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NTTレゾナントの
ウェブ行動データ活用コンサルティング
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デジタルマーケティングの全方位でサポートが可能です。
デジタル領域で国内最大級の予算規模であるNTTドコモ、NTTコミュニケーションズや様々な業種の企業様向けに、
デジタルマーケティング領域においてWeb広告を中心としたコンサルタント業務を中心に行っています。
各案件のKPI達成に向けた、Google、Yahoo!、SNSを中心とした運用型広告の取扱いを中心に、あらゆる企業の
事業を成功に導くデジタルマーケティングパートナーを目指しています。

▼NTTグループ関連企業実績（参考） ▼企業様実績（参考）

①NTTグループ企業、様々なクライアントへの
豊富な広告運用実績

NTTグループ企業（ NTTドコモやNTTコミュニケーションズ）、また様々なクライアント様の広告運用により得た知見に基づき、最適な広告プランニング・ディレクションを
実施します。
・NTTドコモ、NTTコミュニケーションズ案件のほぼすべての運用型広告への対応実績
・BtoCからBtoBまで多くの運用実績があるため、あらゆる施策に対応が可能

②運用型広告全般の取り扱い実績
に基づく運用知見

マーケットで活用されている運用型広告全般、またSNSや広告に付随するソリューションの取り扱い実績により、広告主様にとって最適な広告プランニング・ディレクションを
実施します。
・Google広告やYahoo!広告、SNS等の幅広い広告媒体の活用実績・知見
・運用型広告に付随して活用するGTMやYTM、GA等の様々なソリューションの活用実績・知見

ご提案支援体制の強み ご提案支援体制のポイント

デジタルマーケティングにおけるご支援領域
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デジタルマーケティングにおけるご支援領域

弊社では、お客様のデジタルマーケティング領域でのお取り組みをウェブ行動データ活用から環境構築に至るまでワンストップでご支援しております。

 顧客理解を促進する上で特徴のある独自データ Q&Aサイト 教えて!goo閲覧行動データや検索クエリ、また他の3rd Party Data活用のコンサルティング
 データ活用を実現するプライベートDMP構築・BI構築・MA連携等の環境構築
 顧客インサイト把握等を目的とした分析サポート、分析ツール（MindPick）、コンテキスト・キーワード等のCategorizer提供等の技術提供・サポート等

お客様保有データ×ウェブ行動データ（3rd Party Data）等のデジタルマーケティング
活用について、外部データご利用も含めたサポート

〈弊社独自データ〉
• 日本最大級のQ&Aサイト 教えて!goo 閲覧行動データ
• goo/OCN検索クエリデータ

〈その他外部データ〉
• リサーチパネルデータ・位置情報データ・広告識別子 等

お客様保有データ×ウェブ行動データ（3rd Party Data）等を活用した
顧客インサイト理解をデータ分析によるレポーティングとしてサポート

〈顧客インサイト分析レポーティング〉
• 顧客の属性・企業名、興味関心、ライフステージ等を可視化
• 分析結果に基づく各種施策のご提案

〈顧客インサイト分析ツール提供〉
• ユーザインサイト分析ツール

お客様のデジタルマーケティング活動を実現する環境構築（プライベートDMP構築、
BI/MA活用 等）をサポート

〈構築支援ソリューション〉
• プライベートDMP（トレジャーデータ社提供 Treasure eCDP等）
• BIツール導入、構築（Tableau 等）
• DMP-マーケティングオートメーションツール（MA）連携 等

お客様のデジタルマーケティング施策実現に向け、弊社の自社DMP構築で培った
ノウハウ・知見、技術等をご提供

〈ご提供技術・施策支援〉
• お客様保有コンテンツ等のカテゴライズ・タグ付け技術
• 運用型広告運用 等

ウェブ行動データ活用コンサルティング データ活用環境構築支援（プライベートDMP/BI/MA 等）

顧客インサイト把握サポート 各種技術提供・デジタルマーケティング施策支援

独自データ
教えて!goo Q&A

閲覧データ
・

検索クエリ

デジタルマーケティング ソリューションラインナップ
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ウェブ行動データ活用によるお客様顧客のインサイト把握・施策展開 ウェブ行動データ活用によるマーケット動向の把握

位置情報

弊社独自 Q&A閲覧・検索データ

外部サイト閲覧情報

リサーチ情報

TV視聴情報

お客様保有データ
アプリ/ウェブ

アクセスデータ
×

位置情報

外部サイト閲覧情報

リサーチ情報

TV視聴情報

弊社独自 Q&A閲覧
・検索データ ×

お客様のサイト・アプリへのアクセスユーザ（お客様顧客）の興味関心やニーズ、ライフステージ等を弊社
独自 Q&A閲覧・検索データ等の外部データを活用し、可視化します。

お客様サイト・アプリユーザ（お客様顧客）

外部
ウェブ行動データ

連携アクセス？

ユーザ（お客様顧客）の
興味関心やニーズ、ライフステージ等

を可視化

任意の事柄に対する生活者（マーケット）の興味関心やニーズを弊社独自 Q&A閲覧・検索データと外
部データを活用し、統計データとして可視化します。

Q&A閲覧・検索データユーザ

その他
外部データ

連携アクセス

Q&A閲覧・検索データと外部データを
掛け合わせ、生活者の興味関心等を

統計データとして可視化

※Cookie情報や広告識別子を活用し、データを連携

ウェブ行動データ活用コンサルティング

弊社データソリューションにけるウェブ行動データ活用コンサルティングにつきましては、お客様保有データに加え、弊社独自のウェブ行動データであるQ&Aサイト、
教えて!goo閲覧行動データ・検索クエリの他、リサーチ情報やTV視聴情報、位置情報等、様々なデータのデジタルマーケティングへのご活用をサポート致します。
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とは
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教えて!goo とは？

