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はじめに	
「お⾦を使わずに売り上げを増やす⽅法」があったら知りたいと思いませんか？Web

サイトの運営において、訪問者数の向上や成約率の向上は永遠の課題であり、集客の

ために Web 広告等の多額の予算が費やされています。しかし、多くの中⼩企業や⽴

ち上げて間もないベンチャー企業では、従来のメディアを⽤いた⼤規模な投資は困難

です。そこで⽣まれた⼿法が「グロースハック」です。グロースハックは、お⾦では

なく知恵を使い、また、インターネットの特性や群衆の⼼理を巧みに活⽤し、少ない

予算で⼤きな成⻑を遂げる試みです。例えば、無料メールを提供する Hotmail は、あ

らゆるメールの末尾に「Hotmail で無料メールアカウントを開こう！」というメッセ

ージを⾃動的に挿⼊しました。利⽤者がメールを送るたびに Hotmail ⾃⾝を宣伝する

効果があり、フリーメールが今ほど⼀般的でなかった 1997 年当時に、わずか半年で

百万⼈の利⽤者を獲得することに成功しました。ユーザーが⾃然と Web サイトを利

⽤し、さらに、そのサービスの宣伝に違和感なく協⼒してしまう点がグロースハック

の特徴です。	

本書では、まず、グロースハックの概要とその背景となる理論を説明します。シリコ

ンバレーの起業家やマーケティング担当者によって提唱された理論を知ることで、グ

ロースハックをより深く知ることができるでしょう。また、グロースハックを活⽤し

た国内外の成功事例を掲載しています。多種多様なグロースハックの事例から、興味

深い事例を⾒つけることができます。そして、Web サイトの⽬的に応じた施策の例



Web サイトのためのグロースハック	

Page	2	
COPYRIGHT(C)	株式会社クリエイターズネクスト	ALL	RIGHTS	RESERVED	

について議論し、最後に、グロースハックを⾏うために有効なツールを紹介します。

グロースハックは各サイトの製品や顧客によって適切なアプローチを検討する必要が

ありますので、⾃社での活⽤を考える契機となるでしょう。	

本書は Web サイト運営者、ならびに、ホームページ制作会社などの IT ソリューショ

ン提供者の⽅々に利⽤していただくことを想定しています。グロースハックを実現す

るには、マーケティングとシステム開発の双⽅が協⼒することが必須となりますので、

システム企画やプロジェクトマネージャーといった部⾨間の協⼒を推進できる⽅に最

適です。	
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発⾏者紹介	

株式会社クリエイターズネクスト	

「価値の⾼い、仕組みを、ともにつくる」	

メディア事業と WEB 制作事業を運営。介護施設の⼝コミサイト「⽼⼈ホームマップ」

は年間アクセス数 1000 万 PV 達成。「つぶやきレシピ」は 1 年半で 1 万 6000 件名の

会員を獲得した。	

WEB 制作では、顧客の⽬標を正しく認識した上で、それに近づける提案が出来るパ

ートナーとして、これまで 400 サイト以上のサイトプロデュースを経験。企画からマ

ーケティングまで⼀気通貫の WEB 制作⽀援を⾏う。特に、シニア向けサイトの構築

には⽋かせないノウハウを集約したコンサルティングサービス「シニアユーザビリテ

ィ研究所」を提供する。	

各種依頼、質問の宛先は以下の通り。	

• メールアドレス：info@cnxt.jp	

• 電話番号：0120-21-7070	

• FAX 番号：03-3466-4739	

• URL：http://cnxt.jp	
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Google	Analytics ⾃動解析サービス「KOBIT」	

Google	Analytics のデータを⾃動で解析し、WEB 担当者の役に⽴つレポートを作るサ

ービス。Google	Analytics を⾒るだけでは分かりづらい部分を分かりやすい図表を使っ

て説明する。解析したデータの特徴を元に、改善案を算出。パワーポイントを⽣成し、

ダウンロードが可能。	

• URL：http://kobit.in	

会社概要	

設⽴	 2004 年 10 ⽉ 19 ⽇（旧有限会社 Creator’s	NEXT、個⼈事業主として

2003 年 9 ⽉より運営）	

会社所在地	 品川オフィス：〒141-0001	東京都品川区北品川 5 丁⽬ 12-5	御殿⼭

河惣ビル６階	

代表取締役	 	 窪⽥望	

資本⾦	 1000 万円	

連絡先	 メールアドレス：info@cnxt.jp	

電話番号：0120-21-7070	

FAX 番号：03-3466-4739	

主要取引先	 株式会社アウンコンサルティング	

エン・ジャパン株式会社	

湖⼭医療福祉グループ	

株式会社 NTT コミュニケーションズ	

株式会社スプール	
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株式会社セブン・イレブン・ジャパン	

株式会社セールスフォース・ドットコム	

ソニー⽣命保険株式会社	

株式会社ドミノ・ピザ ジャパン	

株式会社電通	

⽇本マイクロソフト株式会社	

株式会社マウスコンピューター	

森ビル株式会社	

株式会社パソナキャリア	

株式会社富⼠通総研	

富⼠通株式会社	

株式会社リクルートキャリア	その他多数	

（敬称略、五⼗⾳順）	

顧問	 湖⼭泰成	(湖⼭医療福祉グループ代表)	

フェロー	 古⽊康太郎	(⽇本旅⾏業協会副会⻑・株式会社グローバルユースビ

ューロー	代表取締役副社⻑)	

	

代表取締役社⻑ 窪⽥望のプロフィール	

株式会社クリエイターズネクスト創業者。	

アメリカ合衆国ニューヨーク州⽣まれ。慶応義塾⼤学総合政策学部卒業。上級 Web

解析⼠。19 で起業し、創業して 10 周年。省庁やメーカー、介護医療業界不動産分野

での SEO 対策コンサルティングを担当。SEO 対策・Web 解析を担当し、売上増⼤、費

⽤削減⾯での成果をあげる。	
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はじめて Web サイトを作ったのは中学⽣の時。介護の⼝コミサイト「⽼⼈ホームマ

ップ」を 3 年で業界 No.1 の会員数にすることに成功。20 代の牽引する成⻑企業 100

に選出。	
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1.	グロースハックとは何か	
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1.1.	グロースハックが⽣まれた背景	

グロースハックは成⻑を意味する「グロース」と⾼度な技術を⽤いて物事を成し遂げ

る「ハック」を組み合わせた造語です。2010 年にショーン・エリスによって提唱さ

れました。当時、多くのベンチャー企業の成⻑を⼿助けしてきたショーン・エリスは、

ある企業で⾃分の役職を引き継ぐために、次の候補者を探していました。マーケティ

ング担当者という役職で募集していましたが、マーケティングという⾔葉が広い定義

を持つため、候補者は「マーケティングのチームを構築した経験」や「外部ベンダー

の管理」といったスキルを持つ⼈ばかりで、ショーン・エリスの役割を継承できる候

補者はいませんでした。そこで、彼は⾃分が求めているのは、ベンチャー企業に「成

⻑」をもたらせる⼈材であると宣⾔しました。マーケティングの知識にとどまらず、

製品開発やデータ分析などのあらゆるスキルを投⼊して、会社の成⻑に全てを捧げる

ことを求めました。これがグロースハックを担当する⼈材「グロースハッカー」の始

まりであり、新しいマーケティング担当者として注⽬されるようになりました。	

	

1.1.1.	グロースハックと従来のマーケティングの違い	

グロースハックは新しいマーケティング担当者とも呼ばれますが、グロースハックと

これまでのマーケティングとの違いはどのようなものでしょうか？従来、製品開発と

マーケティングは別の役割と考えられてきました。経営学の祖ピーター・ドラッカー

によると「企業の基本的な機能はマーケティングとイノベーションの 2 つしかない」

とされます。つまり、⾃動⾞業界で例えれば、新しい⾞を「創る」ことと、その⾞を
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「売る」ことは別の機能でした。しかし、グロースハックはマーケティングとイノベ

ーションの機能が重なるところにあります。例えば、Twitter は短⽂投稿サイトとい

う新しい価値を創造、つまり、イノベーションを起こしました。同時に、ユーザー同

⼠がフォローし合う機能を導⼊することで、製品を顧客に届ける役割、つまりマーケ

ティングの役割も果たしています。グロースハッカーは製品開発とマーケティングを

同時に推進することで、会社の成⻑をもたらす存在と⾔えるのです。	
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グロースハックと従来のマーケティングの⽐較	
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1.2.	グロースハッカーに求められる役割	

	

グロースハッカーの資質	

グロースハッカーは製品開発とマーケティングの双⽅への理解が求められます。具体

的には、多くの予算を投⼊せずにユーザーを増加させる仕組みを製品に組み込むよう

働きかける⼀⽅で、その仕組みを体験したユーザーの⾏動を定量的に理解・分析し、
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さらなる改善策を講じます。このようなグロースハッカーの役割を果たすために必要

な 5 つの資質「ABCDE」が提案されています。	

Analytical：分析的	

分析がグロースハッカーの最も重要な仕事です。グロースハックに関するあらゆる意

思決定は定量的なデータに基づきます。「⾚いボタンが、⻘いボタンよりもクリック

率が 20%⾼いから⾚いボタンを採⽤する」といった議論がグロースハックでは⾏われ

ます。また、データに注⽬することで、集中して検討するべき対象を理解することが

できます。売り上げの向上が⽬標と⾔っても何をすればよいか明確ではありません。

「訪問者の 50%がアカウントを作成しているが、アカウント作成者の 5%しか購⼊し

ていない」といったデータがあれば、アカウント作成後のサポートを充実するのが次

の⼀⼿として考えられます。グロースハッカーにとってはデータの分析が道しるべに

なります。さらに、分析による意思決定は再現性があります。KKD(勘、経験、度胸)

による売り上げ向上はうまく説明することができませんが、データによる分析は異な

る製品・ビジネス状況でも繰り返し成果を上げることが期待されます。	

Broad	interest	：	広い好奇⼼	

グロースハックには幅広いスキルが求められるため、T 型⼈間であることが望ましい

と⾔われます。T の横棒は「薄く広い」知識を意味します。グロースハックではプロ

グラム、⼼理学、ユーザー体験、インターネット上の⼝コミ等、多様なスキルを齧っ

ていると良いでしょう。また、T の縦棒は深い専⾨性を意味します。製品に関する深

い知識が必要となることは⾔うまでもありません。さらに、グロースハッカーとして



Web サイトのためのグロースハック	

Page	13	
COPYRIGHT(C)	株式会社クリエイターズネクスト	ALL	RIGHTS	RESERVED	

活躍する中で V 型⼈間になることが求められます。V 型⼈間は、⾼い専⾨性を持つ領

域が数個・数⼗個と増えることで、T 型⼈間から進化した姿です。	

Creative：	クリエイティブ	

グロースハッカーは右脳型⼈間が望ましいと⾔われます。左脳で分析を⾏うと同時に、

右脳を使って柔軟な発想も持ち合わせるのがグロースハッカーです。柔軟な発想がな

ければ、お⾦を使わずに成⻑を推進するという難題を解くことはできません。例えば、

逆転の発想が良い結果をもたらすことがあります。通常、ユーザーを増やそうと思え

ば、誰でも登録可能にすると良いと考えますが、逆に、招待したユーザーのみ登録で

きると限定することで、ユーザーの興味を⾼めたという例があります。他にも、「料

⾦を固定ではなく、ユーザーに選ばせたら、どうなるか？」「毎週使⽤しないユーザ

ーはアカウント停⽌する措置を与えたら、どうなるか？」といった創造的な問いを⾃

ら⽴てられるのがグロースハッカーの在り⽅です。	

Discipline	：	⾃律的	

グロースハックの仕事は地道です。ボタンの⾊や形といった細部にこだわって、施策

を繰り返し講じなければなりません。90 回の施策で失敗し続けても、100 回⽬に成功

することを信じて、あらゆる⼿を尽くすことが求められます。また、⼀つの⼤きな成

功を求めるよりも、⽇々の⼩さな成功を積み重ねられる⼈が向いています。その理由

は、成⻑が複利によってもたらされる点にあります。1 ⽇ 1%成⻑させることができ

れば、⼀年後には 38 倍の成⻑になります。⼤規模な広告予算を投⼊することなしに、
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1000 ⼈のユーザーを 38000 ⼈にまで増やすことができれば、どんな会社からも必要

とされるグロースハッカーになれるでしょう。	

Empathy:	共感的	

グロースハッカーはユーザーの思いに敏感である必要があります。どのようなユーザ

ー層が Web サイトを訪れて、どのような⽂⾔・⾊・画像を⾒ると、どのような感情

を抱き、そして、どのような⾏動をとるか、といった推測を⾏わなければなりません。

ユーザー体験について理解し、アクセス解析のデータからユーザーの思いを汲み取る

スキルが必要です。	

	

参考資料：	

• グロースハックとは何か	最もホットな仕事	グロースハッカーとは？	

(http://skillhub.jp/blogs/71)		

	

1.3.	グロースハックのプロセス	

グロースハックは反復的なプロセスです。仮説・検証・改善の PDCA(Plan,	Do,	Check,	

Action)のサイクルを素早く回すことで、⽇々の成⻑を実現します。	
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グロースハックのプロセス	

	

1.3.1.	各ステップで⾏うべきこと	

仮説の策定では、KPI(Key	Performance	Indicator)と呼ばれる成功・失敗を測るための指

標を決定します。ここで重要なのは、⾏動につながるような具体的な指標を⽬標に定

めることです。「売り上げ」「訪問者」といった指標は、関連する要素が多かったり、

外的要因により左右するケースがあったりするため、指標には向きません。例えば、
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ブログの記事における「訪問者の滞在時間」は良い粒度と⾔えるでしょう。滞在時間

