
リード獲得最適化プラン サービス資料 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ferretの紹介
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1位

SEO対策

クローラー対策

リターゲティング広告

Instagram ハッシュタグ

Twitter インプレッション

SNSマーケティング  種類

メールマガジン  配信

動画広告  単価

ペルソナ

AIDMA

2位

チャットボット

MAツール

WEB広告

Youtube 動画広告  料金

動画広告  事例

3C分析

3位

WEBマーケティング

動画広告

ステップメールとは

インフルエンサー

動画編集  アプリ

テレビ会議  無料

メール配信サービス  比較

マーケティングオートメーション  比較

4位

web会議 無料

5位

動画作成

アフィリエイトサービス

SNSマーケティング

SNS広告

メールマーケティング

リスティング  広告

SEO対策ツール

ferretは多くの記事が検索上位を獲得しており、 

オーガニックを中心にUU数、PV数が大きく成長し続けているメディアです。 

競合A社　120万UU
競合B社　87万UU

検索上位キーワード一部抜粋（ 2020年5月時点）

月間UU数 月間PV数 会員数

350万UU 550万PV 46万人

メルマガ会員数 Twitterフォロワー数 Facebookフォロワー数

11万人 31,000人 39,000人
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オーガニック流入

80%

その他

20%
検索→SEO上位表示されているferretの記事経由での流入が

全体の8割を占めているため、

4

ferretの読者像 

○○のやり方が

分からない

新しい広告手法や

そのノウハウが

知りたい

ノウハウ型・課題解決型コンテンツが好まれる傾向が強い

ノウハウを知りたい

という読者がほとんどであり、

マーケ施策に関する情報・ノウハウコンテンツ（ホワイトペー

パー）は非常に好まれます。（DLの約7割がWP）

ですので、検討度合いが高いユーザーからの流入が見込まれ

ます。

○○の手法を探している
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ferret会員属性 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業界 職種 役職 会社の規模
（従業員人数）

1〜9人（全国平均：82.8%）

10〜29人（全国平均：11.9%）

30〜49人（全国平均：2.2%）

50〜99人（全国平均：1.6%）

100〜499人

500〜999人

1000〜4999人

経営層

部長・マネージャー職

一般職

専門職

マーケティング関連職

営業関連職

広報関連職

情報システム関連職

制作関連職

デザイナー

IT/通信/インターネット

マスコミ/広告/デザイン関係

サービス/外食/レジャー系

メーカー/製造系

小売/流通/商社系

その他

コンサルティング・専門サービス

全国平均は、総務省・経済産業省「 平成24年経
済センサス－活動調査（企業等に関する集計  産
業横断的集計） 」より作成。

https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/kihon/kihon_eikyou/pdf/02_2_chosakai_todoufuken.pdf
https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/kihon/kihon_eikyou/pdf/02_2_chosakai_todoufuken.pdf
https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/kihon/kihon_eikyou/pdf/02_2_chosakai_todoufuken.pdf
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目的別リード獲得最適化プランの使い方 

自社サービスを

認 知
してもらいたい

リード獲得最適化プラン
 

ライトプラン（20ページ）

プレミアムプラン （18・19ページ）

スタンダードプラン （16・17ページ）

自社サービスを

理 解
させたい

自社サービスの

リード獲得
をしたい

ホワイトペーパー制作代行 （26ページ）
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CVしたユーザーの属性（一部）

概　　要

プレミアムプラン 資料15種類掲載 月間150CV

Web広告カテゴリ事例 

【業　種】

IT／通信：25%　広告／デザイン：18%　コンサルティング：13%
小売／商社：9%　メーカー／製造：9%　サービス／外食：6%
【職　種】

マーケティング：42%　営業：14%　制作／編集：9%
IT／情シス：7%　経営企画：6%

得られた成果

● CPAが目標の3分の1に

● 毎月100件以上の安定的なリード獲得

カルテットコミュニケーションズ様の事例インタビューは こちら

 

https://ferret-plus.com/30220
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CVしたユーザーの属性（一部）

概　　要

プレミアムプラン 資料40種類掲載 月間140～170CV

MAカテゴリ事例 

【業　種】

IT／通信：32%　メーカー／製造：18%　小売／商社：13%　

サービス／外食：8%
【職　種】

マーケティング：40%　営業：18%　経営企画：9%　IT／情シス：8%

得られた成果

● MQL件数と安定化

● MQLのCPA改善

※MQL・・・Marketing Qualified Leadの略称で、マーケティング部門において品

質保証されたリード（見込み客）のことである。 
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CVしたユーザーの属性（一部）