疑問や悩みを
持っている人

経験や知識を
持っている人

Q A

疑問や悩みを持っている人と経験や知識を持っている人を
結びつけるQ&Aコミュニティサービスです。
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教えて！goo

教えて!gooで前向きな人生を。
教えて！gooは、情報の溢れる社会において、
世の中に多々ある疑問や悩みを
コミュニケーションを通じて解決にすることを
目指しています。

疑問に思ったときにすぐに質問できる、
人に相談しづらいことをここなら相談できる、
経験者のアドバイスを受けたい、
たくさんの人の意見を聞きたい、
自分と同じ悩みを持っている人がいる・・・

教えて！gooを通じて、
疑問や悩みを解決し、
さらには自分を吐き出して
前向きな人生を送る手助けができることを
いつも願っています。
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教えて!goo とは？

今、「知りたい」ことを求めている、良質なインターネットユーザーへ接触できるメディアです。

Q＆Aサイトにおいて大切なのは「場」の質。
教えて！gooは、「場」にいるユーザーの皆様たちに、高い回答率と満足度を評価していただいています。

検索流入が90％以上（検索傾向と同様の傾向）
「いますぐ解決したい！」、「いますぐ知りたい！」ユーザーに
向けたターゲティング

月間UB数 3,000万以上の大規模サイト
国内最大級のQ&Aサイト。広範囲にわたるオーディエンスへのアプローチが可能です。
また、利用デバイスの比率は【SP：74% PC：24％ TB：2％】となり、SPデバイスからの利用が非常に多くなっています。

それぞれのQ＆Aページには、検索や、専門コンテンツで解決しづらい「疑問」「悩み」「相談事」などの情報欲求が強い人が
集まっています。Q＆Aへのリーチは、検索、BTAに次ぐ、第3種のターゲティングといえます。

高い満足度を誇るQ＆Aサイト

Ｑ：情報を探す際、ウェブ検索で
問題が解決しなかったことが
ありますか？

40%以上のユーザーが
検索では問題を
解決できていない!!
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のデータ活用
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NTTレゾナントが保有する独自データ、教えて!goo Q&A閲覧データは、生活者のQ&Aサイト
閲覧傾向から「課題感」や「ライフステージ」の把握が可能な1st Party Dataです。

生活者

Q.乾燥肌で肌がガサガサです。
使える保湿を教えてください！

Q&Aで
課題解決

生活者の検索・Q&Aサイト閲覧行動 生活者の抱える課題・ニーズ

検索行動

教えて!gooは
検索流入が90％以上

（検索傾向と同様の傾向）

疑問・悩みの解決方法を検索 疑問・悩みの具体的な解決方法を知る疑問・悩みの発生

教えて!goo Q&A閲覧データ の特徴①

教えて!goo Q&Aサイト閲覧データ ・ 検索クエリデータは、生活者の疑問・悩みの発生をトリガーとするウェブ行動データです

教えて!goo Q&Aサイト閲覧データは、生活者の疑問・悩みから課題やニーズを読み解くことが可能です

教えて!gooは、90％以上が検索流入であるため、生活者の検索行動と概ね同傾向であり、教えて!goo Q&Aサイト閲覧データ特有の偏りはありません

POINT①

POINT②

POINT③

乾燥肌 保湿

消費者の
抱える課題 Q&A閲覧行動



13

教えて!goo Q&A閲覧データは、多岐にわたる”悩み”や”疑問” を網羅しており、
継続的な閲覧行動データの取得が可能です。

教えて!goo Q&A閲覧データ の特徴②

教えて!goo Q&Aサイト閲覧データ は、生活者の様々なジャンルの”悩み”や”疑問”を網羅しています

教えて!goo Q&Aサイト閲覧データを時系列で把握することで生活者のライフステージの変化等の把握も可能です

POINT①

POINT②

生活者の”悩み”や”疑問”を網羅的に捉えるデータ 継続的に活用した際にはライフステージの変化等の把握

生活者の”悩み”や”疑問”
Q&Aコミュニティーサイト 教えて!goo閲覧

趣味 旅行

マネー

社会

エンター
テインメント

ライフ デジタルライフビジネス
キャリア コンピューター

学問・教育

健康

美容

生活者

英語学習
住宅ローン

花粉症

・教えて!gooには、800万にのぼる様々なジャンルのQ&Aがあり、網羅性が非常に高い
・生活者の教えて!goo Q&A閲覧行動から課題や環境の把握が可能

・生活者の教えて!goo Q&A閲覧行動から継続的に分析することでライフステージの変化等の把握が可能

結婚 妊娠・出産就職 子育て 住宅購入

教えて!gooの様々なジャンルのQ&Aを閲覧

Q&A閲覧データを継続的に時系列で分析することで
ライフステージや環境変化の把握が可能
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教えて!goo Q&A閲覧データ 分析ツール

