
が実現すること

WEBコンテンツを配信して、
集客を目的とした自社メディアを創出します。

PICNICオウンドメディアパック

「小規模事業者にもマーケティングを」
“PICNICオウンドメディアパック”

Marketing For Small Businesses

PICNICオウンドメディアパック
PICNIC Owned Media Pack
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小規模事業者様によくある課題①－事業の課題

現在、こんな課題を抱えてお悩みではありませんか？

• 自社やサービスが知られていない。

• 競合が多く、価格競争を余儀なくされている。

• 今までの集客・営業手法には限界を感じている。

• 新しい販路を開拓したいが、ニーズがわからない。
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小規模事業者様によくある課題②ーWEBの課題

また、ホームページを作った後に、こんな課題を抱えてお悩みではありませんか？

• お金をかけてホームページを作ったが全然効果を感じない。

• WEBやFacebookなどで広告を打ったが効果が出ない。

• WEB広告費が高騰しているので、気軽に広告が出せない。

• 結果が出るまで広告を打ち続ける予算がない。

• 自社サイトの検索結果の順位が下がってしまった。

• ブログをやると良いと聞き、やってみたが効果がない

PICNICオウンドメディアパック 5



これらの課題が生じる理由
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これらは、
WEBの活用が自社で把握しているニーズ「今すぐ客」獲得の為の、
従来のWEBマーケティングをしていることが原因です。

つまり、

これらの課題が生じる理由

本当の意味でのマーケティングできていないことが原因なのです。
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従来のWEBマーケティングとその問題点
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PICNICオウンドメディアパック

自社で把握している「今すぐ客」をターゲットに、「今すぐの成果」を追及するのが、従来のWEBマーケティングです。

こないだ“広告”でみた
あの商品が“欲しい！”
ネットで購入しよう！

この商品が“欲しい”方、
“私たちのWEBサイト”で、
“お買い求め”下さい～。
（買ってもらう為に広告を沢山出そう。）

買い手＝今すぐ客 売り手＝あなた

従来のWEBマーケティングとは？ー「今すぐ客」がターゲット
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問題点１. インターネットが現在の様に普及する前に通用した手法
今すぐ客にアピールをする従来のWEBマーケティング手法は、
インターネットが今の様に普及する前は通用していました。

ですが、インターネットが普及した今の時代は、
どの企業でもWEBサイトを持ち、企業のみならず個人でも簡単にECサイトを作ることが出来るようになりました。

従来のWEBマーケティングの2つの問題点

問題点２. 顧客となる現在のインターネットユーザーは情報強者
また、インターネットを利用する消費者に大きな変化がありました。
以前の消費者はなかなか情報を取得できない情報弱者でしたが、
現在の消費者は知りたい情報にすぐにアクセスできる情報強者。

この為、ユーザーの情報に関する目は肥え、広告が通用しなくなりました。

これら2つの問題から、今までのやり方は限界が来てしまいました。
では、これからの時代に必要なこととは何でしょう。
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これからの時代に必要なこと
「自社マーケティング」
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PICNICオウンドメディアパック

これからの時代に必要なことー「自社でマーケティングをすること」

これからの時代に必要なことは、「自社でマーケティングすること」
広告やSNSなどは、短期的、一過性、フロー型の施策と呼ばれ、「今すぐの成果」を追及する従来のWEBマーケティングです。
これは、短期的には良い効果を発揮します。しかし、顧客ニーズや動向を把握する蓄積データを取得できないため、自社でマーケティ
ングを継続していくことは難しい傾向にあります。

フロー型の施策は、集客の為に都度広告予算がかかり、
競合他社との価格競争に巻き込まれ、WEB上での施策に限界がきてしまいます。

では、どうしたら自社でマーケティングが出来るのでしょうか。

自社マーケティングは「蓄積したデータ」を取得することで、実現します。
「蓄積したデータ」を取得することで、自社でのマーケティングが実現します。
自社でマーケティングが出来るようになると、どんなことが実現できるのでしょうか。
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自社でマーケティングを行えるようになると実現すること
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• 自社の強みを把握できる。
• 自社が把握していない新しいニーズを把握できる。
• 新しいニーズの把握により新しい販路を開拓できる。
• 競合との差別化が明確化する。
• WEBの強みとオフラインの強みが明確になる。
• 自社サービスの向上や、新サービス・商品開発に活かせる。

自社でマーケティングを行えるようになると実現すること。

それを実現するのが、「コンテンツマーケティング」というマーケティング手法です。

手探り改善からの脱却。WEBサイトやサービスを、顧客目線で改善できるように。
結果、自社のブランド価値を上げることが出来る。
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自社でマーケティングを実現するマーケティング手法
「コンテンツマーケティング」
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長期的・継続的・ストック型の「コンテンツマーケティング」という手法により、顧客ニーズや動向を把握する
蓄積データを取得し、自社でマーケティングを行うための土台をつくることができます。

「コンテンツマーケティング」とは？

コンテンツマーケティングとは、読者にとって価値あるコンテンツの制作・
発信をとおして見込み顧客のニーズを育成、購買を経て、最終的にはファン
として定着させることを目指す一連のマーケティング手法です。