概　　要

プレミアムプラン 資料1種類掲載 月間50CV

SEOカテゴリ事例 

【業　種】

IT／通信：28%　コンサルティング：18%　広告／デザイン：12%　

メーカー／製造：8%　サービス／外食：7%　小売／商社：7%
【職　種】

マーケティング：33%　営業：17%　IT／情シス：11％　

制作／編集：9%　

● 商談化率20%

● 受注率20％

得られた成果
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CVしたユーザーの属性（一部）

概　　要

スタンダードプラン 資料1種類掲載 月間20CV

リードジェネレーションカテゴリ事例 

【業　種】

IT／通信：26%　広告／デザイン：12%　小売／商社：12%
コンサルティング：10%　サービス／外食：7%　

【職　種】

営業：38%　マーケティング：19%　IT／情シス：7％　経営企画：7％　

● 商談化率39%

● 受注率15％

得られた成果
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CVしたユーザーの属性（一部）

概　　要

スタンダードプラン 資料1種類掲載 月間15CV

リードジェネレーションカテゴリ事例 

【業　種】

IT／通信：39%　広告／デザイン：18%　メーカー／製造：11%
不動産／建築系：11%

【職　種】

マーケティング：29%　IT／情シス：21％　営業：18%　経営企画：18％　

● 商談化率40%

● 顕在層リードの獲得

得られた成果
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CVしたユーザーの属性（一部）

概　　要

スタンダードプラン 資料5種類掲載 月間70CV

動画カテゴリ事例 

【業　種】

IT／通信：23%　広告／デザイン：15%　メーカー／製造：14%
サービス／外食：11%　コンサルティング：9%　小売／商社：8%
【職　種】

マーケティング：34%　制作／編集：14%　広報／PR：11%　営業：9%

● 掲載開始直後の商談獲得

得られた成果
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獲得したリードを
活かせていないリードが足りない CPAが安定しない

リード獲得最適化プラン解決できる課題 

成果報酬での

リード獲得

ferretノウハウを活かした

中長期的な

リードナーチャリング支援

必要リード数に合わせた

プラン選択

ferretに資料を掲載することで、

が可能です。

マーケティングにおける課題解決
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マーケ施策のPDCAが
回せていない･･･

ferretに資料を掲載することで、

マーケ課題をお持ちのユーザからのリード獲得
が可能です。

リードが足りない･･･

CPAが安定しない･･･

マーケティングの
ノウハウ不足･･･

ferretノウハウで中長期的なリード支援を

成果報酬でのリード獲得が可能

CVユーザーの企業情報を付与

CV前のユーザー行動履歴情報も付与

97.5%が単独CVユーザー

14

リード獲得最適化プランの特徴 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リード獲得最適化プランでできること 

ferretノウハウで中長期的なリード支援

成果報酬でのリード獲得が可能

CVユーザーの企業情報を付与

CV前のユーザー行動履歴情報も付与

97.5%が単独CVユーザー

リード獲得最適化プランは

が可能です！

マーケ課題をお持ちのユーザーのリード獲得
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リード獲得最適化プランで獲得可能なリードイメージ 

獲得経路

自社サイト

顕在層

準顕在層

潜在層

自社に合った
データ活用方法が
分からない

Web広告の運用が
うまくいっていない

動画広告の成果が
出ない

自社サイトのSEO対
策を強化したい

検索で自社の課題解決方法を探している、ferretのメルマガ会員で自社の課

題にあったコンテンツを見つけた読者が最適化プラン掲載資料をCV。

Web広告
オーガニック

メルマガ 最適化プラン

ハウスリスト拡充までカバー

顕在層～準顕在層が多い顕在顧客獲得だけでなく
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リード獲得最適化プランで獲得可能なリードイメージ 

有効なCVポイント

顕在層

準顕在層

潜在層

顕在層

準顕在層

潜在層

獲得経路

自社サイト

Web広告

最適化プラン

営業資料
お問い合わせ

営業資料

ホワイト
ペーパー

リードナーチャリングできること

継続的なコミュニケーションで見込み顧客の印

象に残り、競合の入り込む余地を減らす

様々な課題にあったコンテンツがあることで、見

込み顧客からの信頼度が高まる

潜在顧客→顕在顧客への引き上げができる

いざ検討段階に入ったときに

第一想起される

顕在層～準顕在層の多いferretのリードを有効活用するには

リードナーチャリングが重要
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出典：Sirius Decision 出典：The Annuitas Group 出典：Marketing Sherpa

