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Webマーケティングを学んで一生モノのスキルを身に着けよう！

時間も、場所も
働き方を自分で選べる！

ウェブ広告を活用した働き方

1DAYセミナー
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アジェンダ

・何故、Web広告を学ぶべきなのか？

・得られる将来的価値

・オンラインにおける集客の種類を理解する

・代表的なWeb広告の種類と役割を理解する

・LP（ランディングページ）をどう改善していくのか？
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本日こういった方々は特におすすめの説明会です

・出勤や通勤などせず、自由に在宅で働きたい

・スポットの収入ではなく、継続した収入を得たい

・副業で稼げるスキルを身に着けたい

・手に職をつけて生涯価値の高いスキルを身に着けたい

・アフィリエイトだけでは不安、クライアントワークをしたい
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弊社概要
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株式会社ウィニングフィールド
山口 駿

ご挨拶と自己紹介

広告運用歴:4年

・2016年広告運用を開始
・EC商品月商1000万円越え
・1商材70件販売/日
・200名規模のアフィリエイトコミュニティで表彰される
・その後、通信販売会社の新規EC商材の
テストマーケティング、広告運用を受託し、
月商億越えの商品へと成長させる。

※管理画面一部抜粋
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セミナー開催実績 ： 2015年8月～2019年11月まで（約4年少し）
WEB広告に関するセミナー（リスティング、SNS広告）

主催・講師講演回数 合計 250回以上！

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved 

セミナー主催、講師＆講座実績の一部を紹介

定期的に集客ノウハウを公開するコンサルティングやセミナー講演を行っており、経営者やマーケテ
ィング担当者の方にご参加頂き、広告運用やサイト制作のノウハウを提供！

専門知識に特化した内容が多いため、早期に満席になるセミナーも多くご好評頂いております
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アジェンダ

【Introduction】

何故、Web広告を学ぶべきなのか？
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1. 時代の流れ（時流）

インターネット：
1兆3,100億円（昨年対比13.3％増）

インターネット広告市場 (媒体別広告費の推移)

上昇トレンド

出典：株式会社電通調べ
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メディアでも取り上げられている
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Web広告の市場規模は拡大。
一方で深刻な人材不足。

事業者はWebに広告を打ちたいので、
運用できる人材を求めている。

↓
運用ができる人材は貴重な存在！
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そこに流れがある時、取るべきアクションは?

1. 流れに逆らうか！？

2. 流れに乗るか！?
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2. Web広告を活用してできる仕事

1. 運用代行:クライアントワーク
(他社ビジネスへの貢献)

2. 自社ビジネスの集客
（自分の事業やコンテンツ）

3. アフィリエイトなどの成果報酬
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2. Web広告を活用してできる仕事

1. 運用代行:クライアントワーク
(他社ビジネスへの貢献)

2. 自社ビジネスの集客
（自分の事業やコンテンツ）

3. アフィリエイトなどの成果報酬
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広告運用代行（クライアントワーク）

という仕事とは？

クライアント（依頼主）から販促費用（広告費）を
預かって代理で広告を出稿するお仕事

毎月広告出稿に関する手数料をもらいながら
クライアントと一緒にビジネスを成長させる仕事



015

・最低出稿期間はだいたい3ヶ月から

・手数料はその月に消化した広告費に対しての10～20％

・広告運用の手数料は基本毎月支払われます。

・LPのディレクションなどを行っていくと
制作費用や修正費用を得ることができます。

広告運用代行（クライアントワーク）

という仕事とは？
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1. 他社ビジネスへの貢献（クライアントワーク）

28～30歳 女性 ファスティング講師

・フランスに移住、彼氏と一緒に住んで語学学校に通う

・朝だけ管理画面を見て、午後から学校、
夕方以降は特に何もしていない

・4社ほどの日本のクライアントを抱え、
1社100～200万円ほどの広告費を使う

・クライアントには週報とチャットワークのやり取り、
たまにZoomを繋ぐ関係性

・PPC広告を学ぶ講座（3ヶ月集中講座）に受講

・3ヶ月ではそこまで結果は出なかった

・その後、ファスティング講師を辞めて転職、
Webコンサルティング会社に就職

・1年半ほど働き、その後フリーランスになり
5社ほどクライアントを抱える



017

2. 自社ビジネスの集客（自分の事業やコンテンツ）

・フェイスブック広告のセミナー＆ワーク会に出席

35～40歳 女性 Webデザイナー

・クライアントに集客の相談をされる、そして追加提案したい

・スポットの収入や収益から抜け出したい、継続収入を得たい

・ハワイにアロマセラピストの資格を取得しにいく

・日本で開業し、ライバルを調べたところ3人のみ

・日本全国商圏でフェイスブック広告を出稿

・集客を自動化させて、本当にやりたかった仕事を本業に
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3. アフィリエイト