“

“
”

蓄積したデータを、自社で獲得し、自社でマーケティングできる仕組みを創出する
「コンテンツマーケティング」
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将来あなたの商品が必要となる人をできるだけウェブサイトに集め、
購入タイミングが来た時にあなたの商品を選んでくれるお客様へと育て上げるのが

「コンテンツマーケティング」
PICNICオウンドメディアパック

これからの時代に合ったWEBマーケティング手法「コンテンツマーケティング」

潜在顧客が知りたいタイミングで、発信した情報にアクセス。
記事からあなたの存在を知る。

最近困っていることがあるけど、どうしたら
解決できるのか。。。
（検索・・・）
あ、この情報なら解決できるかも。

「見込み客に役立つ情報」を惜しみなく発信
発信した情報にアクセスしてくれるのを待つ。

あなたあなたのことを知らない将来顧客

へー、こうすればいいのか。専門的なこともわ
かり易く、詳しく書かれていて便利。ほかの記
事も自分に必要な情報ばかり、
このサイトの記事は今後も定期的に見ようかな。

あなたが○○をする場合、このポイ
ントを押えると、上手くいきます。

あなたのお悩みは、こう
すると解決します。

あなたが今困っているのは○○が原因です。
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自社マーケティングを実現させる
「コンテンツマーケティング」を成功させる３つのポイント
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サイトへの流入
見込み客獲得

見込み客育成
成約

見込み客を引寄せ
獲得し

かかわり合い
購買に結びつく行動を促す

読者にとって
1．価値あるコンテンツを作り

自社マーケティングを実現させる「コンテンツマーケティング」を成功させるためのポイントは３つ。

１.「価値あるコンテンツを作る」こと、２.「顧客を育てる」こと、３.「ファン化する」こと

リピーター/ファン化

見込み
2．顧客を育てて 3．ファン化する

PICNICオウンドメディアパック

「コンテンツマーケティング」を成功させる３つのポイント
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「コンテンツマーケティング」というマーケティング手法が必要とされる背景
今の消費者（顧客）
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セールスお断り。
欲しいものは自分で確かめ、
自分のタイミングで買います。

近年のネットの普及で、消費者は、

知りたいコトや欲しいモノに関する情報を
「自分から積極的に探す」ことがあたりまえ
になりました。「新商品情報の入手経路」はテレビ広告や店頭よりもネット検索が多いと発表されています。

今の消費者①
欲しいものは自分で探す
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今の消費者②
「売り込み」が通用しない

そろそろ今年の春の新作が出る時期。
ネットで調べてみようっと。
CMや広告より口コミの方が信頼できる。
その上で自分の目と耳で確かめなきゃ！

企業があたりまえに行っていた、テレビCMのようなマス広告、バナーなどのネッ ト広告、テレアポ型のセールスなど、

「売り込み型」の宣伝手法が通用しなくなってきています。
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今の消費者③
広告は無視する

何かと思えばまた広告・・・。
広告に踊らされるのはもぉうんざり。

今の時代、信頼できる人の意見を参考に
したほうが賢いよね。

CMはスキップ、バナー広告もクリックしない、広告だと分かった時点でメールマガジンも読まずにゴミ箱行き。

広告だと思うと無視する習慣ができてきています。

PICNICオウンドメディアパック 23



今の消費者④
情報強者

電車遅延や、入荷状況、お店の混雑状況はTwitter
で。Youtubeでは使い方を。Instagramでは雑誌や
ブログに載っていない最新の旅行先のレストランや
スポットの情報収集でしょ。

専門的な内容はGoogle。
ツールは使い分けるのが正しい情報をいち早く入手
するコツよね。

検索エンジン（Google・Yahoo！等）だけでなくTwitterやInstagram、youtube等のSNSもTPOに合わせて検索エンジンとして使
いこなす。インターネットは当たりまえ。常にスマホを携帯し、暇があれば検索。

検索エンジンもSNSも全て検索ツール。
必要に応じて使い分けて知りたい情報をいち早く見つけ出す情報強者
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今の消費者に売り込みは通用しない
「コンテンツマーケティング」で行うこと
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今や多くのことはネットで調べれば事足りてしまいます。
故に、急な押売りでは買わなくなっています。

コンテンツマーケティングでは急な売り込みはしません。
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急な売り込みはしない、では何をするの？

【疑問】
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ビジネスブログで構築する「ストック型」のコンテンツを発信していきます。

PICNICオウンドメディアパック

【答え】
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SNSとビジネスブログの違いを理解しよう
ストック型コンテンツとは？
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「ストック型」コンテンツとは？

PICNICオウンドメディアパック

ビジネスブログの最大の特徴は「コンテンツを蓄積しながらメディアを構築できるこ
と」です。
ブログ記事1つひとつがWebページとしてサイト上に蓄積されていくことから「ス
トック型」コンテンツと呼ばれます。

