
記事広告について 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ferretの紹介 

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 

レンタルサーバー wordpress 

meo 順位チェックツール 無料 

2位
クラウド型ERP
ERPパッケージ シェア

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 
動画　無料 
コンテンツマーケティング 
 
5位 
MEOとは 
ファイルストレージ 
サイト分析 
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、

3

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は非常に好まれ

ます。

○○の手法を探している
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会員属性 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25%
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7%
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7%

11%

34%
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24%

35%

11%

9%

11%

20%

9%

5%

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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掲載企業紹介 

500社以上のお取引があり、業界は幅広く多くの企業様に掲載頂いております。 

 

※上記は取引企業様の一部をご紹介しております。 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ferretの記事広告の目的 

認知獲得 

 

サービスリリースタイミングに合わせて記事公開することで相乗効果が得られ、より高い効果が期待

できます。 

SEO上位表示獲得 

 

ferretのドメインパワーとSEOノウハウをもとに上位表示を狙う記事広告を制作し、長期的にユーザー

を呼び込んでくれるコンテンツを目指します。 

CV獲得 

 

マーケターからの関心の高いサービスを記事で訴求しCV獲得を狙います。 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https://ferret-plus.com/34032

サイト売買サービス（SEO上位表示獲得） 

記事タイトル 

個人のサイト売買が熱い！放置ブログが最速３時間で

サクッと売れる「ラッコM&A」とは 

成果の出たポイント・コツ 

● ユーザーの検索意図に沿った記事制作を行い、再注力キー

ワードで検索1位を獲得しました。 

公開日  公開1ヶ月後のPV 

2021年5月14日  約2,300PV 

記事の効果 

● 最注力キーワードで検索1位獲得 

https://ferret-plus.com/34032
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https://ferret-plus.com/8998

チャットボット（SEO上位表示獲得） 

記事タイトル 

チャットボット（chatbot）とは？押さえておきたい3つの

メリットと企業事例 

成果の出たポイント・コツ 

● サービス紹介のボリュームを押さえ、「チャットボットとは」を疑

問に持つユーザーの問いに答える記事制作を行い長期間に

渡るSEO上位を獲得 

※「チャットボット」の検索で1位～4位を獲得 
　（検索順位は時期により異なります。）  

公開日  公開1ヶ月後のPV 

2018年1月10日  約5,800PV 

記事の効果 

● 記事公開から3年間以上SEO上位表示を獲得し続
け、累計約188,000PV（2021年7月時点） 

https://ferret-plus.com/8998
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https://ferret-plus.com/26431

3C分析ツール（認知獲得） 

記事タイトル 

3C分析で複数ツール使うのは面倒！ひとつのツールで

ferretの3C分析をやってみた 

成果の出たポイント・コツ 

● 「やってみた」記事としてferret編集部が実際に同ツールを使

用し3C分析を行う記事であったため読者への「自分ゴト感」を

高めた結果過去最高のCTRを獲得しました。 

● マーケティング関連のツールであればやってみた系記事のご

対応も可能です。 

公開日  公開1ヶ月後のPV 

2021年1月18日  約1,200PV 

記事の効果 

● 過去最高のCTR26%獲得 
● 無料登録複数獲得 

https://ferret-plus.com/26431
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https://ferret-plus.com/14922

レビュー効率化ツール（認知獲得・CV獲得） 

記事タイトル 

タブレット上で赤字入れが完了。在宅勤務で注目度急上

昇の「レビュー効率化ツール」とは？ 

成果の出たポイント・コツ 

● リモートワークの影響で増加している「見えないストレス」を代

弁し、共感を獲得した上でツールメリットを伝えたことにより、

自然に温度感を高められました。 
 

● ツールの操作画面を見せつつ、メリットを分かりやすく訴求

し、成果へと繋がりました。 

公開日  公開1ヶ月後のPV 

2020年5月28日  約2,300PV 

記事の効果 

● 無料登録17件獲得 

● LPでの直帰率が約3割改善 

● LP滞在時間が従来の広告経由の2倍 

● ページ回遊数が約2倍に増加 

● Facebook広告のクリック単価を過去最安まで抑制 

　　（Facebook広告で本記事を配信） 

https://ferret-plus.com/14922
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https://ferret-plus.com/13249