潜在顧客の獲得

クライアント様

5万カテゴリの
詳細分析

月間3,000万の
ユーザーデータ

具体的なニーズを想定した精度の高いターゲティング

教えて！gooユーザインサイト分析は、広告配信前にクライアント様のサイト訪問ユーザを
分析することで最適なターゲティング配信を実現します。
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教えて!goo Q&A閲覧データ 分析ツール

ユーザーインサイト分析の仕組み

教えて!gooユーザインサイト分析では、クライアント様サイトを訪問したユーザの中から、過去に教えて！gooを閲覧したユーザを抽出します。
そしてそのユーザが閲覧したQ&Aの内容を分析することにより、インサイトを把握します。

教えて！gooユーザ閲覧履歴DB

教えて!goo
閲覧DB

クライアントサイト（ランディングページ等）

教えて!gooディスカバリータグの設置により
クライアントサイト訪問ユーザを把握

クライアントサイト訪問ユーザの教えて!goo
閲覧情報を抽出

ユーザインサイト分析

クライアントサイト訪問ユーザの教えて！
goo閲覧情報からユーザインサイトを分析

閲覧履歴

クライアントサイト訪問ユーザ

※教えて!gooユーザインサイト分析には、NTTレゾナント提供のディスカバリータグ等の設置が必須となります
※教えて!gooユーザインサイト分析には、ある一定量のクライアントサイトへのユーザ訪問（NTTレゾナント広告以外からのクライアントサイト訪問も可）が必要となります

ユーザ抽出 閲覧Q&A抽出
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教えて!goo Q&A閲覧データ 分析ツール

キーワード分析
（クライアントサイト来訪ユーザ蓄積：蓄積不要）

興味関心カテゴリ分析
（クライアントサイト来訪ユーザ蓄積： 蓄積要）

クラスター分析
（クライアントサイト来訪ユーザ蓄積： 蓄積要）

分析機能

ユーザーインサイト分析によりユーザープロファイルを可視化

NTTレゾナント独自データによる可視化ツール

QA Mixer PIX More

クライアント様サイト来訪者が実際に閲覧した教えて!gooの
Q&Aのタイトルを可視化。
生活者全般の関心との相対的な比較も可能。

任意のキーワードを抽出し、ユーザプロファイルを可視化。
性別・年代・ライフステージ・関心Q&A、キーワード等の
把握が可能。

クライアント様サイト来訪者の関心の高いカテゴリーを可視化。
カテゴリーは3階層表示され、より詳しく知りたいカテゴリーの
深掘りが可能。

NTTレゾナントのDATAソリューションとして、お客様データ×ウェブ行動データ（3rd Party Data）等を活用した顧客インサイト理解を、データ分析によるレポーティングとしてサポートいたします。
デジタルマーケティングにおける積極的なご支援
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興味関心ターゲティング

広告施策
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教えて!goo Q&A閲覧データの広告活用

約800万件のQ&Aの閲覧履歴
から、ユーザの興味関心を把握

教えて！gooで悩みを把握

Q&A閲覧履歴とクライアントサイトでの
ユーザのアクションデータからセグメントを生成

AIによるセグメント生成

作成したセグメントと配信プラットフォームの組み合わせによって、最適なタイミングで
ターゲットにリーチ！

複数プラットフォームでの広告配信運用

ディスプレイ
ネットワーク

DSP

自社メディア

広告運用は、NTTドコモをはじめとするNTTグループ企業
の運用型広告を担当するオペレーションチームが対応

教えて！goo
DMP

抽出DATA

“gooタグ”を設置し、
来訪ユーザーのアクション
をDMPに蓄積

オーディエンスターゲティング：興味関心・悩みデータを基盤とした広告展開

ユーザインサイトを詳細に把握することで御社プロモーションに興味・関心の高いユーザをターゲティングすることが可能

日本最大級のQ&Aコミュニティーサイト「教えて！goo」の約800万件のQ&Aの閲覧履歴 (≒ユーザインサイト)をベースとした ターゲティングメニュー

AIによるセグメント生成と、配信プラットフォームの追加により、広告配信の効率化を実現

POINT①

POINT②

POINT③

インサイト分析結果 掲載料金 1クリック50円
エリア指定配信の場合は1クリック80円
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教えて!goo Q&A閲覧データの広告活用

オーディエンスターゲティング：お見積り（広告主様例：クリニック）

［ご提示項目］
• 期間
• 属性（性別×年齢）※必要な場合

• 想定クリック数
• 実施料金
• お見積り適用期間
• Sample Q&Aタイトル
• Sample Q&A選定キーワード

○○○　様向けプラン

　　　　　　　 　 　オーディエンスターゲティング

■お見積もり期間 2021/3/1　～　2021/3/31
■想定クリック数 46,000 クリック
■実施料金　　 ¥2,300,000（＠50円/クリック）　
■お見積もり適用期間 作成日より30日間

1 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/4551259.html 脳梗塞の前兆？物を落とす・・・ 1
2 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12054749.html 40代の妹がくも膜下出血になりました。 ジムで運動していたところ倒れた為救急搬送されました。 1
3 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9168642.html くも膜下出血は隔世遺伝すると聞きとても不安です 1
4 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/319346.html 後頭部がじ～んと痛むような気がするのですが・・・ 1
5 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10005678.html 先日、2mmと3mmの脳動脈瘤があると診断されました。私は趣味でウエイトトレーニングやっているので 1
6 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/454011.html 視界の一部がゆらゆら…病気の前兆？ 1
7 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7720753.html 【脳・頭・意識】一瞬落ちる。一瞬グラっとする。 1
8 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/872689.html 脳動脈瘤は遺伝性がある？ 1
9 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11974413.html この症状って 脳梗塞とか脳血栓ですか？心配することはないのでしょうか？ 1
10 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11491980.html 【高血圧】高血圧だと何が悪いのでしょうか？ 低血圧だとそれほど言われないのに高血圧だと 1