コンテンツ（ブログ記事）が増えれば増えるほどサイトが充実し、検索エンジンから
の評価も得やすくなっていきます。

顧客のニーズを探りながらサイトを成長させていける点もメリットです。

「ビジネスブログ」を運用していた
ら、予期せぬニーズが見えてきた。

「ストック型」のコンテンツとは？
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facebookやInstagram、Twitter等のSNSは投稿内容がタイムライン上をどんどん流れて
いく「フロー型」コンテンツと呼ばれるメディアです。

フォローしている友人や知人にすぐに見てもらえるメリットがありますが、情報がどんど
ん流れてしまい、後から検索するのは非常に困難です。

また、SNS自体のサービスが終了してしまった場合に対応できません。

コンテンツマーケティング実施にあたって「SNSだけではダメなの？」という質問をよく
お受けしますが、「SNSだけではダメ」というのがわたし達の答えです。

「SNSだけではだめ」がわたし達の答え あれ？この間Facebookで見
た情報どこに行ったかな。

Facebookあんまり使わな
くなったな・・・

SNSは情報が流れてしまう
更にSNSのサービス終了と共に蓄積データも消滅。

FacebookやInstagram、Twitterではだめ？
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SNSはビジネスブログの拡散ツールとして上手に活用、がおすすめ

「ストック型」のビジネスブログにコンテン
ツを公開しておいて、そのコンテンツをフ
ロー型であるSNSでさらに多くのユーザーに
広めるという使い分けがおすすめです。

こないだ書いた記事を
FacebookとTwitterにシェア。

SNSからサイトを見に来る
人が増えているようだ。 Twitterに記事をシェアし

たおかげで記事のページ
ビューが増えた。

「ビジネスブログ」と「SNS」の使い分け

あなた 32
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Twitterで良い記事見つけた、
この記事を話題にしたい。
リツイートしよう～

友人がFacebookにシェアしていた記
事良かった。また読みたいのでお気に
入りに保存しよう。

検索していて良い記事を見つけ
た！いろんな人に読んでもらいた
いからFacebookとTwitterにシェ
アしようっと！

こないだ書いた記事を
FacebookとTwitterにシェア。 SNSからサイトを見に来る

人が増えているようだ。

Twitterに記事をシェアしたおかげで、
リツイートやいいねが付いている。

あなた

今の消費者①

今の消費者②

今の消費者③

SNSはビジネスブログの拡散ツール
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購入タイミングは自分で選びたい！今の消費者とスムーズに関係性を築き信頼を獲得する

売り込まない売り込み「コンテンツマーケティング」
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ビジネスブログを発信するメリットとは？
コンテンツマーケティング4つのメリット
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WEB広告による集客は、長期的な視点から見ると一時的なものです。なぜなら出稿期間が終われば、
WEB広告はインプレッション（表示）されることはなくなり、誰の目にも触れられないからです。当
然、集客にはつながりません。

しかしコンテンツマーケティングは、コンテンツを資産として蓄積できるメリットがあります。つまり、
魅力的なコンテンツの更新を続ければ資産は蓄積し続け、結果として集客につながり続けるのです。そ
して、蓄積した資産は半永久的にインターネット上に残ります。

この点が、非常に重要な点で、WEB広告での集客にはないメリットだと言えます。
またSEO対策をしっかり実施することで、検索エンジンによるサイトの評価が上がります。すると、検
索結果で上位表示されるため、更にサイト来訪者が増えていく良いサイクルを作れるのです。

1. コンテンツは貴重な自社の蓄積型資産！

コンテンツを資産として蓄積できる。

PICNICオウンドメディアパック

コンテンツマーケティング４つのメリット
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自社製品やサービスの潜在顧客を引きつける情報を発信し、自社のファンを増
やしていくことで、購買へと繋げていくのがコンテンツマーケティング。
企業側から売り込みをかけるのではなく、ユーザーが自発的に情報を収集し、
顧客へと成長していくため、集客効率が高いのが大きな特徴と言えます。
また、そもそも製品やサービスに興味がないユーザーには、コンテンツが届か
ない（情報収集しない）ため、将来的に顧客となる可能性の高いユーザー層を、
ピンポイントで狙えるのもメリットの1つと言えます。

2. 将来性のあるユーザーを狙い撃ちで顧客へ育てていけるから

集客効率が高い

PICNICオウンドメディアパック

コンテンツマーケティング４つのメリット

PICNICオウンドメディアパック 37



コンテンツマーケティングは、ソーシャルメディアと抜群の相性を誇
ります。ブログ記事や動画として公開されたコンテンツは、役立つも
の、質のいいものであればあるほど、ユーザーによってTwitterや
Facebookなどで拡散されていきます。

その結果、いわゆる“バズ”を生み出すことに成功すれば、想像以上の
クチコミ効果を上げることも不可能ではありません。

そして、Web上の各所に拡散したコンテンツは、長期にわたってあ
なたのWebサイトにアクセスをもたらしてくれます。

3. 
質のいいコンテンツは読者が勝手に拡散してくれる！

ソーシャルメディアと相性抜群

PICNICオウンドメディアパック

コンテンツマーケティング４つのメリット
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自身の専門分野に関する情報を発信しつづけ、サイト上のコンテンツ量が増える
ことで、いつしか「あのサイトを見れば必要な情報が見つかる」というポジショ
ンを確立することにつながります。

