
デジタルマーケティングの 
あるべき姿と現実のギャップとは 
 
～デジタルマーケティングの効果を最大化するポイント～ 
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情報は、メディアや友人・親戚・同業者の意見や感想などがデジタルチャネルを通して
瞬時に共有されるようになりました。それらの多様な情報があふれる中で顧客は、自分
のニーズや好みに即した情報を、的確なコミュニケーションで受け取ることを望んでい
ます。 
 
一方で、自分の期待した情報を期待したように受け取れなかった場合は離脱してしまい、
二度とそのブランドと接触しない顧客も増えています。 
 
 
デジタルマーケティングは、顧客と企業のベストマッチングな施策をデータから導き出
していくことです。それには、専門的な知識や、客観的視点など様々な要素が必要にな
ります。「デジタルマーケティングの本来の姿はどのような形なのか」を、企業に求め
られる姿を解説しながら紹介していきます。 

この資料は、デジタルマーケティングの基礎についてわかりやすく解説するとともに、
具体的な実現手法について解説していきます。 

本資料の目的 
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1章 デジタルマーケティングのおさらい 
• そもそもデジタルマーケティングとは？ 
• SFA・CRMの導入で顧客や自社の課題の見える化 
• MAで顧客に最適なアプローチを自動化 
• ユーザーに合わせた最適なコンテンツの制作がMAのキモ 
• うまくいかない理由① 便利だとわかっていても定着しないSFA 
• うまくいかない理由② 設計不足で導入してしまったMA 
• うまくいかない理由③ 色々な壁に阻まれるマーケティング施策全体のPDCAを回す体制作り 

 
2章 専門家の併走で自社メンバーのスキルアップ 

• 専門家が併走し、着実に運用できるスキルを習得できる3つのポイント 
• 社内の様々な問題解決に活用できる！「カスタマージャーニーマップ」 
• Marketo導入支援とワークショップを体験したユーザーは計画が明確 
 

3章 外部専門家があなたのそばに！ 
• 「BOOST」サービス活用イメージ 
• 「BOOST」サービス紹介 
• 様々な専門家が御社のマーケティングを支援 
• 「BOOST」サービスを利用する5つのメリット 
• 「BOOST」サービスで提供できること（活用事例①） 
• 「BOOST」サービスで提供できること（活用事例②） 
• 「BOOST」サービス利用手順 
• 企業紹介 
• お問い合わせ 

目 次 



1章 
デジタルマーケティングのおさらい 
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デジタルマーケティングとは電子メディアを通してプロモーションを行うことです。 
チャンネルは、インターネット、メールからSNSやモバイルアプリ、ポッドキャスト、電子看板、デジタルテレビ、デジ
タルラジオなど多種多様です。デジタルマーケティングが従来のマーケティングと異なる点は、さまざまなチャネルや手
法を用いてマーケティングキャンペーンを分析し、リアルタイムでその有効性を把握できることです。 
 
デジタルマーケティングの担当者は、デジタルコンテンツの閲覧の有無や、閲覧頻度、閲覧時間、コンバージョン率、コ
ンテンツ毎の反応を常に確認をすることができ、分析をしながらより有効な施策でユーザーにアプローチができます。 

そもそもデジタルマーケティングとは？ 

連携 

商談 動画
広告 

ディスプレイ 
広告 

LP 
コンテンツ 

自社 
サイト 

SNS イベント スマホ
アプリ 

メール 
配信 

DM アウトバウ 
ンドコール 

デジタルツールを使ったユーザー接点 

マーケティングオートメーション(MA)・DMP SFA・CRM 

リアルな接点 

第三者データ 自社データ 

電子メディアを通してプロモーションを行いユーザーの反応に合わせたアプローチはできる 
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企業の成長する過程において、「案件の進捗管理」や「リアルタイムな売上予想」を把握することが非常に重要であるこ
とはどの企業も理解しています。そのためSFA（営業支援システム）やCRM（顧客関係管理）を導入している、あるいは
導入を検討している企業も多いと思います。 
 
SFAを導入することで課題を見つけ解消することができ「生産性」が向上します。SFAの導入は属人的だった「ナレッジ
が共有」され、勝ちパターンの見える化も可能になり、そのデータを全社で共有することで組織の効率的な運用ができま
す。  