アフィリエイトはサイトにアクセスを集めて成約を狙うビジネス
成約に応じて報酬が支払われる

・サイトにアクセスを集める手段: SEO.Youtube.SNS etc…

・広告を使えばアクセスは簡単に集められる

・初月で成果が出なくても、アクセスを集めながら記事を修正すれば
ある時いきなり利益が出る様になる。

・月利100万円くらいなら当たり前の様にいる

・運用スキルが身につくので、アフィリエイト外でもクライアントワークなども受注できる

・その他、EC案件のテストマーケティング、店舗集客、自社ビジネスの集客など、幅も広がる

・サイトにアクセスを集めるのは非常に難易度が高い
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・いきなりお金を預かるのは抵抗がある

・成果が上がらなかったらどうしよう？

・広告って難しそう、数字ってよくわからない

・理系の頭がないとダメ？なんとなく怖い、、、

・未経験でもできるのか？どうか？

広告運用代行（クライアントワーク）

よくある悩み
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未経験でも、難しそうと感じていても、数字が苦手でも…

広告運用は誰でもできます！

現在は広告の機械学習が進んでいるから
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クライアントワークを行う際のよくある間違い

× 先に広告のスキルを習得してから
クライアントを獲得する

例: 先にFB広告を学んだが、獲得したクライアントが店舗集客で悩んでいたので、
FB広告は適さず、使用する媒体はGoogleだった。

⇒何から学べば良いか分からない
⇒クライアントの目的も不明確
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最短最速でクライアントワークを行うには？

クライアントを先に獲得する
↓

クライアントの目的に沿った広告媒体を学び、
実践しスキルを習得

(FBかリスティング広告か)
↓

機械学習に任せた運用で実績を出す。
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では、広告の運用代行をして、
どれくらいの収益、事業規模を目指せるのか？
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低音調理器具の通販の拡販支援。

クライアントワークでの成功事例 01

▲ LP（ランディングページ）
※クラウドファンディングサイト

▲ 動画クリエイティブ

有名商材でなくても販路拡大が可能！
他社や友人のビジネスを助けることができる！
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シュミレーションゴルフの来店集客

初店舗OPENから２年半で15店舗展開に成功。
これからは毎月出店のため、新店舗のサイト制作と

各新店舗の広告運用を継続契約。
クライアントワークを通じてビジネスを一緒に成長させられる

ビジネスパートナーに！

クライアントワークでの成功事例 02
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Web広告に対するマインドセット

マインドセット
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Q. 運用型広告における画像の選定方法: どちらの思考が正しいでしょうか？

A. 直観でピンときたものが正解という思考
B. 全てが正解であるという思考
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答えはBがオススメ

A. 直観でピンときたものが正解
※主観で画像を選択するのは、広告初心者にとっては難易度が
高い。

B. 全てが正解である
※案件や業種によってユーザー毎の反応が異なるので悩んだら
テストをするのが正解。
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反応の良い【タイトル】はどちらか

1. 好きなだけ食べても痩せるダイエット方法が解明された

2. 注意！！73％の人が知らずにやっている太る食べ方
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広告に対する重要なマインドセット

答えは市場に聞くこと！

マーケティング最大の敵は自意識である
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Web広告には大きくわけて2つ種類がある

反響型広告

運用型広告
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4. 広告運用までのフロー

市場調査
（ニーズの把握）

他社調査
（競合の把握） - 相対値 -

自社調査
（自社の把握） - 絶対値 -

LP作成
（自社の訴求） - 接点 -

広告運用
- 接触 -
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オンラインにおける集客の
種類を理解する
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3つのWEB集客手法の価値基準を理解する

情報的価値

SNSPPC SEO

人間的価値

相手のニーズに合わせる 相手を導いていく
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アクセスの集め方にも手順がある

SNSPPC SEO

メリット：
即効性あり、早い段階で正解がわかる
上位表示され、ターゲットニーズに
寄り添うためCVしやすい

デメリット：
予算＆資金とキャッシュフロー

メリット：
資金がかからない、良質コンテンツ
の場合、長期的に上位表示される

デメリット：
効果が出るまで時間がかかる
正解がわからないまま作業を行う

メリット：
資金がかからない、拡散されれば
沢山のリーチとアクセスが生まれる

デメリット：
誰が何を発信しているのかが重要
自動化が難しい

コンバージョンした
キーワードと広告文を

LPに反映させる
LPの最適化を繰り返して

より高い成約率を狙う

CVしたキーワードと広告文を
内部施策としてコンテンツに

盛り込んでいく

CVしたコンテンツを
発信していく
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代表的なWeb広告の種類と役割を理解する
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アクセスを集める場所は同じであるが、
ユーザーの前提状況の違いを理解する。