いわゆる「オピニオンリーダー」ですが、特に中小企業にとっては、新規のお客
さまからの信用を得ることにも繋がり、ブランディング効果抜群です。

4. 
自社の当たり前が読者にとっては専門家！知識が信頼獲得ツールとして活躍！

専門分野のオピニオンリーダー（権威）になれる

コンテンツマーケティング４つのメリット
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書けばすぐに成功する？
コンテンツマーケティングの成功2つの秘訣
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継続発信することで初めて成功に近づくマーケティング
コンテンツマーケティングを成功に導くためには、ユーザーに支持されるコンテ
ンツを、継続的に発信する必要があります。

関係性を築き続けること自体が作戦、と心得よ
そもそもユーザーは、どのようなコンテンツを求めているのかを把握し、トレン
ドにも常にアンテナを張り続ける必要があります。その上で、ユーザーに忘れら
れないよう、高い頻度で（理想をいえば毎日）コンテンツを発信し続けることが
望ましいとされています。

1. 
お金（広告費）の代わりに時間をかける！

長期的に取り組む！

PICNICオウンドメディアパック

コンテンツマーケティングの成功2つの秘訣
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結果が見えない中続けるには、かなりの忍耐が必要
コンテンツマーケティングは、顧客とのエンゲージメントを高めることに主眼が置かれた施策です。
製品やサービスに関連する情報を発信し続け、アクセスを集めることができても、それがすぐにコ
ンバージョン（設定した成果）につながるとは限りません。
また、どのくらいの期間続ければ、どのくらいの効果が上がるのか予測しにくい面があることも否
めません。

すぐに効果が出ないからと運用を止めるのは待って！
“もったいない”ケースが、運用の手間やすぐに成果が見えないことから、開始数ヶ月でコンテンツ
の発信を止めてしまうケースです。コンテンツ増加によるサイトへのアクセス増は、半年以上の継
続ののち見えてくることが多く、そこには忍耐が必要となります。

2. 
果報は寝て待て！「コツコツ地道に」が合言葉！

成果が見えなくても諦めない！

PICNICオウンドメディアパック

コンテンツマーケティングの成功2つの秘訣
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自社でコンテンツマーケティングをはじめるには？
コンテンツマーケティング4ステップ
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PICNICオウンドメディアパック

WEBメディア構築

データ活用

マーケティング戦略

メディア運営

ビジネスブログを始める前に、まずは準備

自社ビジネス把握、競合・市場リサーチ、検索キーワード抽出、ボリューム調査、ペルソナ設計、
コンテンツ設計、運用メディアのミッション設定、コンバージョン設計 etc

準備が終わったら、コンテンツ設計を元にビジネスブログを構築

サーバーレンタル、ドメイン取得、ブログサイトの制作、メルマガや各種SNSの準備 etc
ビジネスゴールを反映したWEBメディアを構築します。

ビジネスブログの運営

メディア運用ルールの作成、ウェブライティング・SEOの知識、ターゲットが読みたい記事のネ
タだし作業。記事の品質チェック、 Wordpressの知識、Googleアナリティクス解析etc

データを活用してPCDAサイクルを回す

Googleアナリティクスでの解析、解析結果を基にした施策etc PCDAサイクルを回す。

コンテンツマーケティングをはじめる為の4つのステップ

Step1.

Step2.

Step3.

Step4.
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①ビジネス把握・ターゲットの明確化
案外、自社ビジネスの強みを把握されていません。自社の強みを把握できな
いと、競合との差別化もターゲットも明確になりません。ターゲットが明確
にならないと、仮にメディアへの集客が成功しても、顧客獲得につながらな
い、といった悪循環に陥ります。自社のビジネスを深堀し、ターゲットを明
確化できるかが、コンテンツマーケティング成功の大きな鍵となります。

②市場リサーチ
市場でどんな需要があるか、見込み客の意識調査も重要です。自社商品、競
合商品についても併せてリサーチし、競合との差別化、当たりをつけます。

③検索キーワード抽出、ボリューム調査
ターゲットが何に興味があるのか、検索キーワードやキーワードのボリュー
ム調査をして割り出していきます。

④ペルソナ設計
貴社にとってのコアユーザーモデル(ペルソナ)を設定し、
ユーザー視点制度を高めます。
コンテンツ作成では、コアユーザーモデルの他に、コンテンツ毎にペルソナ
を明確に設定してコンテンツを作成していくことが重要となります。

⑤コンテンツ設計
①～④を元に、自社の見込み客にどんなコンテンツを提供していくか
決めていきます。

⑥運用メディアのミッション設定
メディアを通じて達成したいゴールとは別に、メディア全体を通じて誰に何
を伝えたいのか、誰の為に役立つメディアなのか、ミッションを明確にする
ことがとても重要です。

