望ましい体制ではないかと考えています。

顧客のステイタスを把握し、効率の良いリード獲得を
今後、マゼランを活用してどのようなプロモーション活動を行いたいと考えられていますか。
まずは目標から逆算して、予算配分を決めるところから始めたいです。またCMの継続を考えていますので、
最適な予算やリード見込みのシミュレーションも実行したいですね。リード見込みが分かると受注数が予想で
きますので、目標とのギャップがあれば、どのような手を打つべきかの対策も取れると思います。

これから実現していきたいマーケティングについて、お教えください。
私たちのビジネスは、従業員数 50 名から 500 名規模の企業がターゲット。ある程度リストアップが可能で
すので、顧客のステイタスに合わせたプロモーション展開や、タッチポイントを用意したいです。サービスに
どのような興味を持っているのか・検討段階なのかというステイタスごとに、リードにつながる効率のよいア
プローチを行うことが重要だと考えています。リソースやコストを効率的に用いて、販売拡大につなげていき
たいですね。
それを実現するために、マーケターには、企業のステイタスやニーズを把握し、それに最適なプロモーション
を設計するスキルが必要。統合的なコミュニケーション戦略を立てられる人材が、求められてくるだろうなと
思います。



マゼラン導入インタビュー集をご覧いただき、誠にありがとうございます。

マゼランの実際の画面が見れるデモリクエスト

一度マゼランの画面がどのような画面かを見てみたいという方へ
事例も含めて担当者がご説明させて頂きますので以下よりお問い合わせお
願いいたします。
※デモのご紹介は広告主様限定とさせていただいていますので、予めご了承ください。

デモリクエストのお申込みはこちら
http://xica.net/magellan/contact/

XICA magellan お問い合わせ先
電話番号：03-6380-9897
公式サイト：http://xica.net/magellan/
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