リード獲得最適化プランを最大限活かすには 

80%

フォローを辞めてしまった顧

客の80%が2年以内に競合

企業からサービスを購入

47%

ナーチャリングされたリード

は、そうでないリードより

47%も購入確率が高い

79%

79%のリードはSQLに満た

ないため、ナーチャリング

無しではパフォーマンスが

大きく低下する
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最適化プランの全体イメージ 

掲載企業様

ユーザー❶メルマガ・書き下ろし記事等
で御社サービスを訴求

❷御社サービス
掲載ページへ訪問・ CV

❸ユーザーデータ、
併読している記事情報のご提供

❹ご提供データをもとに
アプローチ
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CVデータについて 

管理画面イメージ（拡大画像は次ページをご参照ください。）

IPアドレスより取得した企業情報
　→わざわざ企業サイトを見なくても、

　　CVデータから属性の把握が可能

ferretで併読している記事が分かる
　→架電前からユーザーの興味・課題が把握でき、

　　一歩先をいくヒアリングが可能

ferretの最適化プランならではのリード情報が取得できます。
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CVデータについて 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スタンダードプラン

月間想定リード数：10~20件

プレミアムプラン

月間想定リード数：30件～

初期費用　15万円

月額費用　5万円

契約期間　6カ月～

成果単価
ホワイトペーパー：5,000円
サービス資料：10,000円
問い合わせ：20,000円

ferret内LP あり

メルマガ 月1配信保証

既存記事差込 3つ

月次定例会 あり

ホワイトペー
パー制作

なし

初期費用　45万円

月額費用　10万円

契約期間　6カ月～

成果単価
ホワイトペーパー：4,000円
サービス資料：8,000円
問い合わせ：15,000円

ferret内LP あり

メルマガ 月2配信保証

既存記事差込 5つ

月次定例会 あり

ホワイトペーパー制
作（事例集／事例
数2～3）

あり（期間内1本）

※1年ご契約の場合、月額費用20%off

※上限件数設定可能（20～）  ※上限件数設定可能（30～） 

 

ferretのおすすめ！

プランのご紹介

※プレミアムの施策を
単発メニュー価格で
実施した場合、
総額約900万円。
継続型の本プランでは
総額105万円+成果費用
にて実施可能の為
非常にお得です。
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※上記は想定CV数によるシミュレーションです。件数・CPAを保証するものではありません。
※CV比率は、WP：サービス資料＝3：1（実績ベース）

23

CPA最適化のイメージ：スタンダードプラン 

1か月目 2か月目 3か月目 4か月目 5か月目 6か月目

初期費用 150,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

月額費 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

想定リード数 20件 20件 20件 20件 20件 20件

成果報酬費 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

想定CPA 16,250 12,500 11,250 10,625 10,250 10,000



© 2020 Basic inc.

1か月目 2か月目 3か月目 4か月目 5か月目 6か月目

初期費用 450,000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

月額費 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

想定リード数 40件 40件 40件 40件 40件 40件

成果報酬費 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

想定CPA 18,750 13,125 11,250 10,313 9,750 9,375

※上記は想定CV数によるシミュレーションです。件数・CPAを保証するものではありません。
※CV比率は、WP：サービス資料＝3：1（実績ベース）

24

CPA最適化のイメージ：プレミアムプラン 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取得可能なリード情報について

業種 役職 職種
従業員
規模

都道
府県

氏名
勤務先
所在地

勤務先
企業名

導入まで

の期間
勤務先
電話番号

メールア

ドレス

IPアドレス

から取得した

企業データ

ferretで

併読している

記事
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公開までの流れについて 

・お申込書の送付・締結はクラウドサインの利用を想定しております。
・お申込書の送付・締結制作作業は並行して進めてまいります。
・掲載開始時には掲載頂けるホワイトペーパーを3本以上ご用意頂けると初月からリード発生しやすいです。
・サービス開始日は初月に実施するメルマガ配信の都合上、当月の10日までとさせていただきます。

スタンダード・プレミアムプラン（10〜14営業日が目安）

申込書の

送付・締結

両　社

シート記入・

掲載資料提出

(推奨3資料以上)

貴　社

LP制作・メルマ

ガ制作・記事差

込選定

弊　社

LP確認

貴　社

LP公開

弊　社

※データ頂いてから
約10～14営業日
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パフォーマンス向上のための取り組み 

27

DMU様

0件成約

初回：広告主様既存クリエイティブで実施

 

95件LP送客

1件成約

 

175件LP送客

二回目：ferret編集部制作①

2件成約

250件LP送客

三回目：ferret編集部制作②
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BOXIL様

9件リード獲得

パフォーマンス向上のための取り組み 

28

初回：ferret編集部制作①

 