⑦コンバージョン設計
メディア運営のゴール、ユーザーにして欲しいアクション(コンバージョン)
をサイト上に設計します。

「自社ビジネスを深堀し、自社の強みとターゲットを明確にすること」
実はコンテンツマーケティングで最も重要な作業です。

STEP1. マーケティング戦略
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①ドメイン取得
メディア専用のドメイン（ウェブサイトのURL）を取得します。

②レンタルサーバーの契約
メディア専用サイトを設置するために、レンタルサーバーを契約します。

③WEBメディア(サイト)の構築
ドメインとレンタルサーバーを用意したら、マーケティング戦略を実現する為
の、WEBサイトを構築します。

記事の読みやすさだけでなく、記事の回遊（次から次へと記事を読む状態）や
CTA（コールトゥーアクション：メルマガ登録・問い合わせ）の導線設計など
にも配慮して構築します。

④ウェブサイトの常時SSL（暗号）化
常時SSL化とは、外部からの攻撃から守る為ウェブサイト全体を暗号化するこ
とを指します。この為SSL化しているかは、ウェブサイトの安全性だけでなく、
運営者の信用に関わります。更に Googleがウェブサイトの常時SSL化を必須
とした背景から必須となりました。常時SSL化には、SSL証明書の購入と設置
が必要です。

STEP2. WEBメディア構築
マーケティング戦略を元に、目的を達成する為のWEBメディアを構築します。
アメブロなどの無料ブログはデータが自社の資産となりません。
自社の資産としてデータ蓄積と活用を実現する環境を構築しましょう。
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実際に記事を更新し、運用します。メディアの運用成功の要は、いかにターゲットが必要な情報を
無料で情報提供できるか。その実現に必要なことを習得します。
①コンテンツマーケティングの理解
メディア運用の成功の要は、コンテンツマーケティングの理解です。
どの位理解できているかで、記事の質が全く変わります。メディア運用をす
るうえで、運営者全員がコンテンツマーケティングを理解している必要があ
ります。

②メディア編集部と運用ルールの設置
メディア運用に携わる全ての人に「共通理解・認識」がないとコンテンツが
バラバラになり、メディアとして成功することができません。自社内に正し
い「メディア編集部」が形成されるよう、運用ルールを定めます。

③Wordpressの使い方の習得
自社でメディア運営する上で、記事更新で利用するWordpressの使い方の習
得は必須です。

④WEBライティング技術の習得
読者が読みやすい記事の構成だけでなく、WEBライティングではHTML構造
を理解し書く必要があります。
記事の構成から、見出しや段落、リストなど目に見える部分から、パーマリ
ンク（記事のURL）、meta description、文章を補足する画像の挿入、画像
の代替テキストやキャプション設置など多岐に渡ります。これら基本は、押
さえていることが前提となります。

④画像や動画作成の技術の習得
文章の理解を深める画像や動画の設置も、メディア運用では重要です。読者
目線で考えれば、画像のクオリティにも配慮が必要なことはお分かりいただ
けるでしょう。記事のクリック率を上げるアイキャッチ画像の作成や、文章
内画像の作成、読み込みスピードを上げる画像の軽量化なども、メディア運
用に必須の技術なります。

④最新のSEO知識の習得
記事を書いて発信するだけではターゲットに届きません。
ターゲットとする読者に検索で見つけてもらう為に、SEOの知識が必要にな
ります。
また、古いSEO知識やコピーコンテンツでペナルティを受けないよう、
常に最新のSEO知識の習得していく必要があります。

⑤メルマガやSNS運用の知識
ビジネスブログでは売り込みはしません。
ではいつ売り込みをするのか、
それが、メルマガとなります。
最適なタイミングでメルマガを配信し、
タイミングに応じて告知をする。
最終的な購買につなげる為には、
メルマガ運用の知識も必要になります。
拡散ツールとしてSNS運用の知識も必須です。

STEP3. メディアの運営
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①KPI（指標）の設定
自社に専門のWEBライターがいない場合、通常のKPI設定とはまた異なる基準でKPI設定をする必要があります。

②解析ツールを使ったデータ解析
記事が溜まることで、解析ツールでデータも蓄積されていきます。データが蓄積されたタイミングで、

③結果を元に、次の目標（KPI）を設定するなどし、PDCAサイクルを回していきます。
コンテンツマーケティングのメリットは、WEBサイトと異なり、目標を柔軟に変更できるところにあります。
最初に設定したターゲットで思うような結果が出ず、想定外のターゲットでの需要が見えたら、今度はそのター
ゲットを中心としたコンテンツを作成していけるのです。
このように、柔軟に運用していけるのがコンテンツマーケティングのメリットですので、運用者にもデータから
見えた結果を元に、柔軟な対応をすることが求められます。

小規模運用では、運用しながら著者・運用者が成長し、
柔軟に変化していくのが理想です。

STEP4. データ活用

データが蓄積してきたら、解析ツールなどを活用し、読者の反応を見ながら
PDCAサイクルを回し問題点の見極めをしながら質を向上、
必要なら方向転換なども視野に入れ、柔軟に運用し、ニーズを探ります。
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独自のマーケティングができるようになる
コンテンツマーケティングの運用サイクル
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①潜在顧客にとって価値ある記事の制作・発信 ②見込み顧客に記事を見つけてもらい実生活で役立てて貰う。