メール配信ツール（認知獲得・CV獲得） 

記事タイトル 

4人に3人の「兼務マーケター」に朗報。 

メールマーケ以上、MA未満の余白を埋める 

「シンデレラツール」登場 

成果の出たポイント・コツ 

● マーケターなら誰でも感じている「ちょうどよいツールがない」と

いうストレスを代弁し、共感を得た上でツールを紹介、自然な流

れでユーザーの温度感を高めました。 
 

● 「ぴったりくるツール」であることをイメージさせるために、「シンデ

レラツール」というキャッチコピーを提案し、惹きのあるタイトルと

しました。 
 

● こちらの記事でインタビューさせていただきました。 

公開日  公開1ヶ月後のPV 

2019年11月29日  約2,300PV 

記事の効果 

● 記事経由の問合せから 
　　　広告費用の3倍の受注獲得（LTVベース） 

https://ferret-plus.com/13249
https://ferret-plus.com/16792
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https://ferret-plus.com/19258

不正クリック防止ツール（CV獲得） 

記事タイトル 

「ひと手間」でPDCAサイクル100周分の効果!? 

広告パフォーマンスを10～30%上げる意外な裏技とは 

成果の出たポイント・コツ 

● 「不正クリックが減る」というメリットをPDCA100週分という分か

りやすい表現に翻訳しました。 
 

● 日々「0.0…%」のCVRと戦うマーケターに向けて、日々の積み

重ねを無駄にしてしまうかもしれない 

　不正クリックをまず確認すべきだと伝え、 

　温度感を高めました。 

公開日  公開1ヶ月後のPV 

2020年9月2日  約1,500PV 

記事の効果 

・無料登録10件獲得（うち2件が有料化） 

https://ferret-plus.com/19258
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記事タイトル 

SEO流入が60倍! 月500万UU突破の 

「暮らしニスタ」に学ぶSEO対策の最前線 

https://ferret-plus.com/11766

SEOコンサルティングサービス（CV獲得） 

成果の出たポイント・コツ 

● 課題解決意識の高いferret読者へ同社が実践している「SEOのコ

ツ」を公開し、そのレベルの高さからサービスへの信頼感が醸成さ

れ、確度の高い問合せへ繋げました。 
 

● 記事公開に合わせ、「ferret限定キャンペーン」を実施いただき記

事の効果をさらに高めました。 

 

公開日  公開1ヶ月後のPV 

2019年3月29日  約11,600PV 

記事の効果 

● 記事経由のお問い合わせから400万円分のコンサル
ティング案件受注 

https://ferret-plus.com/11766
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https://ferret-plus.com/3584

LP制作サービス（CV獲得） 

記事タイトル 

5年間のランディングページ制作で行き着いた 

鉄板の構成と7つのポイント 

成果の出たポイント・コツ 

● LP制作のコツを細かくノウハウ提供し、その流れでのWPとい

う導線がうまく機能しました。 
 

● LPとWPを記事の内容に合わせて新しく作っていただいたため

より高い結果を得られた記事です。 
 

● こちらの記事でインタビューさせていただきました。 

公開日  公開1ヶ月後のPV 

2016年3月15日  約21,000PV 

記事の効果 

● 記事経由からリード数1,200獲得（WP） 
● 記事経由からの総額1,000万円以上を受注 

https://ferret-plus.com/3584
https://ferret-plus.com/16792
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記事広告の役割 