を延ばすためには、記事の⽂章を伸ばす、広告の配置を換えるといった施策が考えら

れるので、次の⼀⼿を打ちやすくなります。	

検証を⾏うにはツールを利⽤します。Google	Analytics のような無料のアクセス解析ツ

ールが利⽤できるので、お⾦をかけずに、ユーザーの⾏動パターンを定量的に理解し

ます。検証を⾏う前に、期待できる数値をメモしておくと良いでしょう。過去のデー

タから類推して、Web サイトがどれだけの成果を上げるのかを予測しておきます。

初めのうちは、うまく予測できないかもしれませんが、毎⽇の積み重ねにより、精度

を挙げることができるでしょう。	

改善活動は失敗から学ぶ態度が求められます。グロースハックは⼀度の試⾏で、全て

解決する類のものではありません。うまくいかなかったところは、より焦点を絞って、

少しずつ改善すればよいのです。具体的には A/B テストのような、特定の機能につい

て複数のバージョンを⽤意し、異なるユーザーにそれぞれ⾒せることで、最適な設計

を探る⼿法が提案されています。分析的なスキルを活かして、問題の所在を切り分け

ることがグロースハッカーに必要な仕事です。	
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1.3.2.	改善活動の 4 つの視点	

	

改善活動の 4つの層	
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グロースハックの改善とは、⼀⼝に⾔っても様々なものが含まれます。Web サイト

の構造から考えて、4 つの層が提案されています。	

分析・計測⼿段の改善	

計測するツールを変えることは改善活動の⼀部に含まれます。Google	Analytics のよう

なアクセス解析サービスを導⼊することで、様々なデータが取得できるようになり、

従来できなかった分析が⾏えるようになります。より良い分析⼿法を⾒出すことで、

状況をより正確に理解することができるでしょう。	

単機能の改善	

グロースハックの中⼼となるのが単機能の改善です。ボタンの⼤きさやレイアウト、

表⽰や⼊⼒の機能といった改善がここに含まれます。FAQ ページを作ったり、チュー

トリアルを加えたりするケースも考えられるでしょう。A/B テストで条件を変えて最

適化する対象も、単機能が単位になります。	

サイト設計に関わる改善	

Web サイト全体に関する改善が必要になるケースがあります。Web サイトには、メ

ニューの構成や、時系列・カテゴリ別といった様々な⾒せ⽅があり、その⾒せ⽅によ

って、閲覧者への情報の伝わり⽅は異なると⾔われます。単機能の改善では効果が得

られない場合、思い切ったサイト設計の変更を⾏うことも必要になるでしょう。また、

技術的な⼤幅変更もサイト設計に含まれます。データの取得・表⽰に時間がかかり、
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ユーザーが離れていってしまう場合は、データベースの性能や構造を修正することで

改善を図るケースがあります。技術的なアプローチで改善を図ることも可能です。	

全体戦略の改善	

Web サイトがもたらす価値と⾒込み顧客の求めるものが異なる場合、そもそもの戦

略を再考することが求められます。例えば、⾒込み顧客に向けて⽴ち上げた商品紹介

サイトでも、投資家や採⽤候補者しか訪れていないことが分かればコーポレートブラ

ンドに特化させるほうが良いでしょう。他にも、⾃社の戦略変更や競合他社のサービ

ス導⼊などにより、Web サイトの⽬的が変わることがあります。Web サイトへの考

え⽅に対する改善は、頻度は少ないものの、検討の余地があるケースでもあります。	

	

参考資料：	

• 最近流⾏りのグロースハックって何？(http://dentsu-ho.com/articles/2453)		

	

1.4.	オフラインのグロースハック	

グロースハックは Web 上の取り組みに⽬が⾏きがちです。A/B テストのような Web

画⾯上の施策がグロースハックであると定義する場合もあります。しかし、成⻑をも

たらすならば何でも取り⼊れるのがグロースハックです。オンラインに限らず、オフ

ラインでの取り組みも柔軟に検討するのが良いでしょう。例えば、オンラインメモ帳

を提供する Evernote は、パソコンに貼るステッカーをユーザーに配りました。ステ
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ッカーには「私は失礼な態度をとりたいわけではなく、メモを取っているのです」と

書かれてあり、会議中にパソコンを使⽤するユーザーに⼈気になりました。会議中に

パソコンを使⽤するユーザーに好まれるステッカーを作ることで、製品の宣伝にユー

ザーを巻き込むことができた好例と⾔えるでしょう。Web サイトのグロースハック

を考える中では、オフラインのユーザーの⾏動にも気を配るとチャンスが⾒つかる場

合があります。	

	

Evernoteのシール	

https://www.pinterest.com/pin/257901516137228213/	
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オフラインのグロースハックでは、効率化・⾃動化を第⼀に優先するオンラインの施

策と異なり、⾮効率で地道な施策にも取り組むことが推奨されています。特に、グロ

ースハックを始める初期段階では、どのような施策が顧客に響くのかが明らかではな

いため、優先されるべきは既存のユーザーとより深く触れ合い、その反応を理解する

ことです。例えば、ルームシェア斡旋サービスの Airbnb は、登録したユーザーの家

を直接訪問し、部屋の写真をとり、ユーザーがルームメイトを⾒つける⼿助けを⾏い

ました。Web 上での施策に⽐べて、⼤幅に⼈⼿がかかる⽅法でしたが、初期のユー

ザー層から興味を引くには⼗分であり、週次の売り上げを 2 倍にすることに成功しま

した。その後、直接訪問の経験から写真の掲載が重要な要素であると理解したため、

Web システム上で写真の掲載を促す仕組みを導⼊するに⾄ったと⾔われています。	

	

1.5.	グロースハックによくある間違い	

グロースハックは流⾏り⾔葉になっており、また、その⾔葉が指す範囲が広いために、

誤解を⽣むことがしばしばあります。例えば、A/B テストを実施することがグロース

ハックと捉える⼈もいます。しかし、実際は「改善活動の 4 つの視点」の章で⾒たよ

うに、サイト設計や全体戦略の⾒直しを含めて成⻑を実現するのがグロースハックで

す。ここでは、グロースハックに関してよくある 5 つの間違った考え⽅について紹介

します。	

製品開発より先に成⻑を求めてしまう	



Web サイトのためのグロースハック	

Page	22	
COPYRIGHT(C)	株式会社クリエイターズネクスト	ALL	RIGHTS	RESERVED	

グロースハックは、優れた製品を顧客に届ける⽅法です。そもそも製品が優れていな

ければ成⻑を達成するのは困難ですし、たとえ顧客に製品が届いたとしても、それを

使ってもらえる⾒込みは⾼くありません。Airbnb のグロースハックを担当したグスタ

フ・アルストロマーは「製品と成⻑のどちらに⼒を⼊れるべきかと聞かれたら、間違

いなく製品と答える。成⻑させようとしている所は往々にして製品がしっかりしてい

ない。」と語ります。Web サイトであれば、そこに掲載するコンテンツを洗練させ

ることに、まず注⽬するべきです。既存の訪問者の満⾜度が⾼いことを確認できてか

らグロースハックに取り組むのが正しい⼿順だと⾔えます。	

機能を追加すれば顧客は増えると考えてしまう	

Web サイトを運営していると次々と機能を追加したくなります。アニメーションを

導⼊したり、地図を埋め込んだりすると、⾒栄えがよくなるので、より訪問者が増え

ることを期待するかもしれません。しかし、Web サイトにおいては必ずしも正解で

はありません。機能が多いと何ができるのかが不明瞭になり、訪問者が快適に感じら

れなくなるからです。例えば、Amazon の Web サイトは標準化されており、必要⼗分

な機能に収まっています。グロースハックにおいては、機能を追加するよりも、既存

の機能を最適化することが先決なのです。シリコンバレーの投資家デイブ・マクルー

アは「より多くの機能は必要ない。80％の時間を既存の機能をブラッシュアップする

ことに使い、残りの 20%の時間で新しい開発をしなさい。」と説いています。機能を

追加する前に、他にできることはないか考えてみましょう。	
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機能を⽂章で説明してしまう	

マニュアルが好きな⼈はいません。分厚い取り扱い説明書が添付される電気製品より

も、説明書なしでも使える iPhone を⼈は好みます。この傾向は Web サイトでも同様

です。例えば「宿泊したい場所と期間を選んで検索ボタンを押してください」と丁寧

に解説⽂をつけたくなりますが、解説⽂を無くても理解できるデザインにする⽅が訪

問者は好感を覚えます。また、解説⽂は初めて訪れた⼈には有効かもしれませんが、

再訪したユーザーには価値がありません。リピーターに対する配慮も含めて、シンプ

ルな Web サイト造りが求められています。	

⼀度に全てを解決しようとする	

Web サイトには様々な要素があるので、⾊々な個所を変えてみたくなります。また、

そうすることでより早い成⻑を期待してしまいます。しかし、Web サイトの 10 個の

要素を⼀緒に変えてしまうと、そこで成果が上がったとしても下がったとしても、ど

の変更が原因になったのかが明らかになりません。グロースハックにおいては、問題

を⼩さく切り分けて、細かい改善活動を素早く繰り返すことが重要なのです。	

失敗を恐れ、成⻑に「絶対」を求めてしまう	

グロースハックは試⾏錯誤を素早く繰り返すことで、最適な⽅法を⾒つける取り組み

です。試⾏錯誤を繰り返すということは、⼩さな失敗を積み重ねることでもあります。

Web サイトのデザインを変更して、⼀時的に収益や訪問者が減ってしまうこともあ

るかもしれません。そこで、「成⻑しないからグロースハックは意味がない」と結論
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づけてしまってはいけません。⼩さな失敗を受け⼊れる態度が必要です。グロースハ

ックの施策のうち、75%〜90%は失敗すると⾔われています。数⼗・数百の施策を試

し、失敗した場合はその原因に仮説を⽴て、さらなる改善を実施することが求められ

るのです。	

グロースハックでは「ブライトスポット」へ注⽬することが重要だと⾔われます。ブ

ライトスポットとは「うまくいっていること」を意味します。グロースハックが必要

な Web サイトでは、集客や収益に問題を抱え、様々な問題が⾒つかることでしょう。

しかし、そこで問題に引っかかるのではなく、「うまくいっている」機会に⽬をつけ

ることが必要だと⽰唆されています。「ボタンの⾊を変えたら、この指標が改善した」

「猫の画像を使った広告が意外とシェアされた」といった⼩さな成功例は、どの

Web サイトでも経験的に得られているでしょう。そういった⼩さな成功体験を積み

重ねることで、⼤きな成功につながっていくのです。	

	

参考資料：	

• サービス初期は”グロースハック”をするな！あなたの⽬を覚ます 8 つのアドバ

イス(http://growthhack.vasily.jp/2014/03/7-advice-for-pre-growth-services/)		
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1.6.	グロースハックと組織づくり	

グロースハックを⾏うには、単なるデータ分析や Web デザインの改善ではなく、

「組織と企業⽂化」の問題として捉える必要があります。もともとグロースハックは

製品開発とマーケティングの交わる概念なので、両⽅に責任の持てる経営層がグロー

スハックの取り組みに参画することは必須になるでしょう。	

	

1.6.1.	専属グロースハックチーム	

従来の製品開発とグロースハック向けの機能開発では仕事の進め⽅が異なります。そ

こで、フリーランス向け⼈材紹介サイトのランサーズでは、グロースハックの専属チ

ームを⽴ち上げました。専属チームを⽴ち上げた理由は以下のものがあります。	

• ⼩さい機能改善の優先度が下がりがちだった	

o 通常の開発チームは確実に成果が上がるものを優先するため、効果が出

るかどうかが不確かなグロースハックの施策は後回しになっていました	

• 会社の重要施策と位置付けたい	

o 従来とは異なる業務の導⼊なので、社⻑直属の専属チームを⽴ち上げ、

強いリーダーシップの下でグロースハックを始めました	

• 機能改善スピードを上げたい	

o 開発優先度を決めるには、その検討に時間がとられます	
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o グロースハック専属チームは、考えられる施策を「全部やる」という⽅

針にしたため、優先度に関する議論が必要なくなり、開発スピードが向

上しました	

グロースハックは従来の製品開発と⽐べて、業務プロセスや施策の評価⽅法が異なり

ます。そのため、専属のチームを⽴ち上げ、独⾃の運⽤と⽂化を築くと成果が上がる

かもしれません。ランサーズでは、グロースハックの施策を専任で⾏ったため、⼀か

⽉で 100 以上の施策を実現しました。クリック数が 220%向上するなどの成果が上が

っています。	

	

参考資料：	

• グロースハックチームを作って 1 ヶ⽉運⽤してわかったこと(http://www.web-

20.net/2013/11/groth-hack-team.html)		

	

1.6.2.	組織横断プロジェクト	

E コマースサイトと店舗販売の両⽅を⾏っている企業であれば、Web サイトと店舗が

相互誘導するグロースハックが有効です。しかし、Web サイトと店舗では担当部署

が異なるので、双⽅にまたがった施策を実⾏するのは簡単ではありません。組織を横

断して成⻑を実現するプロジェクトが必要になるでしょう。	
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メガネスーパーは店舗とサイトの双⽅を使った販売戦略を導⼊することで、短期間で

E コマースでの売り上げを 2 倍にするなど、優れた成果を上げました。メガネスーパ

ーの施策には以下の 3 つの軸があります。	

• 集客	

o 異なる複数のチャネルから同じメッセージを顧客に送ることを意識しま

した。E コマースサイトに、会社のブログを活⽤するなど、全社的な情

報資産を効果的に活⽤し、成果につながる集客を⽬指しました	

• 販売⼿法	

o Web サイトにおいて簡単に製品情報が理解できて、店舗と同様の購⼊

体験ができることを狙いました。ユーザーが理解しやすいよう Web サ

イトを洗練させる取り組みを⾏っています	

• 在庫管理	

o 店舗で⾒かけた商品が E コマース・サイトでは売り切れになっている等

の問題が起こらないよう、全社的な在庫管理体制を構築しました	

シリコンバレーのベンチャー企業では、グロースハックの担当者を役員の⼀⼈に加え

ています。これは、グロースハックが組織横断で施策を推進していく性質のものだか

らに違いありません。実際、メガネスーパーの例でも、いずれの施策も単⼀事業部で

完結するものはなく、組織横断の取り組みが必要になります。グロースハックを⾏う

には、リーダーの巻き込みと、縦割り組織を破る⽂化が求められるのです。	
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参考資料：	

• 実店舗ありきの EC、集客の⾒直し 4 つのポイント	メルマガ売上 14 倍の施策も

⼤公開	(http://eczine.jp/article/detail/1980)	

	