③蓄積したデータを活用

自社WEBメディア
にデータが蓄積

PICNICオウンドメディアパック

困っていることを解決したくて、
検索していてたまたま記事を見
つけた。読んでみたら、知りた
かったことが的確に書かれてい
て無事問題解決！本当に助かっ
た！

まずはターゲットに向け
て役立つ記事を発信だ。

反応のいい記事を中心
に、その人たちにもっ
と役立つ記事を書いて
みよう。

運用しながら著者・運用者も成長し、柔軟に変化・対応していく。

④データ（結果）を元に更に記事を制作・発信⑤関係継続と信頼獲得・育成とファン化

このメディアに何度お世話に
なったことか。役立つ記事を発
信してくれることに感謝。将来
この商品が必要になったときは、
この会社から買いたいな。

反応のいい記事を元にダ
ウンロード式無料bookを
作ってリスト取得ね。

読者のニーズも分かっ
てきたし、そろそろメ
ルマガ配信を始めても
解除されなそうね。メ
ルマガでイベント告知
などもしてみよう。

コンテンツ発信で、
だんだんデータが取
れてきた。人気記事
から思わぬ需要が見
えてきたぞ。
改善点もありそうだ。

購買タイミングを待ちアプローチ

コンテンツマーケティングの運用サイクル
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自社によるコンテンツマーケティングを実現するパッケージ

「PICNICオウンドメディアパック」のご紹介
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お客様のコンテンツマーケティングを成功に導くために必要な要素をインハウス化

4つの特徴PICNICオウンドメディアパック
PICNIC Owned Media Pack

WEBメディア環境構築 メディア運営サポート データ活用サポート

PICNICオウンドメディアパック

マーケティング戦略立案
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①ビジネス把握とターゲット選定

貴社のビジネス・商品をPICNIC独自のメソッドを活用したワークシートを
通じで徹底的に把握、競合との差別化、ターゲットを定めます。

②市場リサーチ

専門リサーチツールを利用して、見込み客の意識調査をいたします。
自社商品、競合商品についても併せてリサーチします。

③検索キーワード抽出、ボリューム調査

見込み客が何に興味があるのか、検索キーワードを通じて割り出します。

④ペルソナ設計

貴社にとってのコアユーザーモデル(ペルソナ)を設定し、
ユーザー視点制度を高めます。

⑤コンテンツ設計

貴社の見込み客がどのような情報を求めているか、
コンテンツの設計を致します。

⑥運用メディアのミッション設定

メディア全体を通じて誰に何を伝えたいのか、
誰の為に役立つメディアなのか、ミッションを明確にいたします。

⑦コンバージョン設計

メディア運営のゴール、ユーザーにして欲しいアクション(コンバージョン)
をサイト上に設計いたします。

PICNICオウンドメディアパック

ユーザーニーズをリサーチして、マーケティング戦略立案をします。

1. マーケティング戦略立案
PICNICオウンドメディアパック

PICNICオウンドメディアパックのご紹介
4つの特徴
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①独自ドメイン取得

メディアに相応しい独自ドメインを選定ご提案。
取得と管理代行を希望される場合は、代行で行います。

②WEBメディア(サイト)の構築

マーケティング戦略立案を元に、
貴社の戦略に応じたWEBメディアを構築いたします。

③常時SSL化
常時SSL化とは、ウェブサイト全体を暗号化し、
悪意のある攻撃からＷＥＢメディアサイトを保護することです。

WEBメディアにアクセスするユーザーを守る視点のみならず、
GOOGLEが常時SSL化を必須とした背景からSEOの視点でも必須となりました。

PICNICオウンドメディアパックでは、無料SSL“Cloudflare”を標準装備。
より強固なSSLをご希望の場合、有料SSLもご用意しております。

④容量無制限レンタルサーバー

メディア運用に必要なサーバーは弊社にてご用意。
サーバーの契約や容量を気にすることなく
コンテンツの投稿・運用に注力いただけます。

⑤データバックアップサービス

毎日定時にデータの自動バックアップをしています。
万が一問題が発生した場合も、前日までの最新データに
復元することができるので安心です。

2. WEBメディア環境構築

マーケティング戦略立案を元に、WEBメディア環境を構築いたします。

PICNICオウンドメディアパック
PICNICオウンドメディアパックのご紹介

4つの特徴
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メディア運営サポートにより、WEB理解、コンテンツ運用を可能とします。

PICNICオウンドメディアパック
PICNICオウンドメディアパックのご紹介

4つの特徴

① ワーク形式による自社把握・コンテンツマーケティング理解
のサポート

メディア運用には、メディア運営者自身での自社把握とコンテンツマーケ
ティング理解が要となります。１のマーケティング戦略（P52参照）にて、
ヒアリングシートやワークをしていただくことで、担当者レベルでコンテン
ツマーケティングを理解していただけるようサポートします。