SFA・CRMの導入で顧客や自社の課題の見える化 

共通の自社データを使用することで、部門を超えた施策が可能に 

活動の 
確認&入力 

営業担当 

現場の営業担当は SFA で顧客情 
報などを一元管理することでアプ
ローチポイントをあぶり出す 

CRMに情報を蓄積 

顧客情報 

活動履歴 

案件進捗情報ETC 

蓄積データ 

営業担当の
活動管理 

営業活動の 
報告 

営業責任者 
営業管理者は案件の進捗や営業担 
当の活動履歴を把握できるため、 
管理や報告書作成が容易に 

経営者 
経営者はリアルタイムに売上予想
を確認することができ、経営判断
もスピーディーに実施可能に 
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デジタルマーケティングで効果を出すためには、顧客一人一人に対して、「最適なコンテンツ」を「最適なタイミン
グ」で「最適なチャンネル」で提供することが必須です。 
しかし、顧客一人一人に対し最適なコミュニケーションをすばやいサイクルで実行する事は、人の力では不可能です。
そこで、業務を「シナリオ化」し、オートメーション化する必要がでてきます。 
 
MA（マーケティングオートメーション）は、シナリオ策定や意思決定の部分ではなく、ルーティンワークを自動化す
ることで多様化したチャンネルから顧客にアプローチが可能になるのです。 

MAで顧客に最適なアプローチを自動化 

動画
広告 

ディスプレイ 
広告 

LP 
コンテンツ 

自社 
サイト 

SNS イベント スマホ
アプリ 

メール 
配信 

DM アウトバウ 
ンドコール 

ユーザー接点 

適切なタイミングで適切なコンテンツを適切なチャネルでアプローチ 

シナリオの設計 施策の配信・実績管理 反応の分析=>データの見える化 シナリオの設計 

データ分析によるコンテンツの最適化 

オートメーション化で 
精密なデータ収集 

オートメーション化で 
時間短縮 
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コンテンツは、電子メディアを通してプロモーションでの顧客とのコミュニケーションのため、ターゲットに合わせ
た内容やデザインでなければ、顧客との親密度は増していきません。自社の発信したい情報ではなく、顧客がより感
動するシナリオを制作する事が必須です。 

では、なぜすべての企業がうまくいっているわけではないのでしょうか ▼ 

ユーザーに合わせた最適なコンテンツの制作がMAのキモ 

動画
広告 

ディスプレイ 
広告 

LP 
コンテンツ 

自社 
サイト 

SNS イベント スマホ
アプリ 

メール 
配信 

DM アウトバウ 
ンドコール 

ユーザー接点 

施策の配信・実績管理 反応の分析=>データの見える化 

コミュニケーションをより円滑にするためのコンテンツ制作が必須。 

シナリオの設計 施策の改善・最適化 

デザインの見直し、コンテンツの最適化が必要 
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先述のSFAに関するアンケートによれば、従業員数100名未満の企業がSFAに対して不満に感じているのは 
「SFAの機能が多く活用しきれない」38.2%、「SFAの機能が不足している」29.4%などがありました。 
 
多機能であるが故に操作方法などが複雑化し活用しきれていない。その他外部での運用ができない。などが考えられ
ます。定着させるためには、運用初期にスモールスタートでも良いので、基本的な知識習得と運用のコツを抑え
ておくと、少しずつ効果も高いが難易度も高い活用方法も、結果を出しながらチャレンジできるので、
定着化に繋がります。 

うまくいかない理由① 
便利だとわかっていても定着しないSFA 
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MA導入の失敗の要因の多くは、導入前の設計ミスによるものです。 
 
MA導入で最大限の効果を発揮するには具体的な目標を立て達成しやすいKGIとKPIを設定することから始めることが重
要となります。また、顧客満足度の向上のためには、ユーザー目線でのコンテンツ制作が必須なため、ユーザーに対
してどうアプローチしていくかを決定し、ユーザー目線でのシナリオ構築が大切です。 
 
コンテンツ投入後は収集した反応分析データに合わせて柔軟な改善をしていくことが求められます。このように導入
前に具体的な目標設定を行い、その後も継続的に柔軟に改善をしていかなければならないため、人的リソースとコス
トの確保が必要になります。 

うまくいかない理由② 
設計不足のまま導入してしまったMA 

施策の配信・実績管理 シナリオの設計 反応の分析=>データの見える化 シナリオの設計 

データ分析によるコンテンツの最適化 

ユーザー接点 

動画
広告 

ディスプレイ 
広告 

LP 
コンテンツ 

自社 
サイト 

SNS イベント スマホ
アプリ 

メール 
配信 

DM アウトバウ 
ンドコール 

動画
広告 

ディスプレイ 
広告 

LP 
コンテンツ 

自社 
サイト 

SNS イベント スマホ
アプリ 

メール 
配信 

DM アウトバウ 
ンドコール 

ペルソナ設定 データモデル設計 KGI・KPIの設定 機能の選定 シナリオ設計 

導入前の設計ミス 
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PDCAサイクルを上手に回すためには定点評価での分析が必須となります。PDCAサイクルがうまく回らない組織の多
くは、情報が分断され定点評価が出来ていない場合がほとんどです。 
 