260件LP送客

64件リード獲得

二回目：ferret編集部制作②

500件LP送客

62件リード獲得

三回目：ferret編集部制作③

330件LP送客
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リードの除外設定オプションについて

特定の条件を満たしたユーザーからのCVを避けることができます。

除外設定ができる項目は5つあります。

1.メールアドレスドメイン　2.会社規模　3.業種　4.役職　5.職種　

　※詳細はこちら

除外条件に応じて、成果単価を別途お伝えします。

成果単価は過去実績からの除外率で算出されます。

（例）フリーアドレス：+20%／個人事業主：+20%／

　　　　　会社規模 30人未満：+20%

成果単価が上がってしまうため、絶対に顧客になりえない条件がある場合のみ

除外オプションを設定することを推奨しております。

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Runa1rzWKrdG3snWJJSl8LFwBKRa_HpJrLAMrh8C6w/edit#gid=1360172395
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契約内容について

契約期間は6か月ごとの自動更新となります。

納期について

掲載開始：掲載データをご入稿後,5〜7営業日

特集記事：取材日から20営業日

掲載開始日が初月の2営業日以降となる場合、初月の月額費用は掲載開始日を起算日とし日割りで

ご請求します。（小数点以下は切り捨て）

ホワイトペーパーとサービス資料の違いについて、

ホワイトペーパーは、顧客の課題解決のための参考情報を提供し、併せてその解決に自社ソ

リューションが貢献することを述べた報告書です。

サービス資料は、自社ソリューションの導入メリットを説くというソリューション提供側の視点に

立って作成された資料であるのに対し、ホワイトペーパーは、顧客側の視点に立って、潜在顧客

も含めた見込み客を対象に、顧客の課題解決のための参考情報を提供することが主目的です。

契約期間中は各プランの最適保証本数のメルマガ配信が必須となります。

解約の場合は契約満了日の1か月前までのご連絡が必須となります。

契約満了日は毎月月末となります。（最低契約期間：6ヶ月）
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NG規約について

以下の場合は無効となります。

・メールアドレス及び電話番号が無効であった場合（メールが不通、電話不可の場合）

・学生・主婦からのDLがあった場合

・ユーザー様本人から弊社にキャンセル依頼があった場合

同一ユーザーから30日以内に複数DLがあった場合は、カウントは1件となり、

①問い合わせ、②サービス資料、③ホワイトペーパーの順で優先課金されます。

スタンダード・プレミアムプランのメルマガ配信クリエイティブと配信日については

ferret側にお任せいただく形となります。

ブランドポリシーなど所定の規定がございましたら、事前にご共有ください。

貴社規定に則って配信いたします。

NG申請は翌月の月初5営業日までに申請してください。

NG承認した金額は翌月のご請求と相殺いたします。
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リード通知機能について

リード発生時に通知先に設定したメールアドレスに自動通知が配信されます。

通知対象リードは「請求対象となるリード」または「問合せ」となります。

通知対象外は以下となります。

● 重複CV（資料、WP）

● 除外条件設定済みリード

● 上限件数を超過後のリード

● テストCV

「問合せ」はどのような条件でも通知が届きます。

※上限超過後、除外条件となるもの等の請求対象でないものも通知されます。
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入稿規定 

記事掲載画像は基本的に弊社の契約する素材集かインタビュー撮影での写真を使用いたします。それ以外の

素材（調査データグラフなど）は御社からご提供をお願いいたします。

競合・同載の調整は対応できかねますので予めご了承ください。

御社保有以外の素材をご提供いただく場合、使用許可を得た上でご提供をお願いいたします。

使用許可のない画像・事例・データについてはいかなる場合も掲載できませんのでご了承ください。

広告掲載につきまして、掲載事例として ferret記事上や媒体資料などに使用させていただくことがございますの

で予めご了承ください。

想定PV数は公開から1か月半～2か月の数値です。また、過去実績をもとに算出しており、保証されるものでは

ありませんので予めご了承ください。
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運営会社 

会社名

代表取締役

設立

所在地

資本金

従業員数

URL

株式会社ベーシック

秋山 勝

平成16年3月

東京都千代田区一番町 17−6

1億円

103名

http://basicinc.jp

Webマーケティングに強くなる 簡単フォーム作成とコミュニケーションWebマーケティングをこれ 1つで

2021年1月末現在

企業が直面するWebマーケティングのための環境・ノウハウ・リソース不足の問題を解決するため、

Webマーケティングメディア「ferret」、オールインワン型BtoBマーケティングツール「ferret One」、

フォーム作成管理ツール「formrun」の3事業を展開しています。
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ご連絡先 

03-6869-0956

株式会社ベーシック  ferretセールスグループ  宛