1.6.3.	グロースハックに求められる⽂化	

グロースハックは組織的な取り組みが必要なことを紹介しました。組織の変⾰には⽂

化の変⾰も伴います。以下のような⽂化を持つ組織では、グロースハックが成功しや

すいと⾔われています。	

データを重視する	

グロースハックはデータを分析して定量的な意思決定を⾏うのが原則です。「誰が⾔

ったか」「失敗した責任は誰がとるか」といった議論とは無縁の考え⽅です。企業に

よってはこういった考え⽅の変化を明⽰しなければ、グロースハックの考え⽅が組織

に浸透することはないでしょう。Web サイトの改善に関する意思決定は必ずデータ

に落とし込み、定量的な成果につなげる態度が求められます。	

顧客のデータを収集する機会は Web サイトだけではありません。店舗を持っている

企業であれば、店舗での顧客の活動もデータになります。データを収集する活動は全

社的なものなので、それを理解するよう社員を啓蒙していく必要があります。	

失敗を許容し、諦めない	



Web サイトのためのグロースハック	

Page	29	
COPYRIGHT(C)	株式会社クリエイターズネクスト	ALL	RIGHTS	RESERVED	

「失敗は成功のもと」と⾔います。⼩さな失敗を積み重ねることで、⾰新的なアイデ

アが⽣まれます。グロースハックは試⾏錯誤のプロセスなので、失敗を認める⽂化が

必要です。また、失敗を繰り返すのは精神的に困難を覚えることがあるかもしれませ

ん。そういった場合にも、チームとして現場を盛り上げ、担当者のモチベーションを

維持させる⾵⼟が望ましいといえるでしょう。	

施策や成果をシェアする	

グロースハックにはオープンな⽂化が向いています。うまくいった施策も、うまくい

かなかった施策も組織で共有することで、その Web サイトに合ったグロースハック

のノウハウを蓄積していくことができます。担当者同⼠が施策について議論を⾏うこ

とで、さらなる改善案を導出し、次の取り組みにつなげることができるからです。ま

た、優れた成果を共有し認知・賞賛することで、困難なグロースハックに取り組んで

いる担当者の意欲を奮い⽴たせる効果も期待できます。	

	

1.7.	グロースハックのまとめ	

本章では、グロースハッカーの役割やグロースハックの全体的な流れについて振り返

りました。グロースハックは少ない予算で⼤きな成⻑を実現するための、新しいマー

ケティングの⽅法論です。グロースハッカーには分析的なアプローチと創造的なアプ

ローチの双⽅が求められます。Web サイトのあらゆる要素に関して、⾼速に PDCA サ

イクルを回すことで、⽇々の成⻑を実現させます。オフラインを含めた取り組みや、
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組織と企業⽂化の変⾰など、あらゆる⾓度での検討が求められるのがグロースハック

です。	

具体的な施策を導き出すための理論として、グロースハック・ファンネルというモデ

ルが提唱されています。顧客が Web サイトを認知してから成約に⾄るまでの過程を

明らかにすることで、その局⾯に合った最適な指標や施策を導き出すのに役⽴ちます。

次章ではグロースハック・ファンネルの紹介に移ります。	 	
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2.	グロースハックの⽅法論	
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2.1.	グロースハック・ファンネルの概要	

2.1.1.	ユーザーの流れを可視化する⽅法	

ファンネルとは「漏⽃」を意味します。Web マーケティングの世界では、ユーザー

が Web サイトを認識してから、商品購⼊などの成約に⾄るまでのマクロな流れを漏

⽃に例えています。例えば、1 万⼈が Web サイトを訪問し、その 20%がアカウント

登録を⾏い、さらに、その 10%が商品の購⼊を⾏った、というようにユーザーの流れ

をイメージします。ファンネルを⽤いる利点は、問題の所在を明らかにすることです。

「売り上げの向上」を⽬標は⼤雑把すぎて、特定の⾏動を導き出すには不適切です。

しかし、売り上げを向上させるための⾜かせになっている部分をファンネルによって

突き⽌めます。ファンネルのイメージを持つと、Web サイトの訪問者数が少ないの

か、アカウント登録に⾄る割合が少ないのか、あるいはアカウントは作っても購⼊ま

で⾄らないのか、といった考察を⾏うことが可能です。問題の所在を明らかにするこ

とで、⾏うべき施策を精緻化することができるでしょう。	
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2.1.2.	AARRR モデル	

	

AARRRモデル	

グロースハックの分析においては AARRR モデルを⽤いるのが⼀般的です。シリコン

バレーの投資家であるデイブ・マクルーアによって提案されました。Web マーケテ

ィングの特徴をよく捉えていることが⾼く評価されています。	

AARRR モデルはグロースハックの重要な 5 つのステップから、頭⽂字をそれぞれとっ

て表したものです。Acquisition(獲得)、Activation(利⽤開始)、Retention(継続)、

Referral(紹介)、Revenue(収益の発⽣)と定義されています。	

AARRRモデル	 説明	
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Acquisition(獲得)	 Web サイトに訪問した段階	

Activation(利⽤開始)	 アカウント登録などを⾏い、訪問者が利⽤者に変わる段

階	

Retention(継続)	 利⽤者が複数回、サービスを利⽤している段階	

Referral(紹介)	 利⽤者が他の⾒込み顧客を招待し、新たな Acquisition(獲

得)を作り出す段階	

Revenue(収益の発⽣)	 E コマースにおける商品購⼊のように利⽤者が経済的価

値をもたらす段階	

	

本章では、各ステップにおいて考えられるグロースハックの施策について解説します。	

	

2.2.	Acquisition：訪問者を獲得する⽅法	

Web サイトで成果を上げるには、Web サイトを多くの⼈に認知してもらい、Web サ

イトに訪問させることが最初のステップです。Web サイトに集客できなければ、そ

の後のフェーズにつながりません。集客においては、訪問者の質と量の双⽅が重要で

す。⼈数が増えなければ成⻑できませんが、⾃社の製品・サービスに関係のない⼈た

ちを訪問させても意味がありません。効果的に Retention や Revenue につなげるため

には、成約につながりやすい、つまり、質の⾼い⾒込み顧客を多く集めることが重要

です。Web マーケティングでは⼆つの対照的な戦略が提案されています。	
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プル戦略とプッシュ戦略の⽐較	
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2.2.1.	プル戦略	

プル戦略は⾒込み顧客が商品を欲しいと思うように誘導する⼿法です。例えば、ゴル

フ雑誌でクラブの解説記事を読んだ読者は、営業員の売り込みを受けなくとも、その

クラブについて興味を持ち、購買意欲を⾼めます。グロースハックにおいても有効な

のは、この⾒込み顧客の需要を引き出す⽅法です。特に、現代は広告などが氾濫して

おり、消費者は様々な情報に曝されているので、提供者側から押し付けられた情報は

無視されたり、拒否されたりするケースが多くなっています。そこで、プル戦略を⽤

いて、⾃然とそのニーズを⾼める⽅法に注⽬が集まってきました。	

ブログ、ポッドキャスト、電⼦書籍、動画	

ユーザーが興味を持ちやすい記事や動画を発⾏し、訪問者を増やす⽅法はコンテンツ

マーケティングとも呼ばれます。優れたコンテンツを作成することで、その内容に興

味を持つ、質の⾼い⾒込み顧客を誘導することが期待されます。ブログはもちろん、

YouTube の動画や Amazon の電⼦書籍など、活⽤できるプラットフォームは年々増え

てきました。	

SEO	(検索エンジン最適化)	

現代では消費者が何らかの商品・サービスを欲しいと思ったときに、最初にとる⾏動

は Web 検索だと⾔われています。そこで、検索結果リストの上位に表⽰されれば、

その⼈は Web サイトを訪問し、商品を買ったり、サービスを利⽤したりする可能性

が⾼まると⾔えるでしょう。検索エンジンで上位表⽰されるには、技術的なテクニッ
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クが必要であり、Web サイトのプログラムを調整したり、Web サイトのコンテンツ

を充実させたりすることで、上位表⽰されることが期待されます。	

ソーシャルメディア	

Facebook、Twitter、Instagram、Pinterest など影響⼒を持ったソーシャルメディアは多

数存在します。Web サイトと同様にソーシャルメディア上で独⾃のページを⽤意す

ることで、新たな集客のチャネルを構築することができます。Web サイトの更新情

報などをソーシャルメディアに配信する等の使い⽅が想定され、その情報がシェアさ

れることでより多くの⾒込み顧客の⽬に触れることが期待されます。	

コンテスト	

Web 上で景品を供するコンテストを開催することは、グロースハックの⼿法の⼀つ

です。例えば、写真共有サービスを展開する Pinterest では、⾷事の写真を投稿し、

優れた写真には 100 ドルを与えるというコンテストを開催することができます。ユー

ザーは景品を求めて参加し、そのコンテストに参加する過程で、サービスに参加する

機会を得ます。	

	

2.2.2.	プッシュ戦略	

プッシュ戦略は Web サイト運営者から⾒込み顧客に対して情報を発信する、あるい

は押し出すことから、その名前がついています。従来のマーケティング⼿法において

は店頭販売や対⾯営業が該当し、利益率の⾼い製品・ブランド認知が重要な製品など
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に適した広告宣伝⽅法です。グロースハックにおいては、⼤規模な予算を必要とせず

に⾃社サイトをプッシュする⽅法を活⽤します。	

アフィリエイト・プログラム	

アフィリエイトはブログや Web サイトに広告を設置してもらい、その広告経由で商

品購⼊がなされた場合、広告主から広告設置者に報酬を⽀払う仕組みです。例えば、

Amazon はアフィリエイト・プログラムを実施しており、多くのブログ執筆者がその

本や電気製品の紹介記事と共に商品への広告を掲載しています。ブログ執筆者は広告

から利益を得ており、同時に Amazon は労せずして⾃社商品の宣伝をしてもらうメリ

ットを享受しています。もし E コマースの Web サイトを運営しているならば、アフ

ィリエイトの活⽤は検討に値するでしょう。アフィリエイトの代理店サービスを利⽤

すれば、Web サイト運営者と広告掲載者の間で直接交渉する必要がなくなるため、

効率的にアフィリエイトを拡げることができます。以下に有名なアフィリエイト代理

店を紹介します。	

• バリューコマース(https://www.valuecommerce.ne.jp/)	

• A8.net(http://www.a8.net/)	

• リンクシェア(http://www.linkshare.ne.jp/)	

タイアップ	

⾒込み顧客となる対象を別の企業と共有している場合、お互いに広告掲載や値引きク

ーポン等を発⾏し合うことで、相乗効果を上げることができます。例えば、海外航空

券予約サイトでは海外旅⾏者を対象にしているので、同じ顧客層をターゲットとする
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現地レンタカー会社と提携し、ホテルを予約した⼈にはレンタカーを安くするという

プロモーションを⾏うことが考えられます。値引きを求める顧客にとってはまとめ買

いをするインセンティブになるので、どちらの会社にとっても効果があります。	

Web広告	

⼀般的には Web 広告は単なる広告宣伝への投資なので、従来の Web マーケティング

の⼿法に分類されますが、特定の⽅法を⽤いることでグロースハックのような効果を

上げることができます。具体的には、LINE の広告スタンプが代表例となります。広告

は通常消費者の話題の中⼼になることはありませんが、広告でありながら「楽しく⾯

⽩いコンテンツ」でもあるため、多くの⼈にシェアされる可能性を秘めているのが

LINE の特徴です。ユーザーが⾃然と広告塔になってしまう仕組みはグロースハックの

⼿法と⾔えるでしょう。	

	

2.3.	Activation：利⽤を開始させる⽅法	

「訪問者」を「利⽤者」に変えるのが Activation の段階です。利⽤開始は主に「アカ

ウント作成」「E メール登録」などが代表的ですが、広い意味では「記事を読む」

「動画を視聴する」「シェアする」「コメントする」なども含まれます。Web サイ

トを開いた訪問者が、そのサイトに興味を⽰し、何らかの関わり合いを持ち始めるき

っかけを作ることが必要です。	
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2.3.1.	ランディングページ	

Web サイトを訪問した⼈が初めに⽬にするページをランディングページと呼びます。

ランディングページは利便性を徹底的に⾼めたものでなければなりません。訪問者が

少しでも違和感を抱くと、利⽤開始の割合は急激に減少してしまいます。例えば、ボ

タンの位置や⼤きさにしても、数ミリ単位で調整することでボタンの押しやすさが変

わると⾔われています。ページ全体の印象を左右する⾊合いや画像なども重要な要素

です。	

コピーライティングは特に重要な要素です。このサイトでは何のサイトなのか、どの

ようなユニークな価値を提供しているのかが⼀⽬で分かるよう、⽂⾔に配慮します。

例えば、個⼈宅の貸し借りサービスを⾏う Airbnb のホームページには「おかえりな

さい 190 カ国超の地元の家で、暮らすように旅をしよう」と記載されています。⾃

分の家のように、Airbnb で家を⾒つける様を「おかえりなさい」と表現しているので

しょう。また、世界中でサービス展開していることを明記することで、他⼈の家に泊

まるという⾏為にも不安がないことをアピールしていると思われます。	
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イメージを伝えるランディングページ	

https://ja.airbnb.com/	

能動的なアクションを明確にすることで利⽤開始を促進することが期待されます。例

えば、ホテル・航空券検索サイトの Expedia では、ホームページの⼀番⽬⽴つ箇所に

検索フォームを配置し、すぐにホテルや航空券を⾒つけることができるようになって

います。訪問者は、この Web サイトでできることを即時に認識し、利⽤開始するこ

とになるでしょう。	
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検索を促すランディングページ	

http://www.expedia.co.jp/	

	

2.3.2.	オンボーディング	

オンボーディングは元々、船や⾶⾏機に乗り込むことを指していました。転じて会社

に新規に参加する新卒・中途社員へのガイダンスなどを意味することもあります。グ

ロースハックにおいては、訪問者がその Web サイトを理解できるよう案内する仕組

みを指します。	

新規に Web サイトを訪れたユーザーに対して、「検索フォームはここ」「会員情報

はここをクリック」と⽰すことで、ユーザーは簡単に利⽤を開始することができます。

さらに、訪問時の体験はその後の利⽤率にも影響すると⾔われています。例えば、

Twitter は利⽤開始時に 7 ⼈以上をフォローしたユーザーは、すぐに Twitter の価値を
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理解し、継続使⽤に⾄ると⾔われています。そのため、Twitter のオンボーディン