各Web広告媒体について

Google＆Facebookが世界で最も使用されている
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顕在層

FacebookとGoogleの配信先属性

潜在層
※能動的に情報を取りにいく層 ※ニーズはあるが

ウォントまでいっていない層
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店舗集客や来店系以外であれば
Facebook広告（インスタグラム広告）がオススメ

・EC商品の販売
・査定案件(不動産など)
・認知施策 など
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オーデイエンス概念

機械学習が発達しており、成約数が増えると
自動的に成約しそうなユーザーに広告を配信してくれる。

登録情報 クロスデバイス

ターゲティング精度が最も優秀
少額で広告の出稿が可能
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FBと同様に機械学習が進めば
より成約に繋がるユーザーに自動で広告が配信される

・商圏が限られている店舗集客や来店系
・認知のあるコンテンツやサービス
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キーワードの選定や広告文をグーグルが考えてくれる
(※キーワードプランナー、ダイナミックサーチアド)

サイトとキーワード、広告文の整合性が整えば広告としての品質があがる
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LP（ランディングページ）をどう改善していくのか？
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LPOツール

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved

LP 精読率 確認ツール

Ptengine（ピーティーエンジン）

ヒートマップなどコンバージョンを増加させる為のサイト分析ツール



045

LPOツール

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved

LP クリックされている箇所 熟読されている箇所
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LPOツール

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved

LP クリックされている箇所
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LPOツール

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved

LP 熟読されている箇所
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LPOツール

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved

LP 熟読されている箇所
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まとめ

・ウェブ広告の市場規模が年々増加！テレビの市場を抜いたのが2019年
依然、ウェブ広告の運用担当者がいない現実。フリーランスでも少ない！

◆時代の流れとインターネット広告市場のこれから

◆得られる将来的価値

・クライアントワークにおいては成果を出しつつ、社会的地位の高い仕事を行いつつ
自由にどこでも対応ができる

・自身のやりたいことを実現させて、集客を自動化させることができる
・アフィリエイトにおいても爆発的な成果を出すことも可能

◆収益構造はサブスクリプションモデル

・運用手数料といった継続収入と制作案件といったスポットの収益を
バランスよく受注し、収益を継続化させることができる。クライアント数の分だけ
収益が安定、契約が切れたとしても他のクライアントで補ってくれる。

◆運用型広告の機会学習の精度が向上、解析ソフトも簡略化

・広告運用者は初期設定とレポーティング業務に注力を注ぎ、運用はAIに任せる。
クライアントと信頼関係を結んで長期的に収益を安定させる。
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最後に
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講座詳細

3ヶ月 or 6ヶ月集中
Web広告を活用して仕事を行うための

Webマーケター養成講座

CONVERSIONISTA（コンバジョニスタ）
Basic（ベーシック）・Advanced（アドバンス）
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養成講座詳細

個人やフリーランスで
クライアントワークを行いたい方向け。

・クライアントの取り方
・予算管理、レポーティングの仕方など。

弊社で行っているクライアントワークのすべてを伝授し、
講座中にクライアントの獲得と広告運用を
一緒にやっていくプランです。

CONVERSIONISTA（コンバジョニスタ）

Basic（ベーシック）コース
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養成講座詳細

広告運用のインハウス化を行いたい事業者向け。

・自社サービスに適した広告媒体の選定
・広告運用スキルの習得
・コピーライティングスキルを習得し、

自社サービスの売上を
広告運用スキルを学びながら伸ばしていくプラン

CONVERSIONISTA（コンバジョニスタ）

Advanced（アドバンス）コース
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株式会社ウィニングフィールド
代表取締役 勝原 潤

Yahoo,Google広告の認定資格を取得。
Udemyやストアカでも
Webマーケティングの動画を販売し、販売数日本一の実績。

担当講師

その他、

・SEOの講師
・MEOの講師
・アド運用の講師などがサポートします。
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コンテンツ