PDCAサイクルは1つのチームが一貫して行うことで初めて効果を発揮します。施作を実行し評価し改善するといった
当たり前のことが出来ずにうまく回らない、といったことがないような組織作りをすることが必要となります。 
 
また、マーケティング施作の効果が出るまでには時間がかかります。短期的なKPIを指標にシナリオを作成すると、評
価基準が変わってしまい定点評価はできません。長期で変わらず評価できるきKPIの設定も重要な要素になります。 

うまくいかない理由③ 
色々な壁に阻まれるマーケティング施策全体のPDCAを回す体制作り 

全てが繋がっている 

成功例 

同一チームによる定点評価 

PDCAのサイクルが 
上手に回っている組織 

担当チームが分かれてしまう 

評価基準 
の変更 Bチームが評価を担当 

失敗例 

評価の分析 

評価基準の変更 

評価基準が分かれてしまう 

Aチームが評価を担当 

D 

C A 

P 
P D 

P-1 D C A P-2 

A D 

D 
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では、どうすればいいのでしょうか ▼ 

つまり、デジタルマーケティングで結果を出すには、 
専門的なスキルを持った人材を採用・教育する必要があります。 

しかし、実際には下記の課題のとおり、時間も工数もコストもかかってしまいます。 

• 担うスタッフを募集しても、必要なスキルを持った人材を採用することが困難 
• 採用できたとしても、限られた知見での試行錯誤により取り組まなくてはいけない現状 
• 新たな人材を採用できず、社内のスタッフで限られた知見で試行錯誤により取り組まな

ければならない現状 
• さまざまなスキルが要求される業務が多い中で、十分なスキルセット・知見を持ち合わ

せることが出来ていない 
• 若いスタッフは知見が少ない、ベテランのスタッフはリソースが足りない 
 

そのために専門的なスキルが必要！ 



2章 
専門家の併走で自社メンバーのスキルアップ 
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マーケティング体質を作り、運用チームメンバーが自立できる 
MAツールを活用してマーケティングを実施する場合、自社のマーケティングプロセスを運用管理し続けなくてはなら
なりません。その為に、自社の運用チームメンバーはデジタルマーケティングの基礎知識を身につけ、習得し、運用管
理を行うことがMA導入の成功のカギを握ります。BOOSTで派遣された専門家より、レクチャーを受けながら実装を自
ら行うことで、マーケティング体質を創り、運用チームメンバーの自立を促します。 
 

自社サービスにあったマーケティング手法を身につける 
セミナーや書籍などありますが、これだけでは自社サービスに特化はされず失敗を重ねるリスクを負い、時間を無駄に
過ごすこともあります。専門家がリーダーとなり、自社サービスや自社のビジネスプロセスに基づいた、実践型の学び
だったらどうでしょうか。自社サービスや現状の課題に沿いながら、将来のゴールに合わせたマーケティングを体験し
ながら活動も進めることができます。 
 

こうしたい！これが見たい！でもどうやったら？がすぐに解決できる 

基礎知識は着実に習得できたとしても、ツールを活用するということは、インテグレーションな面や組織的に必要なア
ウトプットやチームビルディングなど各社によって着手しないといけないことはMA導入において様々です。このよう
な壁や実装に伴う課題に当たった時、専門家という名のマーケティングリーダーがいれば効率的な議論や協議・取捨選
択などが行うことができます。専門家と併走することで本来の目的に最短かつ集中して取り組むことが可能です。 
 

専門家が併走し、着実に運用できるスキルを習得できる3つのポイント 

1 
2 
3 
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ユーザー体験を可視化する弊社がワークショップ形式の 
カスタマージャーニーマップの伝導師に！ 
デジタルマーケティングにおいて、カスタマージャーニーマップの作成は欠かせません。顧客の課題を発見し、チー
ムメンバーが共通の認識を持つツールとしても非常に重要な役目となります。このカスタマージャーニーマップ作成
メソッドをワークショップ形式でお教えいたします。弊社は、メソッドを教える伝導師であり作成者ではありません。
チームメンバーが実感して体験することで、プロジェクトメンバーのチーム力を上げていきます。惜しみなくお伝え
しますので、遠慮なく盗み、実務に活かしてください。 

社内の様々な問題解決に活用できる！「カスタマージャーニーマップ」 

 