グ・プロセスでは、7 ⼈以上のユーザーをフォローすることが推奨されるようになっ

ています。	

	

利⽤開始時にフォロワー追加を義務付け	

https://twitter.com/	
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2.3.3.	ゲーミフィケーション	

	

ゲーミフィケーションの概要	
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ゲーミフィケーションとは、顧客の興味を引くために、ゲーム以外の場⾯にゲームの

要素を導⼊することを指します。ゲームには興味を引くための多様なテクニックが開

発されてきました。	

• 課題	

o 解くべき問題、難易度設定	

• 報酬	

o バッジ、レベル、ポイント、限定コンテンツ	

• 交流(競争と協⼒)	

o 対戦、ランキング、アバター、対話	

例えば、プログラミング学習サイト Codecademy はプログラミングの課題を解くたび

に、バッジを獲得し、より難易度の⾼い課題に挑戦できるようになります。ゲーム感

覚で楽しさを与えることで、Web サイトの利⽤度を⾼めることが期待されています。	

	

2.4.	Retention：利⽤を継続させる⽅法	

新規顧客を獲得するコストは、既存顧客から同じ売り上げを獲得するためにかかるコ

ストの 5 倍と⾔われています。さらに、既存顧客の顧客離れを 5%抑えると、利益が

25%向上するという法則も提案されました。効率的に成果を上げ Web サイトの成⻑

を続けるためには、既存顧客を継続利⽤させることが重要です。継続利⽤には、ユー

ザーが「お気に⼊り」に登録して定期的に Web サイトを訪問するケースや、E メー

ルなどを送信して再訪問を促すケースなどが考えられます。	
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うまく継続利⽤につなげる⽅法は「ビタミン剤から痛み⽌めへ」という⾔葉に例えら

れます。ビタミン剤は興味を引く存在でありながら、あったらいい程度の存在でもあ

り、⽣活に必須というわけではありません。⼀⽅で、痛み⽌めは、無いと困る存在で

あり、それを⼿に⼊れるために⼈はお⾦を惜しみません。Web サイトも同じです。

初めは利⽤者にとってビタミン剤のようなものかもしれませんが、関係性を深めるこ

とで、痛み⽌めのように⽣活に⽋かせない存在になることができます。例えば、

Facebook は友達と交流するサービスなので、⼀⾒ビタミン剤のように⾒えます。し

かし、Facebook に没頭している⼈にとっては、Facebook で⽬⽴つことが⽣活の⼀部

であり、そこに流れる情報から取り残されることは「痛み」を感じるでしょう。優れ

た Web サイトは痛み⽌めになり得るのです。	

	

2.4.1.	驚きを与える、あるいは、与えない	

消費者向けサイトと、企業向けサイトでは、成功の秘訣が異なります。B2C の消費者

向けサイトでは驚きを与えることが重要です。⾒たことのない動画や真新しいコンテ

ンツで強い印象を与え、消費者の関⼼を引きます。⼀⽅で、B2B の企業向けサイトで

は、驚きを与えてはいけません。予測できる⽅法で情報が開⽰されることで、信頼感

を⾼めることが可能です。サイトのメニュー構成や IR 情報のトピックなどは、奇を

てらったものではなく、どのサイトでも受け⼊れられているものを⽤いるのが良いで

しょう。	
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2.4.2.	E メールの活⽤	

E メール送信はスパムメールとして扱われるリスクがあるため、利⽤に慎重になる

Web サイト運営者が多いと⾔われます。しかし、登録時に E メール送信を認めるよ

うチェックさせたり、いつでも配信停⽌する⼿段を提供したりすれば、スパムメール

として扱われるケースは⾼くありません。E メールは積極的に活⽤するべき、効果的

な⼿段です。	

E メールの送信はいくつかのパターンがあります。⼀つはイベントに基づいた送信で

す。製品発表などの Web サイト側のイベントもあれば、誕⽣⽇などのユーザー側の

イベントも考えられます。イベントに紐づいたメールの内容にすることで、ユーザー

の注意をより強く引くことが期待されます。もう⼀つはドリップキャンペーンと呼ば

れる送信パターンです。例えば、ユーザー登録から、1 ⽇⽬・3 ⽇⽬・7 ⽇⽬・14 ⽇

⽬・21 ⽇⽬といったタイミングでメールを送信します。タイミングに応じて内容も

カスタマイズすれば、ユーザーの習熟度に応じた誘導を⾏うことが可能です。	

	

2.4.3.	変化をつける	

Web サイトに新たなコンテンツが追加されたり、新たな機能が開発されたりすれば、

ユーザーの興味を引き、継続利⽤につなげることが期待されます。逆に、機能を制限

する⽅法もあります。例えば、クックパッドはレシピの検索機能を提供していました

が、ある時点で検索機能は有料ユーザーのみ利⽤できるように変更しました。不満を
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持つユーザーもいたかもしれませんが、Web サイトに変化をもたらすことで、その

動向が話題になり、再訪問が促された側⾯もあります。	

	

プレミアムと無料会員の差別化	

https://cookpad.com/premium_service/campaign/million_users	
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2.4.4.	コミュニティ	

ユーザー同⼠が交流できるコミュニティを作ることで、継続利⽤につなげます。参加

者が事例を共有したり、疑問に答えたりすることで、Web サイトとより強い関係を

築くことが可能になります。また、Web サイト運営者としても⾃然な形でユーザー

の意⾒を聞くことができるので、さらなる製品開発・マーケティング施策に活⽤する

ことができるでしょう。	

	

2.5.	Referral：紹介させる⽅法	

広告に予算を使わずにユーザー数を増加させるグロースハックにおいては、既存のユ

ーザーに新規ユーザーを招待させる仕組みは重要な要素になります。既存のユーザー

が新たな集客につながることで、指数関数的に利⽤者を増やすことが期待されます。	

グロースハックでは、Web サイト⾃体に集客の仕組みそのものを組み込みます。エ

ンジニアと共に製品開発に取り組む必要がありますが、集客や招待を⾃然と起こす機

能を組み⼊れることで効果的に訪問者を増やすことができます。	

	

2.5.1.	ソーシャルメディア連携	

Facebook などのソーシャルメディアは Web サイトと連携することが可能です。例え

ば、フィットネス管理アプリの Runkeeper は Facebook や Twitter と連携し、ユーザー

が⾛った距離などの情報をソーシャルメディア上にシェアすることができます。ユー

ザーは友達から応援してもらえると同時に、他のユーザーの集客に⼀役買っています。	
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Runkeeperからの Twitterへの投稿	

https://twitter.com/search?q=%23runkeeper&src=typd	

	

2.5.2.	バックリンク	

⾃社の製品に、⾃社の名前やリンクを掲載するのがバックリンクです。Hotmail がメ

ールの末尾に「Hotmail で無料メールアカウントを開こう！」というメッセージを⾃

動的に挿⼊したのが良い例でしょう。	

2.5.3.	インセンティブ	

紹介したユーザーに経済的なメリットを与えることで、紹介を促す⽅法です。Web

に限らず⾏われている⽅法ですが、グロースハックにおいても有効な⼿段の⼀つです。
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ユーザーにとっては貴重なキャッシュバックであっても、Web サイト運営者にとっ

てはテレビ広告などに⼤規模投資をするよりも⾼い投資対効果が得られることが期待

できます。なぜならグロースハックでは、既存顧客がさらなる新規顧客を呼び指数関

数的に成⻑することを想定しているからです。	

配⾞サービスを展開する Uber は友達を紹介することで、⾃⾝と友達の双⽅に 2000 円

分のクレジットを与えるキャンペーンを⾏いました。現⾦ではなくクレジットとして

提供することで、Uber の利⽤を促進する働きもあります。	

	

2.6.	Revenue：成約に⾄らせる⽅法	

顧客を説得し、お⾦を払ってもらう⽅法が AARRR モデルの最後のステップです。サ

ービスがお⾦を払う価値があるように⾒せることが、このステップの肝となります。

Web に特有のビジネスモデルを適⽤することで、成約率を向上させることが期待さ

れます。	

	

2.6.1.	フリーミアムモデル	

フリーミアムは無料を意味する「フリー」と付加価値のあるサービスを意味する「プ

レミアム」を合わせた造語です。基本機能は無料で提供し、さらに⾼度な機能につい

てのみ課⾦する⽅法を指します。Web サイトにおいては、使うまでその価値が分か

らないことも多いため、まず無料で利⽤させ、その価値を理解させることで、後の課

⾦につなげます。また、無料ユーザーであっても、その他のユーザーを誘因する効果
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やフィードバックを集めて製品効果に活かす意味があるので、Web サイト運営者に

とっては有益な存在です。	
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フリーミアムモデルの概要	
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2.6.2.	クロスセル	

複数商品のまとめ買いを促進する販売⼿法をクロスセルといいます。同時に買った場

合に、値引きや⼿数料無料などのインセンティブを与えることで、成約を促します。	

	

2.6.3.	タイムセール	

スーパーだけではなく、Web サイトでもタイムセールは有効です。値引きや在庫に

有効期限を設けることで、購買意欲を刺激します。	

	

2.6.4.	購⼊の意味づけ	

購⼊ボタンの横に「200 円で買えます」と記載するよりも、「コーヒー⼀杯で⼿に⼊

ります」と説明する⽅が、購⼊率が⾼かったという事例があります。⼈はストーリー

性を感じることで、興味を引かれる⽣き物です。ドライな説明から⼈間味のある説明

に変えるだけで成約率を⾼めるという⽅法はグロースハック“らしい”やり⽅だと⾔え

るでしょう。	
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「⽀払い」ではなく「コーヒーを買って」	

https://pixabay.com/ja/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%92%E3%83%BC-
%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC-

%E3%83%90%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%BF-285109/	

2.7.	⼀般的なグロースハックの施策	

グロースハックは世界中で様々な⽅法が研究され、各 Web サイトに合わせて多様な

施策が開発されてきました。ここでは、⼀般的に紹介される施策を⼀覧します。	

AARRRモデル	 施策	 概要	

共通	 A/B テスト	 ボタンの⾊や⽂⾔などの複数バージョンを⽐較

して、最も効果の⾼い表⽰を⾒出す取り組み	
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ボタンの移動	 最もクリックされやすいボタンの配置を探る。

訪問者の視線動向を考慮し、ミリ単位で精緻化

する	

⽂⾔最適化	 タイトル・説明・ボタンなどあらゆる⽂⾔で⾔

い回しを⼯夫する	

Acquisition(獲

得)	

SEO	 検索エンジンで上位表⽰されるための取り組み	

インフルエンサ

ー提携	

業界で有名な⼈間やソーシャルメディアで多く

のフォロワーを持っている⼈と提携し、シェア

やゲスト記事等を使って認知度を向上させる	

バナー最適化	 オンライン広告のデザインや⽂⾔を⼯夫する	

オフラインイベ

ント	

展⽰会・勉強会・飲み会などを開催し、あらゆ

る局⾯で認知度の向上を図る	

Activation(利⽤

開始)	

登録フォームの

簡素化	

⼊⼒⽂字数・クリック回数などを極限まで減ら

し、容易にフォームを完了できるようにする	

Retention(継続)	 通知の最適化	 誰に何をどのくらいの頻度で通知するかを探

り、最も効果的に再訪問を促す⽅法を⾒出す	

Referral(紹介)	 紹介プログラム	 新規ユーザーの紹介にインセンティブを与える	

ソーシャル対応	 ソーシャルメディアのログイン機能やシェアな

どを活⽤する	

アドレス帳イン

ポート	

携帯端末やフリーメールのアドレス帳を取得

し、紹介に活⽤する	

Revenue(成約)	 無料キャンペー

ン	

⼀時的な試⽤期間を設けて、その後の有償使⽤

を促す	
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参考資料：	

• 君にグロースハックはいらない(http://www.slideshare.net/takaumada/you-dont-

need-growth-hacking)	

	

2.8.	グロースハックの⽅法論のまとめ	

本章ではグロースハックの理論的背景と⼀般的な施策を紹介しました。グロースハッ

クでは AARRR モデルを⽤いて、ユーザーの⾏動する順に獲得・利⽤開始・継続・紹

介・成約のステップがあります。いずれのステップに課題、あるいは機会があるかを

定量的に分析することで、Web サイトの急激な成⻑を実現させます。	

AARRR モデルの各ステップで様々な⼿法が提案されてきました。いずれの施策も、⼤

規模な広告予算を必要とせずに、わずかな知恵と技術を活⽤することで Web サイト

の訪問者・利⽤者・購⼊者を増加させることを⽬指します。	

次章では、国内外のユニークなグロースハックの成功例を紹介します。爆発的な成⻑

を遂げた影には、単に理論を適⽤するだけではなく、各サービスにあった独⾃の⼯夫

があります。インターネット利⽤者の⼼理をうまく活⽤したグロースハックの事例を

研究することで、⾃社の Web サイトに最適なアイデアが浮かんでくることでしょう。	 	
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3.	国内外の成功例	
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3.1.	成功例に⾒るグロースハックのパターン	

グロースハックは Web サイトの特性に応じて多種多様です。本書は、その中でも 20

の事例を取り上げます。そのグロースハックの特徴に応じて「物語を創り出す」「広

告塔にする」「特別感を与える」「認識を変える」「オフラインでもつながる」の 5

つのカテゴリに分類しました。	

	

3.2.	物語を創り出す	

⼈間は丸暗記よりも、ストーリー性のある記憶に強いと⾔われます。脈絡、前後関係、

意味を伴うと、情報と情報が結びつき、より強い印象を与えます。強い印象を残す施

策を実施することで、⾃然とユーザーはその Web サイトを訪問(Acquisition)し、他者

に紹介(Referral)し、継続的に利⽤(Retention)することが期待されます。	
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3.2.1.	アイス・バケツ・チャレンジ	

	

©	Chris	Rand	/	
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Maino_performs_the_ALS_Ice_Bucket_Challenge.jpg	/	Creative	