顧客獲得の為の営業方法指南、
適正な広告予算割りの概念やシュミレーション作成
契約の仕方などロールプレイング

オンライン、リアル共に営業同行付き！※
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コンテンツ

【クライアント獲得の為の動き方指南】

・クライアント獲得の為にやるべきこと（オンライン、オフライン等）
・様々な切り口のクライアント獲得方法
・具体的なクライアントからのヒアリング方法
・獲得パフォーマンスシュミレーションシート作成方法
・成果報酬または運用手数料のもらい方
・契約書、見積書、請求書ひな型レポート
・レポーティングひな型
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コンテンツ

コンセプトメイク＆Web 3C分析
（顧客の為の、自社コンテンツの為のリサーチ方法）
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Web広告に必要なすべてのノウハウ
サービスに適した媒体のスキル習得

コンテンツ
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CV率を高めるLPの最適化の方法を学び、
クライアントのサイト修正指示、
制作費受注を行っていきます

コンテンツ
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チーム分け(2～3名)により、
週に1回のデータを見てのZoomでのMTG

コンテンツ

・クライアントが獲得できた方 : どのように獲得できたのか？
・広告のパフォーマンスが改善 : どの様な施策を行ったのか？
など、各自の進捗報告を行う。
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チャットワーク
メンバーシップサイトへの参加

サポート
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月1回の対面によるセミナー講座を開催
(※コロナの影響で現在はオンライン)

9月某日 日中～懇親会

10月某日 日中～懇親会

11月某日 日中～懇親会

フォローアップ
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希望者は月1回の勉強会とワークを開催

フォローアップ

・切り口の選定
・リサーチ等
・広告文作成ワーク

他の方のビジネスから
色々なヒントを得られ、
様々なクライアントにも対応できるようになる
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認定資格取得のための勉強会開催

フォローアップ
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セゾンプラチナ・アメックスカードの
担当者をご紹介＆カード発行

特典
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サポート

メール、Zoomサポート、電話サポートは無制限
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3ヶ月の学び習得のロードマップ

講座の学び手順

【準備期間】

事前に動画コンテンツをお配りし、視聴していただいた方々から
マンツーマンでオンラインのスタートアップMTGを始めます。

その際に現状と環境、すでに持っているスキルや
学習状況を確認させていただき、
作業や行動のスケジューリングを
それぞれに合わせ、オーダーメイド式に一緒に決めます。
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3ヶ月の学び習得のロードマップ

講座の学び手順

3ヶ月後は継続会員で講座代金の半額で同等の講座を
またオンラインサロン会員（月額1万円）ですと、
コミュニティに所属して残ってもらうことが可能。

【2ヶ月～3ヶ月目】

広告が出稿されたら毎週オンラインMTGを行い、広告の
パフォーマンスチェックと現状、問題点、改善提案を出して
その会議内容をそのままクライアントに提出できるようにします。

増額の提案・制作の提案など一緒に行っていき、売上アップを目指します。

【1ヶ月目】
Basicコース : クライアント獲得を行い、獲得次第広告を出稿します。

(※運用手数料を獲得しながら、広告を学び、経験できます。)

Advancedコース : 自社のサービスやコンテンツの広告出稿を開始します。
(収益目標、ROASを決めて広告出稿を開始します。)
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継続収益化までのロードマップ

どのように収益化までリスクなくいけるのか？

クライアントワークから行い、
クライアントの予算で

経験値を積む

☟

リスク少なくかつ運用手数料を
もらいながら学べる、経験できる！

次に自身がやりたいこと（事業）
またはアフィリエイトなどを行い

収益を伸ばしていく

☟

自身の広告費を投下し、
収益は爆発的に上げることも可能
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なぜこの講座はうまくいくのか？

他の講座と圧倒的に違うのが

超実践型という点です。

毎週のコミットMTGは必ず来ますので
そこまでの準備、他の方々との共有が

深い学び、気づきとなり
実力に結び付いていきます。

さらに、講座自体がワイワイしながら学べ、
対面、オンラインをうまく組み合わせながら

モチベーションが下がらない雰囲気を
スタッフ一同作っています。
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養成講座詳細