ワークショップ形式を行う理由 
上記にもあるように体験をすることが非常に役立ちます。ヒヤリングを行い、作
成・まとめることもありますが、それでは今回限りのカスタマージャーニーマップ
になります。プロジェクトを通じて、さまざまなシーンで活用できるカスタマー
ジャーニーを実際のプロジェクトを通じて一緒に考え、一緒に作りあげることによ
り、UXに深みが出るだけでなく、このワークショップの体験を別のプロジェクト
に活かすことが可能です。 
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基礎知識やテクノロジーのメソッドを補ったことで、マーケティング活動計画が明確化され、体形化された形で施策
の段取りを行い、効率の良いPDCAサイクルが生まれました。結果の実感だけでなく、次に行うべき施策やチェックし
なくてはいけないポイントなど、自らがわかるようになり、自らが動けることによって、細かな点でいちいち立ち止
まることはないでしょう。 

Marketo導入支援とワークショップを体験したユーザーは計画が明確 

担当者：一緒に施策を考えていただいたりビジネス全体の理解力が高いのが特徴です。導入時のカ
スタマージャーニーなどをまとめて頂いた資料がとてもわかりやすかったです。プロジェクトを一
緒に進めていくことで、多くの気づきや具体的なマーケティング手法を学ぶことができました。 

代表：実務書や自分たちだけでは、教育することができない専門分野のメソッドを、OJT形式で現場
担当者は短期間で学ぶことができました。その結果、現場でスピーディにPDCAを回すことができ、こ
なす量が増えて、それに伴い質も向上し、その結果効果があがる…という相乗効果を実感しました。 

ご導入いただいたお客様の声 
Maketo導入支援及びデジタルマーケティングコンサルティング支援 



3章 
外部専門家があなたのそばに！ 
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例えば、実務経験の少ないディレクターとデザイナー、エン
ジニアでのチームでプロジェクトをまわしている場合、経験
不足からプロジェクトの進行が遅れているとします。
「BOOST」のサービスより、専門家を1人アサインすると、
プロとしての知見、マーケティングチームの組成、リーダー
シップによる推進力、問題・課題の気づきを提供し、まずは、
マーケティング活動を加速させます。 
また同時に、御社メンバーのスキルレベルアップや今後の採
用活動において、どんな人を採用するべきかの経験を積むこ
とができます。 

実務経験が少ない 
ディレクター 

エンジニア デザイナー 

リーダーシップ 
専門家の知見 

デジタルマーケティングのプロとしてチームに参画。 
御社のマーケティング活動を加速させるとともに、 
メンバーのスキルアップや学びを得ることができます。 

「BOOST」サービス活用イメージ 
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「BOOST」サービス紹介 

ポテンシャルユナイテッドがもつデジタルマーケティングの専門分野において 
多彩なスキルを持った専門家を 

『 必要な時に！』『 必要な専門家を！』 
社員のように購入頂いたポイントで活用できるサービスになります。 

 

「Boost（ブースト）」のサービスをご利用頂く事で 
御社の課題をスピーディに解決し、最高のカタチを実現します。 



＃19 

 

自社だけで、デジタルマーケティングを行うと、上記のように多くの専門スタッフを採用しなければならな
くなり、コスト的に問題が出てくる企業も多いと思います。「BOOST」サービスはポイント制のため、必要
なフェーズに必要な専門家をアサインしてプロジェクトを進めることができます。 

月額ポイントで複数の専門家をアサインが可能。 

様々な専門家が御社のマーケティングを支援 

動画
広告 

ディスプレイ 
広告 

LP 
コンテンツ 

自社 
サイト 

SNS イベント スマホ
アプリ 

メール 
配信 

DM アウトバウ 
ンドコール 

マーケティングオートメーション(MA)・DMP SFA・CRM 

商談 

ストラテジープランナー シナリオプランナー システムエンジニア サポートスタッフ 

クリエイティブディレクター エクスペリエンスデザイナー システムインテグレーター システムエンジニア 

連携 



＃20 

①人件費の削減 
専門知識を有した社員を採用しなくても必要な時に利用できる為、採用のムダをなくします。 

 
②専門知識・技術の活用 
必要に応じた課題に対して、必要な知識や高度な技術を持った専門担当者が対応できます。 

 
③ 高い費用対効果  
必要に応じた課題に対して、必要な知識や高度な技術を持った専門担当者が対応できます。 

 
④ スピーディな対応 
お問い合わせを頂いてから、最短で翌日からの対応も可能になります。 

 
⑤ リーズナブルな費用体系 
毎月固定の稼働工数分のお支払い額により、最大10％の割引を設定致します。 
 
 

「BOOST」を利用する5つのメリット 



＃21 

「BOOST」サービスで提供きること（活用事例①） 
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「BOOST」サービスで提供できること（活用事例②） 