Commons	Attribution-Share	Alike	4.0	International	

サービス提供者	

アメリカ ALS 協会。筋萎縮性側索硬化症	(ALS)	の研究⽀援のため、その病気の認知度

向上や寄付⾦の募集を⾏う⾮営利団体。	

グロースハックの施策	

2014 年夏に、寄付⾦調達のために、アイス・バケツ・チャレンジというキャンペー

ンを実施しました。参加者は、難病⽀援のために 100 ドル寄付するか、バケツ⼀杯の

氷⽔をかぶるか、あるいはその両⽅かを選択します。氷⽔をかぶる場合、動画でその

様⼦を撮影し、Facebook 等のソーシャルメディアへの投稿を⾏います。そして、次
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の参加者を三⼈指名(挑戦状を送る)し、24 時間以内に寄付か氷⽔のいずれかの⾏動を

とるように促し、参加が完了です。	

施策の狙い	

難病⽀援という社会的に認められたストーリーがあるため、運動に参加することが好

意的に認められやすい点が、この運動のポイントです。また、オバマ⼤統領、ビル・

ゲイツ⽒、ジェフ・ベゾス⽒など著名⼈が参加していることを公にしたため、参加す

ることが「良いこと・かっこいいこと」と認識され、より⼝コミを拡⼤させました。

加えて、以下の特徴が⼈々の参加⾏動を促進したと⾔われています。	

・	時間期限があり、⾏動を迫られること	

・	「やる・やらない」ではなく「いずれかをやる」というように選択肢が提⽰さ

れていること	

・	公に指名されることで、何らかの反応を要求されること	

・	3 ⼈の知⼈の名前を挙げるだけで、容易に広められること	

グロースハックの成果	

2013 年⼀年間で 270 万ドルだった寄付⾦は、アイス・バケツ・チャレンジが流⾏し

た⼀ヶ⽉だけで 9800 万ドルの寄付を獲得しました。YouTube には 230 万件、

Facebook には 240 万件、Instagram には 370 万件の投稿がなされ、世界的な注⽬を集

めました。	
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3.2.2.	1:Face	

	

1:Face	

http://www.1face.com/	

サービス提供者	

1:Face(ワンフェイス)は腕時計を販売し、売り上げを貧困や乳ガンといった社会問題

へと寄付するアメリカの社会企業。	

グロースハックの施策	
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1:Face は製品製造開始前に、クラウドファンディングサイトの Indiegogo で資⾦を調

達しました。クラウドファンディングとはインターネットを通して⼀般の聴衆から資

⾦調達を⾏う⼿法で、Indiegogo はその分野のリーダーです。1:Face は、Indiegogo で

資⾦を募り、その供出額に応じて、資⾦提供者に製品のプロトタイプを贈呈しました。	

施策の狙い	

Indiegogo における資⾦提供者は、商品の購⼊者でもあるとともに、製品の思想に共

感した商品のファンであるとも⾔えます。プロトタイプを受け取った資⾦提供者は、

積極的に製品を使⽤したり、周囲に⾃慢したりすることが期待されました。	

グロースハックの成果	

Indiegogo を通じて 35 万ドルもの資⾦調達に成功しました。結果として 27 万⼈乳が

ん患者⽀援、26 万⼈分の⾷糧⽀援などが実現されています。	

	

3.2.3.	Uber	
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Uber	

https://www.uber.com/ja/	

サービス提供者	

Uber はタクシー配⾞サービスを提供します。スマートフォンアプリから最寄りのタ

クシーや、ライドシェア(いわゆる、⽩タク)を希望する個⼈を検索し、呼び出すこと

が可能です。	

グロースハックの施策	

創業地のサンフランシスコで⼈気を集めていた Uber ですが、ボストンでは利⽤者数

が増えないという問題に直⾯していました。そこで、Uber は 2013 年に公共交通機関

がストライキを起こした際、公⽴学校の学⽣に無料で配⾞サービスを提供しました。	

施策の狙い	

困っているときに寛⼤な⽀援を受けると、イメージアップにつながります。Uber の

施策のポイントは、市⺠⽣活に⽀障をきたすストライキを利⽤して、利⽤者の⽀持を

得たところです。普段利⽤していない消費者に利⽤体験させ、利⽤者の裾野を広げる

ことにも成功しました。	

グロースハックの成果	

Uber の全世界での売上⾼は 2015 年末に 100 億ドルになるという予想があり、その成

⻑率は年間 300%と⾔われています。	
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3.2.4.	Secret	

	

Secret	

http://firmology.com/2014/03/19/share-secrets-on-new-social-network/	

サービス提供者	

Secret は匿名型メッセージングアプリです。	

グロースハックの施策	
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アプリにおけるセキュリティ上のバグを⾒つけた場合に、報奨⾦を⽀払う仕組みを発

表しました。ハッカーは利⽤者に被害を与えない範囲で、アプリのセキュリティ上の

問題を暴き、報奨⾦を得ることができます。そして、アプリは発⾒された問題を解消

することで、匿名性をより⾼めることにつながります。	

施策の狙い	

匿名を特徴としたアプリなので、利⽤者のセキュリティに対する要求は⾮常に⾼いも

のがあります。バグを継続して解消していることを明らかにすることで、利⽤者の信

頼を⾼めることが狙いです。	

グロースハックの成果	

2014 年 1 ⽉にアプリが公開され、ソーシャルネットワーク部⾨で 2 位のダウンロー

ド数を達成しました。	

ただし、2015 年 4 ⽉にアプリの提供が終了しています。	

	

3.3.	広告塔にする	

オンラインでもオフラインでも、既存の顧客にファンになってもらい、⼝コミの発信

源の役割を果たすことで、その商品・サービスの認知度向上に寄与させることができ

ます。グロースハックでも紹介(Referral)の促進に役⽴ちます。	
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3.3.1.	LINE	

	

ポッキー	x	プリッツ	x	LINE	限定スヌーピー動くスタンプ		

http://www.pocky.jp/event/odekake_line2015/index.html	

サービス提供者	

世界で 4 億⼈以上の利⽤者を持つ LINE は通話・メールアプリを提供しています。感

情やメッセージを絵⽂字形式で表⽰する「スタンプ」が⼈気です。	

グロースハックの施策	
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2013 年秋、江崎グリコのお菓⼦ポッキーを購⼊すると、無料でスタンプが取得でき

るキャンペーンが⾏われました。取得したスタンプは友⼈とのチャットなどで使⽤さ

れ、多くの⼈に拡散されていきます。	

施策の狙い	

スポンサー付きのスタンプは広告であると同時に、娯楽コンテンツでもあります。お

菓⼦の購⼊に対して娯楽コンテンツを提供するインセンティブを与えることで、売り

上げの増加が期待できます。同時に、スタンプがシェアされることで認知度の向上や、

新たな購⼊者の獲得に貢献します。	

グロースハックの成果	

ポッキーの売り上げが前年⽐ 120%という成果を上げました。スタンプは約 220 万⼈

にダウンロードされ、合計で約 4500 万回利⽤されたと⾔われています。	
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3.3.2.	Evernote	

	

Evernote	アンバサダープログラム	

https://evernote.com/intl/jp/community/	

サービス提供者	

Evernote(エバーノート)は個⼈向け⽂書管理システムです。パソコンや携帯端末にお

いて、メモをとったり、画像やファイルを保存したりできるサービスを提供していま

す。	

グロースハックの施策	
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Evernote を普及させる使命をもつ「アンバサダー」を数⼈選出し、ブログなどでのサ

ービス紹介を依頼しました。	

施策の狙い	

アンバサダーは⾃⾝のブログが Evernote のホームページに掲載されることで、ブロ

グのアクセス数が増えたり、ブログの知名度が向上したりするメリットがあります。

また、アンバサダーは報酬を受け取らないので、Evernote にとっては無償の宣伝活動

ができます。	

グロースハックの成果	

2010 年 9 ⽉時点では約 450 万⼈の利⽤者でしたが、2011 年 8 ⽉には 1250 万⼈と急成

⻑を遂げています。	
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3.3.3.	Dropbox	

	

Dropbox	

https://www.dropbox.com/ja/	

サービス提供者	

Dropbox(ドロップボックス)はオンラインストレージを提供するアメリカ企業です。

複数の端末で電⼦ファイルが⾃動的に共有・同期されるサービスが⼈気を呼んでいま

す。無料プランでは 2GB のデータ容量、有料プランでは 1TB 以上の容量が利⽤可能

です。	



Web サイトのためのグロースハック	

Page	72	
COPYRIGHT(C)	株式会社クリエイターズネクスト	ALL	RIGHTS	RESERVED	

グロースハックの施策	

新規ユーザーを招待すると、500MB の追加ストレージ容量が付与される招待制度が

あります。	

施策の狙い	

より多くのデータが保存できるので、ユーザーにとっては友⼈を招待するインセンテ

ィブになります。また、Dropbox にとっては、多少の容量増加では運営コストが上昇

しない仕組みを構築しているため、広告よりも効率的なユーザー増加⼿法になってい

ます。	

グロースハックの成果	

2007 年の創業からわずか 7 年で、全世界 3 億⼈の利⽤者を獲得しています。	
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3.3.4.	マンガボックス	

	

マンガボックスの Twitterにおける投稿	

https://twitter.com/search?q=%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%AC%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3
%82%B9&src=typd	

サービス提供者	

マンガの週刊誌をモバイルアプリで読めるサービスです。	

グロースハックの施策	

Facebook、Twitter、LINE、メール等でシェアをすると、最新話の⼀話先を先読み出来

る機能を導⼊しました。シェアの際にはマンガの画像を表⽰し、ユーザーが⾃然に喋

っているような⽂が⼊る⼯夫も取り⼊れています。	

施策の狙い	
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⼀話先を読めるようにしたことで、ユーザーの興味をくすぐり、シェアを促進してい

ます。また、マンガの画像と、ユーザーが話しているように⾒せることで、⾃然な⼝

コミが広がっているように認識させました。	

グロースハックの成果	

利⽤者の 10%〜20%が「シェアして先読み」を使⽤しており、シェアから 1 ⽇あたり

1000 ⼈の閲覧を獲得しています。	

	

3.4.	特別感を与える	

「限定品」に弱いのは⼈間の性でしょう。限定的な商品やサービスを利⽤し、⾃分だ

けが特別な存在であると感じることで、⼈々の欲求がくすぐられます。特別感を与え

るグロースハックの⼿法により、ユーザーの獲得(Acquisition)、利⽤開始(Activation)、

紹介(Referral)などの促進が期待されるでしょう。	
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3.4.1.	プーマ	

	

ペレが決勝戦開始直前に靴紐を直すシーン	

https://www.youtube.com/watch?v=ZpYlGhsAXLE	

サービス提供者	

Puma	(プーマ)	はサッカーを中⼼にしたスポーツ⽤品を製造する世界的なスポーツブ

ランドです。ドイツに本部を置いています。	

グロースハックの施策	



Web サイトのためのグロースハック	

Page	76	
COPYRIGHT(C)	株式会社クリエイターズネクスト	ALL	RIGHTS	RESERVED	

1970 年のワールドカップ決勝戦において、ブラジル代表のエース、ペレ選⼿はプー

マのスパイクシューズを履いて出場しました。そして、キックオフの直前にペレ選⼿

は審判に時間をもらうよう頼み、ゆっくりと靴紐を結び直しました。テレビ画⾯でク

ローズアップされたのは、ペレ選⼿と、そのスパイクにあるプーマのロゴでした。	

施策の狙い	

ペレ選⼿の⾏動はプーマとの事前打ち合わせの結果だと⾔われています。従来の広告

ではなく、決勝戦の試合中に画⾯に取り上げられる機会を意図的に作り出すことで、

より⾃然に視聴者への印象を残すことに成功しました。	

グロースハックの成果	

“サッカーの神様”とも呼ばれるペレ選⼿がプーマを履いていることが知られ、世界中

にいる何百万⼈ものファンから憧れの対象として認識されました。プーマはサッカー

における定番ブランドとなっています。	
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3.4.2.	コカ・コーラ	

	

ネームボトルキャンペーン	

http://c.cocacola.co.jp/sealcpn/namebottle/end.htm	

サービス提供者	

全世界で定番の炭酸飲料となっているコーラですが、競争に打ち勝ち、消費者に飽き

られないような広告戦略が求められていました。	

グロースハックの施策	



Web サイトのためのグロースハック	

Page	78	
COPYRIGHT(C)	株式会社クリエイターズネクスト	ALL	RIGHTS	RESERVED	

"Share	a	coke"(コーラをシェアしよう)	として、全世界で「ネームボトルキャンペーン」

を実施しました。具体的には、「Kanako(カナコ)」などの 250 種類以上の名前が⼊っ

たボトルを販売するキャンペーンです。また、ボトルに記載された番号を⼊⼒すると、

オリジナルのラベルを作成できるようにして、恋や感謝のメッセージを送る機会を提

供しました。	

施策の狙い	

⾃分や家族、ペット、友⼈など⾝の回りの⼈間のネームボトルを⾒つけると喜びを感

じます。ラベルを⾒つけた⼈はソーシャルメディアに投稿していったので、キャンペ

ーンが拡散していきました。また、周囲の⼈間にオリジナルメッセージを送るという

好ましい体験をすることで、コーラに対する印象をさらに向上させることができます。	

グロースハックの成果	

キャンペーン開始から 5 週間で 1 億本以上を売り上げました。そして、コカ・コーラ

の売り上げが 10 年ぶりに 2%向上するという結果を得ています。	
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3.4.3.	Mailbox	

	

アプリ利⽤開始までの「⾏列」	

http://appleinsider.com/articles/13/02/07/mailbox-app-reservations-go-live-in-app-store	

サービス提供者	

Mailbox(メールボックス)はスマートフォンで利⽤できる電⼦メール管理アプリです。	
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グロースハックの施策	