②メディア編集部、運用ルール提案
メディア運用に携わる全ての人で「共通理解・認識」がないとコンテンツが
バラバラになり、メディアとして成功することができません。
自社内に正しい「メディア編集部」が形成されるよう、
弊社で運用ルールをご提案いたします。

②ライティングサポート
運用前に安心の記事添削サービス「赤ペン先生」で、
集客のための基本的な記事の書き方を習得。
お客様が最初に書く記事を弊社で添削する通称「赤ペン先生」で、
記事の構成から、見出しや段落、リストなど
ウェブで必要な記事の書き方を学んで頂きます。
実際に自分で書いた記事で、集客のために必要な記事作成の基本を
習得できるようサポートいたします。

③ユーザー専用WEB情報サイト
「PICNIC MEMBERS」の利用

PICNICオウンドメディアパックご利用者様だけの情報広場、
「PICNICMEMBERS」へご招待いたします。
記事のタイトルの付け方、ネタだし、Googleアナリティクスの
ご利用マニュアルなど、コンテンツマーケティングに必要な情報を
いつでもお読みいただけます。

④ Chatworkでの敏速なやり取り・Zoom会議
手間のかかるメールでのやり取りはいたしません。
Chatworkという簡易メッセージサービスを利用し、敏速なやり取りを実現。
また、オンラインビデオ会議システムZoomを利用し、必要に応じて
ビデオ会議を行い、スムーズで敏速な運営をサポートします。

⑤各種ご相談
運用開始後のご相談も、Chatworkを利用。メール作成などの手間で本業を
中断しません。必要に応じ、お電話・Zoom等を利用し、運用サポートいた
します。

3. メディア運営サポート
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①解析ツール導入
解析ツール「Googleアナリティクス」を標準装備。弊社のみでなく、自社でデータ解析いただけます。

また、自社でのGoogleアナリティクスを利用する時期も弊社からご案内差し上げますので、
運用開始直後は記事の更新に注力いただけます。

※解析ツールのマニュアルはPICNIC MEMBERSにご用意しています。

② レポート送付と定期的なアドバイス
データが蓄積できてきた後に、弊社から定期的（数ヶ月に一度）にアドバイスをいたします。お渡しす
るレポートも、活用できなければ意味がありません。運用状態、スキルに合わせてご案内いたします。

また、必要に応じて、ペルソナの変更、CTAの変更等もご提案差し上げます。

4. データ活用サポート

蓄積したデータを活用し、マーケティングを加速させられようサポートします。

PICNICオウンドメディアパック
PICNICオウンドメディアパックのご紹介

4つの特徴
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自社メディアの運営で、今まで抱えていた課題を解決できます。
PICNICオウンドメディアパックは、多くの企業様が抱える課題を解決して、
長期的に、自社でコンテンツマーケティングを継続していけるプラットフォームを提供するサービスです。

自社のファンができ、価
格競争をしなくてすむよ
うになった！ 検索結果の順位が上がってきた！ホームページにお問い合わせが

入るようになった！

広告費をかけていない
のにサイトへの流入が
以前より増えている！

どんな顧客が自社の見込み客か見
えてきたので、施策しやすい！
見込み客も増えている！

自社やサービスがだんだ
ん知られるようになって
きた！

集客のために広告を打つ
必要がなくなってきたの
で打つべき所に広告費用
をかけられる！

自社で誰も注目してい
なかった商品が、売り
上げに貢献できると分
かった！大発見！
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1,500,000円+税～

50,000円+税

49,800円+税～

ご利用料金

お問い合わせフォーム+以下の情報掲載について、各1ページ迄無料で設置。

・お問い合わせページ（+お問い合わせフォーム1つ）
・著者プロフィール紹介ページ（1ユーザー・1アカウント）
・運営者情報ページ（運営会社情報・メディア説明・運営者説明含む）
・プライバシーポリシーページ

※上記ページ、アカウント数を超える場合はお見積もりとさせていただきます。

初期費用

SSL設置代行

月額ご利用料金

PICNICオウンドメディアパック

PICNICオウンドメディアパック

1,400,000円+税～

50,000円+税

29,800円+税～

初期費用

SSL設置代行

月額ご利用料金

PICNICブランディングHP制作パック

自社のホームページを作りたい人におすすめ
御社の魅力を最大限に引き出すブランディングからお手伝いいたします。

・お問合せフォーム1つ・全10ページ迄の金額です。
・1ページA4用紙程度のコンテンツ量です。
・ページ構成等は、ヒアリングにて決定いたします。

※リニューアルによるデータ移行等も対応可能です。
※上記プラン以外でのホームページ制作・ブログ構築等についてはご相談ください。
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ビジネス把握
・記述式のワーク兼ヒアリング
・電話・Zoomによるヒアリング

ターゲットの明確化
・記述式のワーク兼ヒアリング
・電話・Zoomによるヒアリング

マーケティング戦略立案
・市場リサーチ（競合調査・市場調査）
・検索キーワード抽出、ボリューム調査
・ペルソナ設計
・メディア設計
・CV（コンバージョン）設計
・CTA（Call To Action）設計
・ドメイン名選定・提案
・メディア名選定・提案