【Sample】ＱＡ選定キーワード
脳ドック クモ膜下出血 頭痛 1
脳疾患 脳卒中 高血圧 1
MRI 脳動脈瘤 人間ドック 1
脳梗塞 脳腫瘍 動脈硬化 1
脳血栓 脳出血 など 1

※キーワードはお見積もりの際のQ&A抽出に使用しています

【Sample】教えて！goo  Ｑ&Ａタイトル

※掲載終了日までに配信数が発注数に満たない場合、実績に応じてご請求
（配信実績×単価）させていただくか、発注数に達するまで期間を
延長させていただくかご選択ください

※最低出稿金額は30万円です



20

教えて!gooオーディエンスターゲティングのメニュー概要・原稿規定
掲載期間 任意（お申込クリック数の消化をもって掲載終了とする）

掲載タイプ クリック課金

同時掲載本数 5本まで（クリエイティブサイズごとに5本）

原稿差し替え 営業日に対応

原稿サイズ

goo,OCN,DSP ディスプレイネットワーク

【PCバナー(W×H)】300×250※、468×60、728×90、250×250、160×600、
120×600、200×200、336×280、300×600
【SPバナー(W×H)】320×100※、640×200※、320×50、640×100※、300×250※、
600×500※

・容量：150KB以内
・形式：jpg,gif,png
【インフィード】
・画像：1200×628、300×300、180×180
・タイトル：全角40文字まで
・リード文：全角60文字まで
・広告主名：全角20文字まで
※テキスト原稿は掲載面によって省略される可能性があります
・容量：150KB以内
・形式：jpg,gif,png
※青文字で記載したサイズのバナーは必ずご入稿ください
※スクリーンの横幅いっぱいに表示される仕様で、掲載時には最適なサイズに縮小されます

【PCバナー(W×H)】300×250、728×90、160×600、468×60
【SPバナー(W×H)】300×250、320×50、320×100
※枠線必須（黒色推奨）
・容量：150KB以内
・形式：jpg,gif,png

【レスポンシブ(YDN)】 ※青文字は必須
・画像（長方形か正方形のどちらか）ファイルサイズ上限3MB
長方形：アスペクト比1.91:1(最小ピクセルサイズ1200x628)
正方形：300x300のスクエア画像

・画像(ロゴ) ※任意 180x180のスクエア画像
ファイルサイズ上限3MB。透過背景禁止、画像の枠線禁止、角丸禁止

・テキスト(タイトル) 全角20文字、半角20文字以下
・テキスト(説明文) 全角90文字、半角90文字以下
・テキスト(主体者名) 全角20文字、半角20文字以下
・テキスト(ボタン)選択制
・リンク先 半角英数記号、1024文字以内
・表示URL 半角英数記号、29文字以内

入稿期限 掲載開始5営業日前

備考

• 掲載可否につきましては、事前に弊社営業担当者へお問い合わせください
• ご発注時には、弊社発行の見積書を添付願います
• お見積り作成のために、以下をご用意ください
掲載する商材ならびにリンク先URL, 商材に関連するキーワード（10～20個程度）

• ご入稿いただくクリエイティブに関しましては、インターネット上での広告配信に関する知的財産権等の各種権利処理が済んでいるものをご入稿ください
• 掲載は発注期間開始日の0:00から終了日の23:59となります
• 配信数の一部は、goo以外の媒体に掲載されます
• 予定配信数の消化、または掲載期間の終了をもって掲載を停止します
• 配信数、配信期間は、保証致しません
• 掲載終了日までに配信数が発注数に満たない場合、実績に応じてご請求（配信実績×単価）させていただくか、発注数に達するまで期間を延長させていただくかご選択ください
• レポートは、合算数値であり、掲載媒体・面ごとでのレポートは納品出来ませんので、予めご了承ください
• 入稿いただいたすべてのクリエイティブが掲載されない場合があります
• 原稿仕様、配信ロジック、レギュレーションは予告なしに変更する場合があります
• リンク先URLは250文字以内を制限とさせて頂きます
• 掲載期間のご指定につきましては、弊社営業担当にご相談ください
• 掲載面の広告枠で動画広告、大容量広告、音声付広告等の特殊広告が掲載される場合があります

【レスポンシブ(GDN)】
・画像 ファイルサイズ上限5120 KB
長方形：アスペクト比1.91:1(最小ピクセルサイズ600×314)
正方形：300×300以上のスクエア画像

・画像(ロゴ) ※任意 128×128以上のスクエア画像(推奨サイズ1,200×1,200)
最適な表示のために、512×128以上の横長(4:1)のロゴを追加することも推奨