①  
クリエイター 

リソース 

デザイナー、コーダー、フロントエ
ンドエンジニアなどのクリエイター
の リ ソ ー ス を 提 供 し ま す 。
  

②  
オンライン 

クイックサポート 

Google Analyticsの見方、操作方法、
JavaScriptの作成、修正など、
ちょっとしたご質問や作業について
オンラインで対応を行います。 

③  
オンライン 

クイックサポート 

様々な業界、様々なテクノロジー、
新しい概念など知見豊富な専門家が、
ブレストからプランニングまで支援
します。 

④  
コンサルテーション 

＆ナレッジ 

様々なデジタルマーケティングにお
ける知見を共有。最新のテクノロ
ジーの活用方法など、御社に合った
最適な解を導き出すコンサルテー
ションを行います。 

⑤  
マネジメント 
支援サポート 

定期的に御社のデジタルマーケティ
ングを行う為に必要な専門家を組成
し提供します。社内の体制、時期や
施策により変動する専門家をフレキ
シブルにアサイン、運用をサポート。 

⑥ 
常駐 

運用サポート 

定期的に御社のデジタルマーケティ
ングを行う為に必要な専門家を組成
し、御社に常駐し支援します。 
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「BOOST」サービス利用手順 

月次報告 1 

月次で使用されたポイ
ントの総数と残数をご
報告致します。 

ポイント精算 2 

残数のポイントを翌月
に繰越し、使用可能ポ
イントを設定。 

お知らせ 3 

ポイントが少なくなっ
た場合、ポイント追加
のご案内。 

■ポイント管理 
お問合せ 1 

お電話や、Webから
お気軽にお問い合わ
せ下さい。 

お打合せ 2 

業務の条件や人材要
望の詳細をヒアリン
グ致します。 

担当選定 3 

業務の条件や人材要
望を基に適任担当の
選定致します。 

ご提案 4 

業務の条件や人材要
望を基に適任担当の
ご提案を致します。 

契約締結 5 

本サービスの契約の
締結と会員種別の申
し込みを致します。 

ご入金 6 

申し込をした会員の
ポイント分の金額を
前入金にてお支払。 

業務設計の確認 7 

業務内容の確認と 
必要なポイント数を 
ご提示致します。 

業務の開始 8 

業務内容に基づきご提
示した工数内で運用を
致します。 

業務完了 9 

完了した業務内容のレ
ポートをお客さまに提
示致します。 

■サービス利用 

※ 弊社は、独自の「ポイント制料金システム」によって、お客様と長期の信頼関係を構築しています。 

※ 全てのサービス料金は「ポイント」という単位で計算されます。 

※ お客様は「ポイント」を購入し、弊社はポイント残高を管理します。      

※ お客様が実際にサービスを利用すると、利用分だけポイントが消費されます。 

※ 未利用のホイントは、翌月以降に繰り越されます。 
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社名 株式会社ポテンシャルユナイテッド 

沿革 
2000年10月 有限会社 ポテンシャルユナイテッド設立 
2006年10月 株式会社 ポテンシャルユナイテッドへ組織変更 

資本金 10,000,000円 

代表 代表取締役 平野 孝幸 

事業内容 

・ デジタルマーケティングの戦略立案・設計・運用 
・ MAツール(Marketo)の導入支援・運用支援 
・ SFA/BIツールの導入支援・運用支援 
・ Webサイト設計・デザイン・制作・運用保守 
・ Webサイト分析・改善施策策定 
・ Webアプリケーション開発・運用保守 

有資格者 

Marketo Certified Expert(MCE) 3名在籍 
Salesforce認定 アドミニストレーター 1名在籍 
Salesforce認定 Platform デベロッパー 2名在籍 
Salesforce認定 Pardot コンサルタント 1名在籍  

受賞歴 
2017日本BtoB広告賞 銀賞 ／ 2016日本BtoB広告賞 特別賞 
2012日本BtoB広告賞 銅賞／ 2011日本BtoB広告賞 銅賞 

企業紹介 
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本資料についてのお問い合わせや、 
株式会社ポテンシャルユナイテッドのソリューションに関する 

ご相談は下記までご連絡ください 

株式会社ポテンシャルユナイテッド 
 

大阪本社   大阪府大阪市石町2-3-9 天満端コードビル6F 
東京オフィス    東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F 

MAIL：sales@p-united.com 

ソリューション詳細URL https://www.p-united.com/services.html 

お問い合わせ 

mailto:sales@p-united.com
mailto:sales@p-united.com
mailto:sales@p-united.com
https://www.p-united.com/services.html
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