この無料アプリをダウンロードしたユーザーは、すぐにそのアプリを使⽤開始するこ

とはできず、ユーザ候補者として「⾏列」に登録されます。登録完了時には何⼈がそ

のユーザの前後に並んでいるかが表⽰され、その⾏列は 38 万⼈以上を数えました。	

施策の狙い	

「⾏列」に並んだユーザはアプリに希少性を感じ、期待感を⾼めるため、使う前から

ファンのような⼼理になることが期待されます。ファンは「⾏列」が⻑くなる前に友

⼈を招待したいと考えるため、アプリを他⼈に紹介する動機が強くなります。また、

⾃分が何⼈⽬の「⾏列」にいるかを⽰す画⾯は、画像共有サイトのインスタグラムに

投稿され、多くのユーザに共有されました。数⼗万⼈の「⾏列」がアプリのために作

られている状況は、メディアからも注⽬を集め、記事で紹介されるなどの宣伝効果を

上げています。	

グロースハックの成果	

6 週間で 100 万⼈のユーザ登録を達成し、サービス開始前に 50 万ダウンロードに到

達しています。「⾏列」の⼈数を表⽰する画⾯は毎⽇ 120 ⼈がインスタグラムに投稿

しました。	
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3.4.4.	Taylor	Swift	

	

テイラー・スウィフトのアルバムジャケット	

サービス提供者	

アメリカの歌⼿ Taylor	Swift(テイラー・スウィフト)は新アルバム「1989」を 2014 年

に発売しました。	

グロースハックの施策	
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アメリカでは定額⾳楽聞き放題サービス Spotify が流⾏していましたが、テイラー・

スウィフトは新アルバムを Spotify に配信しないことを発表しました。さらに、他の

アルバムに収録されている楽曲も配信不可の処理をとっています。	

施策の狙い	

⾳楽聞き放題サービスが普及してしまうと、彼⼥のファンであってもアルバムの購⼊

を控えてしまいがちですが、配信停⽌となると新アルバムを購⼊せざるを得なくなり

ます。また、⾳楽配信という時代の流れに抗する姿勢が話題作りにもなり、メディア

に取り上げられる効果も⽣みました。	

グロースハックの成果	

初登場 1 位、初週売り上げ 128.7 万枚を記録し、歴史的な⼤ヒットになりました。	

	

3.5.	認識を変える	

普段は気にも留めなかったことでも、受け⼿の認識を変えることで、⼈々の欲求を刺

激することが可能です。⾼いと感じた価格が低いと感じたり、参加する敷居が⾼いと

感じたものが親しみやすくなったりするグロースハックの成功例を紹介します。

Activation(利⽤開始)や Revenue(収益)を向上させる⼀⼿になるでしょう。	
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3.5.1.	クックパッド	

	

無料会員の画⾯	

http://cookpad.com/search/%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC	

サービス提供者	

クックパッドは⽇本最⼤の料理レシピ検索サイトです。	
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グロースハックの施策	

⽉額 280 円のプレミアム会員へ勧誘するメールの中で、単に⾦額を記載するのではな

く、「コーヒー⼀杯分で全ての機能が使い放題！」と記載しました。	

施策の狙い	

⽉額 280 円で Web サイトの機能が使えるだけかと思うと、やや⾼いと感じていた無

料会員も、コーヒー⼀杯分でという表現なら何となく⼿頃な気がする、という感覚を

巻き起こしました。表現を⼯夫することで、有料会員に登録するきっかけを与えてい

ます。	

グロースハックの成果	

2014 年には 140 万⼈ものプレミアム会員が登録しています。	
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3.5.2.	Wantedly	

	

ボタンラベルを⼯夫した求⼈情報サイト	

https://www.wantedly.com/projects/26643	

サービス提供者	

Wantedly は Facebook でのつながりを活⽤した転職サイトです。友⼈関係やスキル・

価値観を軸に転職活動を⾏うことで、企業にとっても求職者にとっても、最適なマッ

チングを⾏うことを⽬指しています。	

グロースハックの施策	
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求職者の⾯接依頼の「応募」ボタンを「話を聞きに⾏きたい」と記載しました。	

施策の狙い	

「話を聞きに⾏きたい」とすることで、応募に対する⼼理的な抵抗を減らすことを狙

いとしています。	

グロースハックの成果	

求職者当たりの応募率を増加させました。さらに、企業の⼈事担当者に会うに⾄った

割合も増加しています。	

	

3.5.3.	ミット・ロムニー候補	

	

ミット・ロムニー候補	

http://www.mittromney.com/	
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サービス提供者	

2012 年のアメリカ⼤統領選に共和党のミット・ロムニー候補が出⾺しました。選挙

を戦うためには献⾦を募る必要があり、Web サイトでの献⾦募集を強化するために、

グロースハッカーのアーロン・ジーンを招へいしました。	

グロースハックの施策	

アーロン・ジーンのチームは数時間サイクルで、A/B テストや Web サイトデザイン

の改善を試みたと⾔われています。特徴的な施策は、献⾦画⾯にプログレスバーを設

けたことです。献⾦⽬標額に対する現在の献⾦総額が⼀⽬で分かるようになりました。	

施策の狙い	

Web サイトを訪れた⼈はプログレスバーを 100%にするために、追加で献⾦したいと

いう衝動に駆られます。⾃分がロムニーの選挙の成功に貢献しているという⾃尊⼼を

⾼める演出となっています。	

グロースハックの成果	

献⾦を複数回⾏う⽀持者の数を３倍に増やし、結果として 1 億 8000 万ドルの集⾦に

成功しました。	

	

3.5.4.	Amazon	AutoRip	
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アメリカの Amazon	AutoRip	

http://www.amazon.com/b?node=5946775011	

サービス提供者	

Amazon の E コマースサイトでは CD を販売していると同時に、Amazon	Cloud	Player で

は MP3 などの⾳楽デジタルデータの販売も⾏っています。	

グロースハックの施策	

Amazon で CD を購⼊すると、商品が届く前に⾳楽データが視聴可能になるサービス

が Amazon	 AutoRip です。対応する曲については、これから購⼊する CD だけではなく、

過去に購⼊した CD に関してもダウンロードが可能になります。	

施策の狙い	
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消費者が購⼊するのは、CD という物理的なディスクから、楽曲そのものの体験に移

りつつあります。Amazon	AutoRip は消費者の⽬を CD 販売から、視聴体験に誘導させ

る施策です。	

Amazon の⽴場に⽴つと、CD 販売は物流インフラの維持コストがかかるのに対し、ダ

ウンロード販売は限界費⽤がほとんどゼロなので、ダウンロード販売を増加させるこ

とにメリットがあります。	

グロースハックの成果	

Amazon	AutoRip のサービスは、アメリカ・イギリスなど各国に導⼊されています。	

	

3.6.	オフラインでもつながる	

グロースハックはオンラインだけの施策ではなく、オフラインの施策を交えることで、

より⾼い効果を上げる場合があります。複数のチャネルを組み合わせることで、Web

サイトとユーザーが関わり合う頻度を向上させることができるからです。	
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3.6.1.	Tesco	

	

韓国のバーチャルスーパーマーケット	

https://www.youtube.com/watch?v=fGaVFRzTTP4	

サービス提供者	

Tesco	(テスコ)	は欧⽶亜でスーパーマーケットやコンビニエンスストアを展開するイ

ギリスの会社です。	

グロースハックの施策	
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韓国において、地下鉄の駅構内で、バーチャルな⾷料品陳列棚を壁⾯に設置しました。

消費者はスマートフォンを⽤いて、壁に映し出された⾷料品の QR コードを読み取り、

アプリ内の買い物カゴに商品を追加します。アプリ上で決済を⾏うと、商品は⾃宅に

届けられる流れになります。	

施策の狙い	

消費者はスーパーに⾏く時間もレジに並ぶ時間も節約できるため、バーチャルな陳列

棚は便利だと感じるでしょう。地下鉄の駅という⼈通りの多いところで買い物をする

ため、その⾏為⾃体が⾒込み顧客に対する宣伝効果があると考えられます。スーパー

側にとっても、店舗設置のリスクをとることなく、またネット通販と直接競合するこ

となく、新たな販売チャネルを築くことができるというメリットがあります。	

グロースハックの成果	

韓国における地下鉄駅での成功を踏まえ、イギリスの空港にも展開されました。	
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3.6.2.	Ingress	

	

拡張現実ゲーム	

https://www.ingress.com/	

サービス提供者	

Ingress	 (イングレス)	は Google によって開発されたスマートフォン向けのゲームです。

AR	(拡張現実)	と呼ばれる技術を⽤いており、スマートフォンの位置情報を活⽤しま

す。	

グロースハックの施策	

⼆つのチームに分かれて陣取りを⾏うのが、このゲームの⽬的です。Ingress ではゲ

ーム内の地図が、現実世界の地図と連動しています。ゲーム内で陣地を拡⼤したり、

アイテムを取得したりするためには、現実世界でもその場所を訪れなければなりませ

ん。	
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施策の狙い	

現実の移動とゲーム内の移動が連動しているため、「健康管理にも役⽴つ」「旅⾏＋

αの楽しみにもなる」といった⼝コミが巻き起こり、オンラインとオフラインの活動

の相乗効果を発⽣させました。特定の位置を訪れるとゲーム内で報酬を受けられると

いう使い⽅を応⽤して、観光振興や企業プロモーションにも活⽤されています。	

グロースハックの成果	

全世界のダウンロード数は 500 万⼈超に上っています。加えて、平成 26 年度「第 18

回メディア芸術祭」のエンターテイメント部⾨で⼤賞を受賞しました。	

	

3.6.3.	グルーポン	

	

グルーポンの商品画⾯	

http://www.groupon.jp/cid/237771	
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サービス提供者	

グルーポンは、共同購⼊型のクーポンを販売するアメリカの Web サイトです。	

グロースハックの施策	

購⼊者が最低⼈数を超えた場合にのみ有効になる共同購⼊型の割引クーポンを発⾏し

ました。また、映画チケット 3 枚といった、まとめ買い⽤のクーポンを提供すること

もあります。クーポンを贈り物に使うことも可能です。	

施策の狙い	

最低⼈数を超えるために、購⼊希望者がその他の購⼊希望者を勧誘してくることが期

待されます。また、その⽇限りのクーポンが多いため、時間の希少性から購買意欲が

刺激されていると考えられます。	

グロースハックの成果	

サービス開始直後の 2010 年から 2011 年にかけて、⽉間売り上げは 1100 万ドルから

8900 万ドルまで上昇しました。歴史上最も早く成⻑した企業といわれています。	
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3.6.4.ヨドバシ.com	

	

ヨドバシカメラの Eコマースサイト	

http://www.yodobashi.com/	

サービス提供者	

家電量販店を運営するヨドバシカメラの公式 E コマースサイト。	

グロースハックの施策	

店頭商品すべてにバーコードを添付し、スマートフォンの専⽤アプリで読み取ると、

モバイル端末から在庫状況、競合他社との価格⽐較、商品取り寄せに必要な時間など

が閲覧できるような仕組みを導⼊しました。店頭で商品を⾒た顧客は、レジで会計し

て商品を持ち帰ることなく、ワンクリックで商品購⼊が完結するようになりました。

スマートフォン経由で購⼊した場合は配送料が無料になる特典もあります。	
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施策の狙い	

家電量販店は「ショールーミング」と呼ばれる消費者の購買⾏動を課題にしていまし

た。ショールーミングとは、家電製品などの⾼額商品に関して、店頭で商品の現物を

確認した消費者が、その場で商品を買わずに、Amazon などの E コマースサイトで商

品を購⼊してしまう購買習慣を指します。インターネット上に⽐較サイトなどが豊富

になっているため、⼩売店が単なるショールームになり、購買はもっぱら E コマース

に流れていくことが家電量販店の問題になっていました。	

ヨドバシカメラはショールーミングを防ぐのではなく、逆に促進することで、⾃社の

収益を向上させました。商品の実物が感じられる店頭から、価格⽐較や商品購⼊がで

きる E コマースサイトへと⾃然に誘導することで、消費者の利便性を向上させていま

す。	

グロースハックの成果	

「ヨドバシ.com」の売り上げはʼ14 年 3 ⽉期に 650 億円、ʼ15 年 3 ⽉期には 1,000 億円

を超えることが期待されています。⽇本国内で 2,000 億円の売り上げを上げている

Amazon を追い抜く可能性もあります。	 	
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4.	サイト⽬的別の施策例	
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4.1.	「今すぐできる」グロースハック	

グロースハックは Web サイトごとの成⻑エンジンを発⾒し、それを最適化していく

⻑期的な取り組みです。前章で紹介した成功例も、様々な打ち⼿を試⾏錯誤する中で、

成功し有名になったものに過ぎません。Web サイトの運営者にとっては、成功例を

研究したとしても、「では、⾃分で何をすればよいのか」という段階に⾄ると、困っ

てしまうケースもあるかもしれません。本章では、グロースハックを「今すぐ」始め

るためにできることを、Web サイトの⽬的ごとに議論します。まず、何かの施策を

打ち、Web サイトの成⻑についてノウハウを収集することで、さらなる課題や機会

を⾒つけることができるでしょう。	

	

4.1.1.	アイデア導出フレーム	

博報堂コンサルティングは数百のグロースハック事例の中から汎⽤化できる特徴を抽

出し、「Growth	hacking アイデア導出フレーム」にまとめました。Web サイトだけで

はなく、現実世界でも適⽤可能な切り⼝を⽬指したと⾔います。このアイデア導出フ

レームは、⾃社での活⽤案を考えるのに役⽴つでしょう。	

アイデア導出フレーム	 概要	

「カタ」にはめ⾃然に

⾏動させる	

	

共同購⼊やまとめ買いを強制させる等、⾃然と利⽤が増え

るように仕向ける	

抵抗なくサービス拡散

に加担させる	

ソーシャルメディアや、地下鉄の構内など、⼀⽬に付きや

すい所で⾏動させる	
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広告以外で認知を広め

ていく	

「利⽤者を広告塔にする」「利⽤時に強制的に告知させ

る」などの機能を Web サイトに組み込む	

今まで無かったニーズ

を創り出す	

病気⽀援や投票参加のような、今まで考えていなかった欲

求に⽬を向けさせる	

つい選んでしまう気持

ちを醸成する	

「使う・使わない」ではなく、「有料で使う・無料で使

う」といった選択肢を⽤意し、⾃然な使⽤開始を促す	

とにかく使って頂く機

会をつくる	

LINE や Facebook などの⼈気プラットフォームを利⽤して、

無料サービスを提供する	

	

参考資料：	

• じわり広がる⽶国⽣まれの新⼿法

(http://www.hitachi.co.jp/products/foresight/marketing/008/index2.html)	