（推奨サイズ 1,200×300）いずれの場合も、ロゴを中央に配置する場合は、
背景の透明化を推奨。ファイルサイズ上限は 5120KB

・テキスト(短い見出し) 全角15文字、半角30文字以下
・テキスト(長い見出し) 全角45文字、半角90文字以下
・テキスト(説明文) 全角45 文字、半角90文字以下
・テキスト(主体者名)25バイト以内 全角12文字、半角25文字以下
・テキスト(行動を促すフレーズ)選択制 ※任意(選択がない場合は自動設定)
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の取り組み事例
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クライアント顧客の興味関心・背景等の可視化とデジタルマーケティング施策のご支援

22

ステージ

顧
客
行
動

仕事の悩みについての検索 結婚についての検索
（結婚による生活の変化） 心と体の不調についての検索 製薬会社サイト来訪

施
策
展
開

うつ病発症から治療に向けての行動

教えて!goo Q&A閲覧データ

妊娠についての検索
（妊娠による生活の変化） 病院受診 薬処方

製薬会社サイト訪問ユーザの過去の教えて!goo Q&A閲覧内容を分析、BIツールに可視化

「仕事や生活の変化等が心と体の不調に影響を及ぼす可能性が高い」
（心や体の不調を訴える生活者の傾向把握）

製薬会社マーケター Biツールで
分析結果を可視化

施策検討

コンテンツマーケティング
（顧客課題にマッチしたコンテンツによる集客）

A
D

インターネット広告配信
（分析結果と同様の課題を持つ生活者にリーチ）

クライアント業種：製薬会社

顧客とのタッチポイントが少ない製薬会社様におきましては、データを活用した顧客（見込み顧客）のニーズや背景把握のご支援致しております。
 クライアントサイト訪問データと教えて!goo Q&A閲覧データの連携による顧客（見込み顧客）のライフステージや生活環境を把握
 顧客（見込み顧客）のライフステージや生活環境をBIツールにより可視化、マーケティング施策の立案等に活用

22



23

クライアント店舗への来店顧客の興味関心・背景等の可視化（オフラインtoオンライン）

23

店舗来店する顧客の行動ステージ

クライアント業種：流通小売業

顧
客
行
動

施
策
展
開

顧客のウェブ行動（教えて!goo Q&A閲覧データ含む）

インターネット利用 クライアントサイト 遊園地
についての検索

顧客来店を把握
（位置情報活用）

プロモーションによる効果測定、効果があった顧客の過去の教えて!goo Q&A閲覧内容を把握
「店舗集客施策のターゲットとなりうる顧客は子育て家庭」

子育て
についての検索

店舗来店

店舗設置ビーコン

顧客
スマートフォン

AD

プロモーション
広告接触

流通小売業マーケター Biツールで
分析結果を可視化

施策の効果検証・新施策立案

デジタルマーケティング施策 店舗来店施策

店舗を持つ流通小売事業者様におきましては、データを活用した店舗来店計測による施策の効果測定、新施策検討のご支援致しております。
 店舗へのビーコン設置、外部データ活用による顧客の店舗への来店計測、プロモーションの効果測定
 来店顧客データと教えて!goo Q&A閲覧データの連携による顧客の興味関心を把握、BIツールにより可視化、マーケティング施策の立案等に活用

23
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サブスクリプションモデル事業における解約予兆把握・解約抑止施策のご支援

サブスクリプションモデル事業であるFTTH事業者・ISP事業者様におきましては、データを活用した解約予兆把握・解約抑止施策のご支援致しております。
 顧客データと教えて!goo Q&A閲覧データの連携による顧客の解約予兆行動を把握（教えて!goo閲覧行動から予兆行動を分析）
 解約予兆行動をとった顧客に対する早急な解約抑止策の実施により、利用継続を実現

ISP利用者の解約までの検索行動ステージ

クライアント業種：FTTH・ISP事業者

顧
客
行
動

施
策
展
開

教えて!goo Q&A閲覧データ

インターネット利用 結婚
についての検索

妊娠・出産
についての検索

インテリア
についての検索

住宅ローン
についての検索

火災保険
についての検索

引っ越し
についての検索

ISP解約

住宅購入に伴う
引っ越しを機に

ISP契約を見直し

ISP解約者の過去の教えて!goo Q&A閲覧内容を分析、解約予兆（解約検討のキッカケ等）を把握

「引っ越し、およびそれに付随する行動をとった場合、解約可能性が高まる」
（引っ越し・インテリア・住宅ローン・火災保険関連のQ&A閲覧等が解約予兆）

解約予兆行動を
とった顧客ISPコールセンター

解約抑止策の実施
（電話勧奨・DM 等）

継続利用割引 勧奨

工事費無料 勧奨

解約率が200% 改善
実際のお取り組みにおいては

定常業務として組み込まれ、継続施策として展開中

24
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編集タイアップ
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goo編集タイアップ_掲載事例集

https://blog.goo.ne.jp/casestudy

インサイト分析結果に基づいてユーザプロファイルを自動生成。ユーザが本質的に求めている情報
（ネタ）を、gooの編集タイアップでコンテンツとしてユーザへお届けいたします。

スマホ版は
コチラ

分析 → コンテンツ制作

https://blog.goo.ne.jp/casestudy
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教えて！gooでは、クライアント様の商品・サービスをプロモートする完全オリジナルの編集タイアップ
ページを作成いたします。
教えて！gooが持つ800万件のQ&Aデータをフルに活用し、特集記事内でユーザーのお悩みを
解決していきます。