サービスを

認 知
する

貴社サイトでのCV

SNS広告

自然検索 プレミアムプラン

サービスを

理 解
する

サービスに

問合せる

資料請求する

リスティング広告

バナー広告

記事広告

認知→CVを繋ぐ施策

既存の広告施策だけでは難しい、自然検索から

の流入やサービス理解促進をferretの記事広告

で行うことにより、より温度感の高い見込み客の

獲得が可能に

記事広告では従来の広告だけではリーチできないユーザーへのプロモーションが可能です。 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記事広告メニュー詳細

ferret編集部による読者目線の取材　　　読者への”翻訳”による魅力の最大化

記事を読み理解の深まった温度感の高い見込み客の送客

価格：1,000,000円／1本（記事の二次利用費込） 

  

実施まで約3週間！

掲載までの流れ

初回打ち合わせ

約5営業日 5〜15営業日 掲載2〜3ヶ月後

記事広告

A社 B社

比較

PV単価 360円 225〜450円 333円〜
（2,000～3,000PVを想定）

ferret

期限なし掲載期間

貴社ツール・サービスが、

「誰の・何を・どのように」

解決するものなのかを軸に、

記事テーマ、概要を決定します。

記事制作
実際に記事制作に入り、必要に応じて

取材を実施します。

初校ご確認〜修正〜再校を経て、リリース。

レポート作成
記事のビュー数や

文脈ごとのCTRを中心に、

2〜3ヶ月後にレポートを

ご提供いたします。

企画決定 記事リリース レポート提出
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記事広告

記事広告の効果をレポート

2-3か月後にレポートをご提出いたします。
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SEO上位表示記事への差し込みが可能

※リスティング広告出稿近しいほどの魅力

特定の検索キーワードで上位表示されているferretの編集

記事にカセットリンク差込を行い、カテゴリが同じサービスを

検討している顕在ユーザーにアプローチできる

〜2,000PV／月： 

〜3,000PV／月： 

〜4,000PV／月： 

以降1,000PV／月毎： 

記事広告と合わせてよく検討されるメニュー：既存記事差込

リンク差込タイプ

Check!

※合計3記事まで合算可能　※契約期間は3ヶ月〜 

既存記事差込の魅力

 

12万円／月（PV単価60円） 

16.5万円／月（PV単価55円） 

20万円／月（PV単価50円） 

＋5万円／月 

価格：120,000円〜／月 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12万円／月（PV単価240円） 

22万円／月（PV単価220円） 

30万円／月（PV単価200円） 

＋12万円／月 

記事広告と合わせてよく検討されるメニュー：既存記事差込

特選編集タイプ

Check!

価格：120,000円〜／月 

SEO上位表示記事への差し込みが可能

※リスティング広告出稿近しいほどの魅力

特定の検索キーワードで上位表示されているferretの編集

記事にカセットリンク差込を行い、カテゴリが同じサービスを

検討している顕在ユーザーにアプローチできる

既存記事差込の魅力

 

〜500PV／月： 

〜1,000PV／月： 

〜1,500PV／月： 

以降500PV／月毎： 

※契約期間は3ヶ月〜 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冊数  1冊〜 

納期  約1ヶ月 

ページ数  8ページ 

価格  300,000円〜／1冊 
※業種・業界、構成内容によって都度見積もり確認が必要です 

進め方 

・事前ヒアリング（KickOffの実施）  
　Lテーマの決定 / 納品物の仕様確認 / 進め方の確認 

・インタビューの実施  

　（資料のご提出で済む場合あり）  

・文字書き起こし  

・原稿確認（word形式）  

・構成（画像込み）  

・納品 

備考 

・業種・業界、構成内容によって都度見積もり確認が必要です  

・PDF形式での納品  

・文章チェックは、チェックのしやすさからWord形式で提供  

・インタビュー時間は2時間前後を想定しています  

・写真や絵図等の素材はお客様にご用意いただきます  

記事広告と合わせてよく検討されるメニュー：ホワイトペーパー制作代行



© 2021 Basic inc.21

会社概要

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