無料レンタルサーバー提供
※KDDICPI共用サーバー利用

データ自動バックアップ
※WEBサイト30世代/データベース10世代まで

WEBサイト構築
・WEBディレクション（ページ構成/原稿・画像入
稿指示/デザインコンセプト作成含む）
・WEBサイト制作（デザイン・構築・簡易文章校
正含む）
・WEBメディアリリース作業
・お問い合わせページ※1ページ
・お問い合わせフォーム※１つ
・著者プロフィールページ※１ページ
・プロフィール付き著者アカウント作成※最大５ア
カウント
・Aboutページ※１ページ（メディア紹介・運用者
情報）
・CTA設置※設置タイミングは運用状況による
・無料SSL証明書※Cloudflare
・サーバーへのSSL証明書の設置とWEBサイトの
常時SSL化（https化）
・Googleアナリティクス設置
・GoogleSeachConsoleへのサイトマップ登録
・ドメイン取得

記事添削指導（赤ペン先生）※１名

各種マニュアル提供
・コンテンツマーケティング理解
・PICNIC WEBライティングマニュアル
・WORDPRESS利用マニュアル
・会員限定サポートサイトPICNIC Membersの利用
・PICINIC Members向け最新SEO情報のメールマ
ガジン

無料問合せサポート
・Chatworkグループを利用した問合せ
・Zoomによるビデオミーティング（不定期）

運用1年目の特別サポート
・記事の品質チェックと定期フィードバック
・定期Zoomミーティング

Googleアナリティクス提供※データが蓄積

されたタイミングでお渡し

各種アドバイス・提案（アドバイス契約
プラン）
・記事作成レベル / 運用レベルに合わせたKPI設定
・記事作成レベル / 運用レベルに合わせたアドバ

イス
・メディア成長に合わせたCV（コンバージョン）

やCTA（Call To Action）の提案
・メディアの成長に合わせたコンテンツ（LP・バ

ナー等）提案

WEBメディア無料更新※記事更新除く
・Googleドライブ・スプレッドシートを利用した

更新依頼・管理
・WEBサイト内の各種情報・画像追加・修正・差

し替え・削除
・著者アカウントの削除・修正・新規追加
※リリース後新規に追加するページについては有料
となります。

パッケージ詳細

マーケティング戦略 WEBメディア構築 メディア運用・データ活用サポート
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各種コンサルティングサービス
→解析レポート契約
→コンサルティング契約

別途契約料金が掛かります



購入タイミングは自分で選びたい！今の消費者とスムーズに関係性を築き信頼を獲得する

売り込まない売り込み「コンテンツマーケティング」

自社にとって価値あるデータを蓄積し
「自社で独自のマーケティング」

を実現しましょう。
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100,000円～
+税

アドバイザー・コンサル契約について

御社のウェブサイトに関わることをご
相談いただけるプランです。
施策を打ち出したいけど何をして良い
かわからないという方にオススメです。
アドバイザーの脳みそを御社に活かし
てください。
面談は原則月に１度行います。

初期費用

月額料金

PICNIC
ウェブアドバイス契約

61

解析レ
ポート

※契約は６ヵ月～
50,000円

+税

無し

施策 都度見積

100,000円～
+税

御社のウェブサイト内にて既にGAが埋
め込まれている場合、データを共有頂
き、解析レポートを月に１度提示しま
す。レポート上のデータを元に御社の
ウェブサイトに関わるご提案を必要に
応じてさせて頂くプランです。
面談は原則月に１度実施します。

初期費用

月額料金

PICNIC
ウェブ解析契約

解析レ
ポート

※契約は６ヵ月～
300,000円

+税

有り

施策 都度見積

500,000円～
+税

御社のウェブサイトにおける改善のディレ
クションなどを実施します。サイト構造の
見直し、ワイヤーフレーム作成、デザイ
ナーへの指示。運用上の施策・改善策を打
ち出します。ウェブサイトを全面的にリ
ニューアルする際のブレーンとして活用く
ださい。
必要に応じて面談します（週に１回程度）

初期費用

月額料金

PICNIC
ウェブコンサル契約

解析レ
ポート

※契約は3ヵ月～
500,000円

+税

有り

施策 都度見積

オウンドメディアパックに含まれます



サイトへの流入
見込み客獲得

見込み客育成
成約

見込み客を引寄せ
獲得し

かかわり合い
購買に結びつく行動を促す

読者にとって
価値あるコンテンツを作り

リピーター/ファン化

見込み
顧客を育てて ファン化する

PICNICオウンドメディアパックでは、コンテンツマーケティングという手法で、読者にとって価
値あるコンテンツの制作・発信をとおして見込み顧客のニーズを育成、購買を経て、最終的には
ファンとして定着させることを目指します。

コンテンツマーケティングを成功させるためのポイントは３つ。

「価値あるコンテンツを作る」こと、「顧客を育てる」こと、「ファン化する」こと

決して売り込まない「コンテンツマーケティング」
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