NTTレゾナントが運営する安心安全のQ&Aサイト、教えて！goo。
媒体が持つ信頼性とクライアント様がエンドユーザー伝えたい想いを両立させるコミュニケーションが
可能です。

goo編集タイアップのご案内
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の興味関心、悩みデータを活用した
コンテンツ配信

NTTレゾナントが独自に開発したAI（人工知能）技術により、クライアント様サイト訪問ユーザーや任意のキーワードを検索しているユーザのインサイト（興味関心、悩み）を
リアルタイムに把握。教えて！gooの訪問履歴からQ&Aの内容をテキスト解析し、約5万のカテゴリにクラスタリング処理を施した上でユーザの興味関心を自動学習することで、
クライアント様にとって最適なターゲティングを実現しています。

様々な悩みを抱えているインターネット
ユーザーに対して、クライアント様
オリジナルの特集コンテンツを
作成し、最適な解決方法を
提供します！

goo編集タイアップのご案内
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広告出稿に対する悩み 問題解決

『この商品が良いよ！』って企業側が一方的に伝えてもなぁ… まさに、企業の声×ユーザーの声の展開そのもの！

ユーザーの声を活用って、仕込みとか炎上とか心配… Q&Aは100％生の声。
更に回答締切済のQ&Aを掲載するので書き込みがなく安全。

商材にマッチしたコンテンツがないなぁ… 教えて!gooで検索！関連のQ&Aを800万件以上のQ&Aからヒットします。

アクティブなユーザーに見て欲しい… 今！まさに知りたい、調べたい興味関心ユーザー。

高PV 高レート

高コンバージョン 自由な特集テーマ

コンテンツパワー
月間10万PV超え案件も

人に聞けない悩みや誰もが思う疑問はユーザーが集まりま
す。

CTR10%以上の案件も
プロならではの情報とユーザーの興味関
心がマッチした時・・・！！

申込件数の高評価も

知的欲求や興味関心が高く、質が高いユーザーが集ま
る本企画ならではの特徴。

オリジナルページ作成
クライアント様がご希望される特集、テーマにてご掲載が
可能です。

教えて!gooならでは
ユーザー目線のQ&Aで疑問や不安を解消し、
商材をPR。教えて!gooならではの企画です。

ユーザーアンケート
マーケティングデータの取得

自由度の高いアンケートフォームで、クライアント様が知りた
い“お客様の声”の取得が可能です。

広告主様から好評のワケ

本企画は様々な悩みに対してユーザー目線のQ&Aコンテンツで疑問や不安を解消し、クライアント様の商品、サービス訴求をする事が可能な「教えて!goo」ならではの企画です。

goo編集タイアップの特徴
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教えて!goo 編集タイアップ

料金 3,500,000円～（内訳）媒体費、制作費、取材・撮影費、モデルアサイン費（一名）など

掲載期間 1ヵ月間（月～木曜日開始）

誘導枠 goo及び、パートナーサイト（教えて!gooオーディエンスターゲティングを使用）

タイアップ
パッケージ

・企画、進行管理
・コンテンツ制作、原稿ライティング
・HTML形式 1～3ページ
・タイアップページへの誘導枠制作
・各種レポーティング（PV、Click、CTR、アンケート、読了率、滞在時間など）
・教えて!gooのヘッダー、フッターが付きます
・タイアップページ下部に「情報提供元：クライアント名」が付きます

想定PV数 月間5万～7万PV程度

申込み期限 掲載開始の45営業日前

備考

・タイアップ広告の掲載基準は「goo広告掲載基準」に準じます。
・企画の内容、詳細についてはご相談の上決定とさせてください。
・ページ制作に関しては弊社の編集ページとなるため、デザインなどは弊社にお任せください。
・ページにはgoo規定のヘッダー、フッターが付きます。
・掲載データにつきましては、データ容量、表現などを含め、事前にご相談させて下さい。
・制作費は、制作内容によって異なります。カメラマンによる撮影（ブツ撮り、モデル撮影、
ロケーション撮影）、遠方取材、専門家を用いた取材・監修などには通常の制作料金のほかに、別途料金が発生します。必
要な場合は、お見積りをいたしますので必ず弊社担当営業までお問い合わせください。

・企業、サービスロゴ画像など素材はデジタルデータでご用意ください。
・ご提供いただく素材のご掲載にあたっては、原稿・リンク先など、要事前確認となります。内容など
によってはお断りする場合もございますので予めご了承下さい。

・初回の制作とは別に企画の追加などがある場合や、ページの情報差し替えなどがある場合は、
別途制作費が必要になります。

・タイアップページの二次利用をご希望の際は弊社営業担当にご相談ください。

gooトップ面 教えて!goo面（PC）

教えて!goo面（SP）

編集タイアップページ

＜誘導枠＞

アンケート調査 インサイト分析 読了率・滞在時間

潜入取材 座談会 専門家

＜無料オプション＞

対談
＜企画例＞

など

パートナーサイト

誘引

goo編集タイアップ概要
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編集タイアップで作成した特集記事を、アーカイブする事が可能です。また、特集記事をクライアント様のオウンドメディアでご使用いただけます。
1年間50万円で実施可能な、とてもお得なプランです。