	

4.1.2.	Web サイトの⽬的	

Web サイトはそれぞれ⽬的を持って作成されます。グロースハックの案もその⽬的

に沿って考慮されるべきです。本章では 5 つの Web サイトの⽬的を抽出し、それぞ

れのグロースハック案について検討します。	

⽬的	 概要	

コーポレートサイト、

ブランドサイト	

	

⾃社そのものや何らかの商品に関する認知度を⾼めるため

のサイト。会社概要・IR 情報・採⽤情報・ブログなどが代

表的なコンテンツ	

例：トヨタ、三菱東京 UFJ 銀⾏	
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店舗案内	 店舗での商品販売やサービスを⾏っている会社が運営する

サイト。飲⾷店、⼩売店、サービス業などが多い。Web サ

イトから店舗に誘導し、店舗で収益を上げる	

例：スターバックス	

E コマース	 Web サイトで商品を販売し収益を上げるサイト	

例：楽天、Amazon	

Web メディア	 ニュース記事などを掲載し、広告収⼊を主とするサイト。

アフィリエイト等の成果報酬型の広告収⼊も含む	

例：ヤフー、カカクコム	

Web サービス	 Web サイト上で便利な機能や⾯⽩い体験を提供する。主に

有料プランやアイテム課⾦などで収益を上げる	

例：LINE、クックパッド	

	

4.2.	コーポレートサイト、ブランドサイト	

コーポレートサイト、ブランドサイトの⽬的は認知度を⾼めることです。また、プレ

スリリースや IR 情報など、特定の情報を正確に届けることも、⽬的の⼀つと⾔える

でしょう。AARRR モデルにおいては、獲得・利⽤開始・継続・紹介が重要であり、収

益を上げるケースは稀です。収益を⽬指す場合は E コマースサイトとの組み合わせと

捉えることができます。	

以下に、⼀般的なグロースハックの⽬標設定案を⽰します。	

AARRRモデル	 グロースハックの⽬標案	

Acquisition(獲得)	 ⾃社に興味を持った⼈が検索エンジンで容易に発⾒できる
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	 こと	

Activation(利⽤開始)	 ニュースレターやメールマガジンを配信している場合、ア

カウントの登録を⾏うこと	

Retention(継続)	 ブログを運営している場合、定期的に訪問させること	

Referral(紹介)	 プレスリリースや新規ブログ記事などがシェアされること	

Revenue(収益)	 (なし)	

	

4.2.1.	コンテンツマーケティング	

集客や継続の数値を向上させ、ブランドの認知度を⾼める施策としてコンテンツマー

ケティングが推奨されます。コンテンツマーケティングとはブログ記事や動画などで

価値のある情報を作成・配布し、⾒込み顧客との関係性を深める取り組みです。例え

ば、トヨタは「ドッグサークル」というオンラインコミュニティを⽴ち上げ、⽝の熱

中症対策や⽝のしつけ⽅法といった、⾃動⾞と⽝に関連した記事を掲載しています。

直接⾃動⾞を売り込むのではなく、⽝の飼い主という特定のターゲットに有益な情報

を提供することで、消費者の⾃動⾞に対する需要を喚起すると共に、企業のイメージ

アップに貢献しました。	

AARRR モデルにおいては、主に Acquisition	(獲得)	に対する施策で、Web マーケティン

グにおいてはプル戦略に分類されます。上記のトヨタの例であれば、「⾃動⾞ ⽝」

と検索したユーザーはドッグサークルの記事に到達し、Web サイトの訪問者数増加

に寄与することが期待されます。さらに、魅⼒的なコンテンツを提供することで

Retention(継続)や Referral(紹介)についても、ポジティブな効果が期待できるでしょう。
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⾃動⾞と⽝に興味のあるユーザーは新たな記事を⾒たり、⾃分の疑問・興味を解決し

たりするために、定期的に Web サイトを訪れます。また、興味深い記事やイベント

は友⼈同⼠でシェアすることも考えられます。	

	

トヨタが運営する「ドッグサークル」	

http://dog.toyota.jp/	

	

4.2.2.	ホワイトペーパーマーケティング	

コンテンツマーケティングの中でも、ホワイトペーパーを⽤いた⼿法をホワイトペー

パーマーケティングと呼びます。ホワイトペーパーは、従来、「⽩書」を意味してお

り、政治や社会経済の現状分析を⾏う⽂書でした。現在は、特定の技術・製品に関し

て市場動向などを解説するものを意味する場合が多くなっています。ホワイトペーパ

ーはブログに⽐べて、通常、分量が多く、専⾨性が⾼いため、その会社の技術⼒をア

ピールするのに役⽴つと⾔われています。ホワイトペーパーは、ユーザーの⽒名やメ
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ールアドレスを登録する代わりに、無料でダウンロードできる仕組みが多く⾒られま

す。⾒込み顧客のリストを作成できることもホワイトペーパーマーケティングの利点

の⼀つです。	

AARRR モデルでは、コンテンツマーケティングの⼀種なので、Acquisition(獲得)への

貢献が主となります。加えて、メールアドレスの登録などを⾏うため、Activation(利

⽤開始)のきっかけとも考えられるでしょう。取得したメールアドレスはイベントな

どの通知に活⽤できるため、Retention(継続)向上の施策に利⽤できます。	

	

4.3.店舗案内	

店舗案内型の Web サイトでは、Web サイトの所在地・提供する商品やサービスを紹

介し、その店舗に誘導することを⽬的とします。このタイプの Web サイトで最も重

要な施策は、オンラインとオフラインの相互誘導です。Web サイトへの訪問者が店

舗を訪れると共に、店舗への訪問者が Web サイトを閲覧するようになると、⼆つの

チャネルが相乗効果をもたらします。この施策は AARRR モデルにおける

Acquisition(獲得)に該当すると考えられます。	

AARRRモデル	 グロースハックの⽬標案	

Acquisition(獲得)	

	

オンラインとオフラインで相互誘導できること	

Activation(利⽤開始)	 アカウント登録を促し、クーポン配信などを⾏うこと	

Retention(継続)	 店舗の更新情報やイベント情報を掲載し、Web サイトへの

再訪問を促すこと	
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Referral(紹介)	 新製品情報などがシェアされること	

Revenue(収益)	 (なし)	

	

4.3.1.	チャネル別キャンペーン	

グロースハックの施策に移る前に、オンラインとオフラインで異なるマーケティング

⼿法の違いについて触れたいと思います。オンラインとオフラインの集客を考える際

には「⽬的は共通、⼿段は異なる」アプローチをとる必要があると⾔われています。

まず、⽬的については、企業から顧客へのメッセージがチャネルに関わらず、⼀定で

あることを意味します。店舗において安くて親しみやすいブランドを展開しているの

ならば、Web サイトにおいても安さと親しみやすさが感じられるよう、Web サイト

での価格体系・デザインなどを隅々まで統⼀させなければなりません。	

⼀⽅で、オンラインとオフラインでは⽤いる⼿段が異なります。なぜならば、それぞ

れのチャネルの得意な領域が異なるからです。オンラインのマーケティング活動では

低コストで⼝コミを創り出すことが容易だと考えられます。Web サイト上でイベン

トの告知などを⾏った際に、ソーシャルメディアで多くの「いいね！」を集めたとす

ると、オフラインでは考えられない数の⾒込み顧客に⼀⻫に周知することが可能です。

浅く広く周知するのが得意なオンラインに対し、オフラインは狭く深い顧客体験を提

供することができます。⼀⾏のテキスト広告よりも、店舗スタッフが対⾯で会話する

ほうが圧倒的に強い印象を訪問者に与えられます。また、実際に商品を⼿にとること

で得られる安⼼感はオンラインでは得がたいものです。	
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チャネル毎の広告戦略の特徴	

4.3.2.	O2O	
O2O は Online	to	offline(オンライン・トゥ・オフライン)の略で、Web サイトの訪問者

を店舗へ誘導する取り組みを指します。グルーポンが提供するオンラインクーポンな

どが代表的な例と⾔えます。O2O はスマートフォンの普及によって、より進化を遂

げました。GPS によって位置情報が特定できるようになったため、特定店舗の近隣ユ

ーザーについてのみクーポンを発券するような仕組みが構築できるようになったので
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す。また、リアルタイムの調整も可能であり、⾬の⽇だけに発券するクーポンなども

提供が可能になります。	

AARRR モデルにおいては、Activation	(利⽤開始)	の取り組みと考えられ、アカウント

登録したユーザーに対してクーポンの配信を⾏います。また、定期的な情報発信やタ

イムリーなクーポン発⾏などによって、Retention(継続)の指標も向上するでしょう。	

	

4.3.3.	Offline	to	Online	
前節で紹介した O2O とは逆⽅向の取り組み(オフライン・トゥ・オンライン)で、店舗

への訪問客を Web サイトへ誘導する施策です。来店した顧客が⾯⽩い商品や店舗の

写真を撮影し、ソーシャルメディアにシェアすれば、それに興味を持った⼈たちが

Web サイトを訪れるようになります。最終的には、その Web サイトへの訪問客が店

舗にも訪れるという好循環が期待できます。例えば、猫カフェ・フクロウカフェなど

と呼ばれるペットと戯れる喫茶店が⼈気を集めていますが、そこでは写真撮影が許可

されています。店舗で撮影された可愛いペットの写真がオンライン上で注⽬を集め、

Web サイト及び店舗への集客を増幅させています。	

AARRR モデルにおいては、Acquisition	(獲得)	と Referral	(紹介)	の組み合わせにあたる

施策と⾔えるでしょう。店舗にシェアされやすい装飾や商品を設置することで、オン

ライン上に紹介してもらい、Web サイトへの集客を増やす施策を検討してみてはい

かがでしょうか。	
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猫カフェの様⼦	

©	sprklg	/	http://www.flickr.com/photos/sparklig/4437424829	/		Creative	Commons	Attribution-Share	Alike	2.0	
Generic	

	

4.4.	E コマース	

E コマースでは、いかに成約率を⾼めるかが重要です。特に、⾼額商品を取り扱う E

コマースサイトの場合、たとえ集客が少なくても成約率が⾼ければ、⼀件あたりの収

益が⼤きいので、ビジネスとして成⽴させることができます。成約率を⾼めるには、

顧客からの信頼を得ることが求められます。⾃社商品に偏った⾒⽅ではなく、公平な

視点で競合⽐較を⾏ったり、質の⾼いカスタマーサポートを提供したりすることで、
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信頼感を醸成することが期待できるでしょう。また、注⽂フォームを極限まで簡素化

したり、安全な決済⼿段を複数⽤意したりすることも、成約を後押しする有効な⽅法

です。	

AARRR モデルでは Activation	(利⽤開始)	と Revenue	(収益)	が重要なステップです。最

適なデザイン、最適な⽂⾔を⾒出すことで、収益を最⼤化することが期待されます。	

AARRRモデル	 グロースハックの⽬標案	

Acquisition(獲得)	

	

商品に興味を持つ⼈が適切に集客できること	

Activation(利⽤開始)	 ユーザー情報・決済情報の登録を完了させること	

Retention(継続)	 定期購⼊を促すこと	

Referral(紹介)	 商品や Web サイトがシェアされること	

Revenue(収益)	 期待される収益を上げ、まとめ買いや⾼額商品への案内が

適切にされること	

	

4.4.1.	マルチメディア	

オンラインでは画像や動画の活⽤が効果的です。Facebook などにおいても、テキス

トの投稿よりも画像の投稿、画像の投稿よりも動画の投稿が優先的に表⽰されるよう

になっていると⾔われています。これはマルチメディアを⽤いることで、より豊富な

情報を伝えることができるからです。特に、写真共有サービスを展開する Pinterest

は E コマースへ強い影響を持っています。Pinterest で写真を閲覧してから、その商品

をオンラインで購⼊した経験のあるユーザーは全体の 32%に上ります。さらに、オン

ライン購⼊に加えて、オフラインでの店舗訪問や商品購⼊を含めると、その割合は
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75%にもなります。この商品購⼊率は、他のソーシャルメディアよりも⾼いと⾔われ

ています。E コマースにおいては、マルチメディアが差別化要因になっているのです。

E コマースの運営者は写真の掲載や、動画での商品説明を⽤いることで、Revenue(収

益)や Referral(紹介)を増加させることができるでしょう。	

	

Pinterestの購⼊機能	

https://business.pinterest.com/en/buyable-pins	

	

4.4.2.	A/B テスト	

A/B テストはどの Web サイトにも有効な施策ですが、E コマースの場合、収益に直結

するので、より重要な施策であると考えられます。A/B テストは Web デザインやコ

ンテンツに複数の選択肢を⽤意し、どちらがより良い成果を上げるかを⾒極める取り

組みです。「ボタンのデザイン」「メニューの構成」「バナーの有無」「タイトルや
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説明の⽂⾔」などのサイト上のあらゆる要素が、A/B テストの対象になります。例え

ば、購⼊ボタンの⾊は⻘よりも⾚のほうが、購⼊する確率が⾼いかもしれません。

「⽉額 280 円」と記載するよりも「コーヒー⼀杯分」と説明するほうが、成約率が向

上する可能性があります。このような⽐較を、Web サイトのアクセス解析ツールを

⽤いて、定量的に評価し、最適なデザインを⾒出すことで、収益を向上させることが

期待されます。	

	

4.5.	Web メディア	

メディア型 Web サイトの特徴は集客が極めて重要だという点にあります。閲覧数の

増加に⽐例して、広告収⼊が増加するからです。オンライン広告は、訪問者が広告を

クリックした際に報酬が発⽣する契約形態や、広告が表⽰された時点で報酬が発⽣す

る⽅式があります。広告の内容やコンテンツとの合致については、Web サイト運営

者が関与する余地が⼩さく、Google	AdWords などの広告配信システムや広告主が責

任を持つ場合が多いでしょう。	

AARRRモデル	 グロースハックの⽬標案	

Acquisition(獲得)	

	

多様なチャネルを活⽤し、訪問を最⼤化すること	

Activation(利⽤開始)	 アカウント登録を促し、新規コンテンツの通知などを⾏う

こと	

Retention(継続)	 E メール配信やソーシャルメディアの投稿で、⼈気コンテ

ンツ通知などを⾏うこと	
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Referral(紹介)	 コンテンツがシェアされること	