・Web広告に必要な知識と設定方法、すべての運用ノウハウ
（グーグル広告、フェイスブック広告を軸に全広告媒体メイン）

・記事LP、LP添削（週一回）

・ヒートマップ、マウスフロー、Juicerを使ったサイトのLPO

・メール、スカイプサポート、電話サポートは無制限

・PC遠隔操作サポート

・広告運用の際のレポーティングのチェックとディレクション

・業種・業態別のチーム分けにより、週に1回のデータを見てのスカイプMTG

・メンバーシップサイトへの参加

・養成講座専用チャットワークコミュニティ参加

・月1回の対面によるセミナー講座＆フォローワークを開催

・セゾンプラチナアメックスの担当者をご紹介と作成

・スタートダッシュ合宿（1泊2日）※エキスパートコースのみ

・各講師にマンツーマンでの質問、オンラインMTG無制限 ※エキスパートコー
スのみ

・新規の営業同行、WFの営業同行 ※エキスパートコースのみ

・WFの案件の広告運用 ※エキスパートコースのみ

・社員など連れて2名受講の場合は2名分の受講料ではなく、
2人目は半額で受講可

【エキスパートコース】
赤字のサービスを含む

定価：800,000円

決済方法：クレジット決済、銀行振込

クレジット決済： 3、6、12、24回払いまで選択可
1ヶ月 25,000円(税抜)×24回払い

銀行振り込み：分割３回払い：210,000円×3ヶ月

【スタンダードコース】

定価：650,000円

決済方法：クレジット決済、銀行振込

・クレジット決済：3、6、12、24回払いまで選択可
1ヶ月 19,800円(税抜)×24回払い

・銀行振り込み：分割３回払い：155,000円×3ヶ月

モニター価格 一括支払い：420,000円 （税抜）

モニター価格 一括支払い：600,000円 （税抜）

CONVERSIONISTA（コンバジョニスタ）
3ヶ月集中

Basic（ベーシック）またはAdvanced（アドバンス）
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養成講座詳細

・Web広告に必要な知識と設定方法、すべての運用ノウハウ
（グーグル広告、フェイスブック広告を軸に全広告媒体メイン）

・記事LP、LP添削（週一回）

・ヒートマップ、マウスフロー、Juicerを使ったサイトのLPO

・メール、スカイプサポート、電話サポートは無制限

・PC遠隔操作サポート

・広告運用の際のレポーティングのチェックとディレクション

・業種・業態別のチーム分けにより、週に1回のデータを見てのスカイプMTG

・メンバーシップサイトへの参加

・養成講座専用チャットワークコミュニティ参加

・月1回の対面によるセミナー講座＆フォローワークを開催

・セゾンプラチナアメックスの担当者をご紹介と作成

・スタートダッシュ合宿（1泊2日）※エキスパートコースのみ

・各講師にマンツーマンでの質問、オンラインMTG無制限 ※エキスパートコー
スのみ

・新規の営業同行、WFの営業同行 ※エキスパートコースのみ

・WFの案件の広告運用 ※エキスパートコースのみ

・社員など連れて2名受講の場合は2名分の受講料ではなく、
2人目は半額で受講可

【エキスパートコース】
※赤字のサービスを含む

モニター価格 一括支払い：1200,000円 （税抜）

定価：1,400,000円

決済方法：クレジット決済、銀行振込

・クレジット決済： 3、6、12、24回払いまで選択可
1ヶ月 52,000円(税抜)×24回払い

・銀行振り込み：分割３回払い：400,000円×3ヶ月

【スタンダードコース】

モニター価格 一括支払い：780,000円 （税抜）

定価：1,000,000円

決済方法：クレジット決済、銀行振込

・クレジット決済：3、6、12、24回払いまで選択可
1ヶ月 35,000円(税抜)×24回払い

・銀行振り込み：分割３回払い：284,000円×3ヶ月

CONVERSIONISTA（コンバジョニスタ）
6ヶ月集中

Basic（ベーシック）Advanced（アドバンス）の合体版
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Webの広告運用が出来るとどうなるか？

最後に
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広告運用は出来る人が少ない分、
習得すると市場価値・生涯価値の高いスキルとなり、
自社の売上の幅が広がるのはもちろん、
転職やフリーランスの市場でも有利になる。

得られる未来像
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クライアントに納品して、はい、サヨナラの関係から
クライアントワークを通じて

継続的に互いに成長していけるパートナーになれる

単発の収益だけでなく、
継続的な収益も見込めるようになる。

得られる未来像
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広告運用をインハウス化することができれば、
業者や外注に頼らず外注費を抑えることができるので、

売上や利益率をアップに繋がります。

得られる未来像



077

得られる未来像

アフィリエイトで毎日「今日は売れた！」「今日は赤字…」と
一喜一憂することがなくなります。
クライアントワークを通じて商品の販促や集客の運用を任せて
貰えるので、継続的な収入を安定的に得る事ができます。
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時間や場所に縛られず、
好きな時間・好きな場所で仕事を行える

通勤のストレスもなくなり、
家族や恋人との時間も増やすことができる。

得られる未来像
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ありがとうございました！