［メニュー概要］

掲載料金 50万円/年
使用可能箇所

ホスティング（アーカイブ）、オウンドメディア、店頭、パンフレット、チラシ、SNSなど
※使用箇所は事前に営業担当へお伝え願います。

掲載期間 編集タイアップ掲載終了から1年間

使用可能素材 記事サムネイル、記事タイトル、記事内容、教えて！gooロゴ

備考

※記事の著作権はNTTレゾナント株式会社に帰属します。
※アーカイブ期間中、ページの内容については変更する事ができません
※クライアント様サイトへのリンク切れの場合のみ、変更削除を受け付けます
※アンケートは掲載いたしません
※特集内容によっては、掲載をご遠慮いただく場合がございます
※モデル等を使用している場合、追加費用が発生する可能性があります
※利用期限を過ぎて本サービスを使用したことが発覚した場合、お申込み 金額を

違約金としてご請求いたします。

※料金はグロス金額（税別）です。オウンドメディア
店頭

パンフレット、チラシ
SNS

＜2次利用活用事例＞

goo編集タイアップの二次利用
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アンケートフォーム
▼アンケートフォーム ▼アンケート集計レポート

編集タイアップページの最下部に「ユーザーアンケートフォーム」の設置が可能です。Webの特性を生かし、ユーザーが回答しやすい環境を用意することで、調査データの精度アップを図ります。
また、自由度の高いアンケートフォームとなっており、クライアント様が知りたい“お客様の声”の取得が可能です。マーケティングリサーチ(市場調査)、商品設計への反映、顧客とのつながりを持つための
意見聴取などに、是非ご活用ください。

アンケートフォームの設置
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編集タイアップページへの誘導枠として、「教えて！gooオーディエンスターゲティング」を活用します。
本誘導枠は、教えて！gooに蓄積された約800万件のQ&Aのユーザー閲覧履歴（＝ユーザインサイト）をベースとしたサイトリターゲティングメニューです。より詳細なレベルでターゲティングされた
質の高いユーザを編集タイアップページへ誘引します。今、まさに疑問・悩みを抱えているユーザへの訴求が可能です。

「特集テーマ」に
ついて疑問や悩みを
抱えたユーザー

疑問 悩み

プロモーションにマッチした
教えて！gooのＱ＆Ａ

ページを訪問したユーザを
ターゲットとしてマーキング

教えて！goo Q&Aページ

編集タイアップページ

マーキングしたユーザを
gooおよび外部サイトにて

ターゲティング

誘引

検索

GoogleやYahoo!
など、外部からの

検索流入

特集内容に興味のある
ユーザを対象に、

タイアップページへの
誘引を促します。

再誘引

タイアップページに訪問した
ユーザーをリターゲティング

興味関心、悩みデータ活用

goo編集タイアップの誘導強化
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座談会

潜入取材

専門家

対談

イマドキ女子や主婦など、広告訴求のターゲットとなる属性に近いモデルをアサインして座談会を実施。
ターゲット層のリアルな本音を語っていただく事で、より具体的な共感の場を醸成し、商品、サービス訴求に
落とし込んでいきます。

医師、ファイナンシャルプランナー等、多種にわたる専門家がアサイン可能です。
その専門家が独自の視点でコンテンツを制作します。信頼できる第三者視点から商品サービスを
訴求していきます。

「主婦×ファイナンシャルプランナー」、「商品モニター×クライアント開発担当者」など、企画に合った自由な
組み合わせで対談企画を実施。普段、ユーザーが悩んでいる事などを、会話形式の読み物で展開していく
為、 自然な形で商品、サービスの訴求が可能です。

企業、店舗、テーマパーク、ホテル、商業施設など、教えて!gooのレポーターがどこでも潜入取材をする企画
です。イメージだけでは伝わりずらかったクライアント様ならではの「こだわり、雰囲気、醍醐味」などをビジュア
ル的に分かりやすく、多くの人に知ってもらう為の特集です。

goo編集タイアップの掲載事例
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■広告主名：天藤製薬様
■訴求商材：ボラギノール
おしりの悩みと言えば、痔を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。
痔は恥ずかしい悩みではありません。
成人の半数以上は痔を患っていると言われているほど、現代人にとって身近な
悩みです。
相談しづらいけど、なんとかしたい…。
今回は、おしりトラブルに悩む女性3人が集まり座談会を開催。
すっきりした毎日を過ごすために、いい方法はあるのかを語り合いました！

■広告主：日産自動車様
■訴求商材：LEAF
リーフに変えたら暮らしが変わる？防災が変わる？進化した電気自動車が気に
なるママが、試乗にやってきました。
「教えて!gooレポーター」がその話題の電気自動車、リーフに密着して真相を
探ってきました！

goo編集タイアップの掲載事例
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■広告主名：小林製薬様
■訴求商材：さいき
乾燥が気になる季節。肌荒れに悩む3人の女性が座談会を開催しました。
化粧水やクリームで保湿対策しているけれど、悩みを解決できないのはどうして…。
年齢のせい？対策のせい？お肌が綺麗になれば、自信が出るし、今よりもっと
笑顔になれるはず。年齢やライフスタイルの異なる女性たちが、肌荒れ問題の
解決策を語り合います。

■広告主：大日本除虫菊様
■訴求商材：プレシャワーDF
キャンプ場で過ごす時間は、何もかもがはじめての体験。
川の水は夏でもひんやりする。
森の中は静かで空気がおいしい。鳥の鳴き声で目覚める朝。
まぶしいけれどキレイな夕陽。夜なのにキラキラと輝く星空。
キャンプは特別な時間がいっぱい。たった一日でも子どもは大きく成長する。
なによりも朝から晩までずっと一緒に過ごす時間が、かけがえのない家族の宝物に。
さあ、今年の夏は家族でキャンプデビューしよう！

goo編集タイアップの掲載事例
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■広告主名：NTT西日本様
■訴求商材：ICTお仕事悩み相談デスク
はじめての開業は期待もあれば不安もいっぱい。
今の時代、便利なシステムはいっぱいあるのはわかるけど、難しそうだし、何を
導入していいのかわからないもの。
そんな時に役立つのが、ICTを活用して様々な課題解決を提案するNTT
西日本の「ICTお仕事悩み相談デスク」。今回は、3名の新人オーナーが集結
し、お悩みとその解決策を探る座談会を開催しました。

■広告主名：サラヤ様
■訴求商材：アラウ.ベビー マタニティークリーム
初めての出産を控えるプレママ。子育てをしながら出産を迎えるママ。
期待と不安の入り混じる妊娠中の2人に、肌研究家であるベテランママがアドバイス。
子どもが第一だけど、ママ自身のこともケアできれば出産や子育てはもっと快適になるはず。
妊娠中の悩みを解決し、リラックスして出産を迎えたいですね！

https://oshiete.goo.ne.jp/ictdesk_02/ https://oshiete.goo.ne.jp/arau01/

goo編集タイアップの掲載事例
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■広告主名：ロート製薬様
■訴求商材：パンシロンソフトベール
SNSで「いいね！」がもらえると元気になるけど、実はちょっとした悩みを
抱えている女子も多い。今回は、「最近、胃の調子がよくなくて…」と
胃悩み中のイマドキ女子4人に集まっていただき、胃の悩みについて、
ありのままを語ってもらいました。
胃の悩みを解決して、今日も明日も笑顔で過ごしたい！

■広告主名：パナソニック様
■訴求商材：スマートHEMS
家事、仕事、子育てといつも多忙な働くママたち。何かとバタバタする「朝」、外出中で
不安がいっぱいの「昼」、自分時間が取れない「夜」と、自分時間を作るためには、一日
の家事をラクにするための時短が大事。今回は3人の仲良し主婦たちが座談会を開催。
「朝・昼・夜」で異なるそれぞれのお悩みからとっておきの家事ラク術まで、ママなら好感度
100%の本音トークを一挙公開！
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クライアント様が訴求したい商品・サービスをタイアップページ上でユーザに分かりやすく伝える為に、「教えて！gooユーザインサイト分析※1」を活用。
 クライアント様サイトに教えて！gooタグ※2を設置することにより、そのサイトに訪問したユーザが教えて！gooのどのQ&Aを訪れていたかを抽出・分析し、

ユーザの興味関心や本音を可視化することができます。
 その分析結果に基づいてユーザプロファイルを自動生成。
 ユーザが本質的に求めている情報(ネタ)を教えて！gooの編集タイアップでコンテンツとしてユーザへお届けいたします。 ※1. 1ヶ月間で2-3万PV程度のアクセス数があるサイトで分析が可能です

※2. 分析対象サイトに、弊社が発行する履歴収集タグの設置が必須となります

教えて！goo
ユーザ閲覧履歴DB

クライアントサイト
（ランディングページ等）教えて！gooタグの設置により、

クライアントサイト訪問ユーザを把握
クライアントサイト訪問ユーザの
教えて！goo閲覧データを抽出

クライアントサイト訪問ユーザの教えて！goo
閲覧データからユーザインサイトを分析

ユーザ抽出
Q&A閲覧
データ抽出

情報発掘

▼教えて！goo編集タイアップページ 興味関心
ユーザインサイト分析データより情報を発掘し、
コンテンツ制作のネタとして活用 悩み

本音

ネ
タ

インサイト分析 → コンテンツ制作

goo編集タイアップのコンテンツ制作支援
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NTTレゾナントの紹介
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NTTレゾナントのご紹介

こんにちは。私達はNTTレゾナントです。
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NTTレゾナントのご紹介

1997年にサービスを開始したポータルサイト「goo」やオンラインストア「NTT-X Store」などのBtoCサービス
など、NTTグループの上位レイヤサービスを担っています。また、そのBtoCサービスの知見とそれをささえる技
術・プラットフォームを持って、ソリューション展開、グローバル展開を行っています。

BtoC事業 BtoBtoC事業

NTTグループにおけるNTTレゾナントの位置付け
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NTTレゾナントのご紹介



44

NTTレゾナントのご紹介

DX事業

goo Search Solution AI事業

オーダーメイドでDXを推進し、事業のデジタル化を加速

goo Simseller
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NTTレゾナントのご紹介

さらにくらしの中へ。さらにビジネスの中へ。そしてグローバルに。人・企業・通信が共鳴する環境を創造していきます。
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Mini Box Calendar 1個インサイト分析レポート作成（無料）
※1ヶ月間で2-3万PV程度のアクセス数があるサイトで分析が可能です
※分析対象サイトに、弊社が発行する履歴収集タグの設置が必須となります

お問合せ特典：案件のご相談をいただけると以下の内容をご提供させていただきます。

もう少しだけ残っています
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NTTレゾナント株式会社 デジタルマーケティング事業部
e-mail：desk@nttr.co.jp

お問い合わせ先
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