Revenue(収益)	 (なし)	

	

4.5.1.	インフルエンサーマーケティング	

Web メディアの運営においてはコンテンツの充実を図ることが、まず第⼀の施策と

なりますが、グロースハックの施策を考えたときには、外部の⼒を利⽤して、集客を

増加させる取り組みが有効です。Web メディアではソーシャルメディアでシェアさ

れることで、インターネット上の⼝コミを巻き起こし、⼈気を獲得することが望まし

いとされます。インターネット上の⼝コミを⽴ち上げるためには、影響⼒の⼤きなユ

ーザーの協⼒を得ると効率的に進めることができます。この考え⽅に基づいた集客⽅

法がインフルエンサーマーケティングです。	

ソーシャルメディアの影響⼒を活⽤	

インフルエンサーマーケティングは Web サイトに限った⼿法ではありません。芸能

⼈やスポーツ選⼿が紹介した商品やブランドが⼈気を得ることは以前からあります。

インターネット上でのインフルエンサーマーケティングの特徴は、ニッチ市場におけ

るインフルエンサーがソーシャルメディア上で⾒つけられるようになった点です。例

えば、IT ツールに詳しい専⾨家はブログなどで発信すると共に、IT ツールに興味のあ

る⼈をソーシャルメディア上のフォロワーとして抱えています。ここで、IT ツールに

関する Web メディアの運営者は、この IT ツールの専⾨家と提携することで、簡単に

⾒込み顧客にアピールできることになります。インフルエンサーは数万⼈以上のユー
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ザーとつながりを持っていることがあるので、市場全体に広告を打つよりも、数⼈の

有⼒なインフルエンサーと提携することで、より効率的なマーケティング活動が⾏え

ます。	

インフルエンサーマーケティングの注意点	

具体的な活動としては、インフルエンサーに対して、無報酬で中⽴的な⽴場の意⾒を

表明してもらうことが多いでしょう。Web メディアの記事をインフルエンサーがシ

ェアすると、そのインフルエンサーをフォローする数万⼈・数⼗万⼈のユーザーが⽬

にすることになります。ただし、消費者は「やらせ」に敏感なので、宣伝⽬的が透け

て⾒える⾔葉は批判の対象にもなり得ます。宣伝と悟られないよう宣伝を⾏うステル

スマーケティング、通称ステマが話題になったのも、そのためです。場合によっては、

インフルエンサーに報酬を渡した上で、スポンサーがついていることを明⽰した記事

を作成するのが良いでしょう。	
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インフルエンサーマーケティングの概要	
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4.6.	Web サービス	

Web サービスは、その Web サイト上での体験が全てです。そのため、Web サービス

において優れたユーザー体験を創り出すことが求められます。では、優れたユーザー

体験とはどのようなものでしょうか？以下のように、7 つのポイントが提案されてい

ます。	

1. 有⽤性：対象となるユーザー層にとって有益な価値を提供しているか	

2. 便利さ：Web サイトの使い勝⼿がよいか	

3. ⾒つけやすさ：欲しい情報に簡単にたどり着けるか	

4. 信頼性：活⽤事例など、価値を裏付ける情報を提供しているか	

5. 分かりやすさ：誰でも使いこなせるか	

6. 好ましさ：イメージやキャッチコピーが好意的な感情を抱かせるか	

7. 価値があるか：変化する訪問者のニーズに応えているか	

優れたユーザー体験を提供している Web サービスは、顧客を引き付ける可能性を秘

めています。そして、グロースハックが果たす役割は、ユーザーが⾃然に利⽤開始す

ることができて、継続的な習慣を創り出すところにあると⾔えるでしょう。	

	

AARRRモデル	 グロースハックの⽬標案	

Acquisition(獲得)	

	

想定する⾒込み顧客が適切に集客できること	

Activation(利⽤開始)	 新しいサービスを使⽤する際の不安や「ためらい」を排除

し、⾃然と利⽤を開始できること	
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Retention(継続)	 「あればよい」ものから「なくては困る」存在になれるよ

う、利⽤者の習慣に組み込まれるようにすること	

Referral(紹介)	 ⾦銭的・⼼理的なインセンティブにより、新規ユーザーに

対する広告塔になってもらうこと	

Revenue(収益)	 価値を認めた利⽤者が有償利⽤に進むこと	

	

参考資料：	

• ユーザーエクスペリエンスデザイン（UX デザイン）〜20%をマスターして

80%の結果を出す！(http://skillhub.jp/blogs/108)	

	

4.6.1.	承認欲求を刺激する	

Web サービスにおいてゲームの要素を取り込むのは有効な⼿段です。これまでゲー

ムとは考えられていなかったところまで、ゲーム化してしまうことがポイントとなり

ます。例えば、ユーザー情報を登録したらステージ 1 はクリア、友⼈紹介をしたらス

テージ 2 をクリアと定義し、その都度バッジを付与したり、アニメーションで賞賛し

たりするのです。「楽しい」というポジティブな感情を巻き起こすことで、Web サ

ービスの利⽤開始と継続利⽤を促進します。	

バッジを公開プロフィールに掲載したり、ランキング表を作り上位者を表彰したりす

ることは、⼈々の欲求を満たすことにつながります。この取り組みの解釈には、⼼理

学で提唱されているマズローの欲求段階説が有効です。欲求段階説では、⼈間の欲求
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には 5 段階の階層があり、低次の欲求が満たされることで、より⾼次の欲求に意識が

向くようになる⼼の動きを⽰唆しています。先進国においては、⾷欲・睡眠欲などを

含む⽣理的欲求(第⼀段階)や、⾝の危険・不安から逃れたいと思う安全欲求(第⼆段

階)はおおむね満たされています。第三段階の、集団への帰属を求める社会的欲求に

ついては、会社などのオフラインのつながりが減っている⼀⽅で、ソーシャルメディ

ア等を通したオンラインでのつながりが存在感を増していると⾔われています。そし

て、ゲーミフィケーションの報酬が該当するのは、第四段階の承認欲求です。承認欲

求は、他⼈から尊敬されたり、⼈から注⽬されたりしたいという欲望を指します。ゲ

ーミフィケーションで承認欲求を刺激することで、Web サービスの利⽤を促進する

狙いがあるのです。ちなみに、第五段階は⾃⼰実現の欲求であり、⾃⼰啓発や創造性

へのチャレンジを求める⼼を指します。マズローの欲求段階説に沿って考えると、今

後⽣まれてくる Web サービスは⾃⼰実現を⽀援するものが増えてくるかもしれませ

ん。	
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マズローの五段階欲求仮説	

4.6.2.	ウェルカム・ギフト	

⾼級なレストランやホテルでは、訪問するとすぐにドリンクやフルーツが振る舞われ、

訪問客は好意的な気分になると共に、その施設のサービスのレベルを知ることができ

ます。Web サービスにおいてもウェルカム・ギフトは有効です。単純に利⽤開始の

経済的インセンティブになると共に、どのようにサービスを利⽤するかを理解する⼿

順の⼀つにもなります。	

オンライン決済サービスの Paypal は新規利⽤者に 10 ドルのキャッシュバックを⾏い

ました。それなりのコストにはなりますが、テレビ広告などの⼤規模投資に⽐べると
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遥かに⼩さな投資でユーザーを増やすことに成功したと⾔います。投資対効果を量る

には、LTV(顧客⽣涯価値)という考え⽅が重要になります。⼀⼈の顧客がその Web サ

ービスに⽀払った合計⾦額を指します。平均すると⼀⼈のユーザーあたり、⽉額

1000 円のサービスを⼀年使⽤しているとすれば、LTV は 12,000 円になります。そし

て、LTV よりも顧客獲得に要するコストが⼩さければ、その販売促進活動は成⽴する

ことになります。ウェルカム・ギフトに 1000 円かけたとしても、LTV が 12,000 円あ

り、さらに LTV の上昇につながるのであれば、ウェルカム・ギフトは投資対効果があ

ると判断することができるでしょう。	

	

4.6.3.	戦略的価格設定	

Web サービスにおいては複数の有償プランを⽤意し、顧客に選択させることが⼀般

的です。複数の選択肢を提⽰することで、顧客の意識は「使う・使わない」という選

択肢ではなく、「どのプランを使うか」という⽅向に向くので、⾃然と有償利⽤に進

むことが期待できます。	

最近の Web サービスではフリーミアムモデルが流⾏しています。フリーミアムモデ

ルは基本的な機能を無償で提供し、付加的な機能を有償で提供する価格設定の⽅法で

す。ただし、価格と機能のバランスには詳細な検討が必要です。無償版であっても、

ユーザー体験が優れたものでなければ、誰も使うことはなく、グロースハックの⽬的

が達成できません。⼀⽅で、無償版があまりに⾼機能で、有償版との違いが⾒いだせ

ない場合、有償版に移⾏するユーザーが少なくなるという課題が発⽣します。例えば、
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ファイル共有サービスを展開する Dropbox は有償ユーザーが全体の 4%しかいないと

いう問題を抱えており、より⾼い付加価値を提供するために、ビジネスユーザーへの

サービスを拡⼤しています。フリーミアムモデルを成功させている例は、⾳楽配信サ

ービスを提供する Spotify です。Spotify では有償ユーザーが全体の 20%にも到達し、

商業的な成功を収めつつあります。無償版の⾳楽聞き放題機能と、有償版での⾼⾳質

サービスなどの付加的機能がうまく差別化できているのでしょう。	

	

Dropboxの提供プラン	

https://www.dropbox.com/plans	
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4.7.	サイト⽬的別の施策例のまとめ	

本章では「今すぐできる」グロースハックの⽴案を⽬指して、Web サイトの⽬的別

に具体的な施策を紹介しました。	

• コーポレートサイト、ブランドサイトではブログなどのコンテンツを充実させ

る	

• 店舗案内サイトではオンラインとオフラインの相互誘導キャンペーンを実施す

る	

• E コマースサイトでは A/B テストにより、Web デザインの最適化を図る	

• Web メディアではインフルエンサーとよばれる業界の有名⼈と提携する	

• Web サービスではゲーム的な要素を導⼊し、楽しさやユーザーの⾃尊⼼を刺

激する	

グロースハックの施策を実施するには、アクセス解析などで定量的分析を⾏う必要が

あるため、適切なツールの活⽤が⽋かせません。次章では、グロースハックに有効な

ツールの紹介を⾏います。	
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5.	グロースハックに活⽤できるツール	
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5.1.	施策とツールの関係	

前章では Web サイトの⽬的ごとに考えられる施策の案を紹介しました。それらの施

策を実⾏するには、既存のツールを活⽤すると、より速く・より⾼い効果を得られる

ケースがあります。本章では、グロースハックに利⽤できる代表的なツールを紹介し

ます。	

サイトの⽬的・施策・ツールの関係はそれぞれ以下のようになります。	

サイトの⽬的	 施策	 ツール	

共通	

	

アクセス解析	 Google	Analytics	
KOBIT	
KISSmetrics	
SumoMe	

コーポレートサイト、

ブランドサイト	

コンテンツマーケティング	 クラウド CMO	

コンテンツエビス	

店舗案内	 O2O	 LINE@	
ZIGSOW	RUNWAY	

E コマース	 A/B テスト	 Optimizely	
Kaizen	Platform	

Web メディア	 インフルエンサーマーケテ

ィング	

Buzzsumo	
Simply	Measured	

Web サービス	 ゲーミフィケーション	 gioco	
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5.2.	Google	Analytics	

	

グロースハックのアクセス解析では、Google	Analytics の利⽤が有効です。Google	

Analytics は Web サイトのアクセス解析において、最も⼈気のあるツールになってい

ます。2013 年には上場企業の 64%が Google	Analytics を採⽤していたとの調査もあり

ます。また、中規模・⼩規模の Web サイトにおいても、無料で⾼機能が扱えること

から、Google	Analytics の利⽤は⾮常に多くなっています。Google	Analytics が⼈気を得

た理由は、Web サイトを「いつ・誰が・何を・どのように」閲覧しているのかが明

らかになることです。グロースハックの⽬的に応じて、期待通りの結果が得られてい

るか、問題があるとすれば、どこにあるのかを理解することができる強⼒なツールだ
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と⾔えるでしょう。本節では、AARRR モデルの各ステップについて、Google	Analytics

の役⽴つ機能を紹介します。	

	

参考資料：	

• http://www.google.com/analytics/	

	

5.2.1.	Acquisition	(獲得)	

Acquisition(獲得)の状況を確認するには「集客」レポートが有効です。どのようなチ

ャネルを経由して、Web サイトに辿り着いたかを分析することができます。チャネ

ルごとの⾏動パターンや成約率を分析することができるため、各チャネルの機会や課

題の特定にも役⽴ちます。	

	

図：「集客」	>	「サマリー」	
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検索エンジンは集客にとって重要な要素です。検索エンジンでどのようなキーワード

で検索されているのかを知るためには「集客	>	検索エンジン最適化>検索クエリ」の

レポートが有効でしょう。検索されているキーワードについて、コンテンツを充実さ

せると、集客を増加できる可能性があります。	

	

図：「集客」	>	「検索エンジン最適化」	>	「検索クエリ」	

5.2.2.	Activation	(利⽤開始)	

Google	Analytics において、Web サイト内の特定の⾏動を分析するにはイベントの機

能を活⽤します。Web サイト内の動画の再⽣、ホワイトペーパーのダウンロード、

問い合わせフォームの送信などをイベントとして定義し、どのような活動が⾏われて

いるかを確認できます。「⾏動	>	イベント	>	サマリー」のレポートでその内容を確認

します。	
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図：「⾏動」	>	「イベント」>	「サマリー」	

5.2.3.	Retention	(継続)	

Google	Analytics では新規ユーザーと再訪問ユーザーの違いを分析することが可能です。

Retention(継続)を向上させるには、再訪問ユーザーの割合や滞在時間が増加すること

を⽬標とすることになります。Google	Analytics においては「ユーザー	>	⾏動	>	新規と

リピーター」のレポートが有効です。	
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図：「ユーザー」	>	「⾏動」	>	「新規とリピーター」	

5.2.4.	Referral	(紹介)	

Google	Analytics はソーシャルメディアにも対応しています。運営している Web サイ

トにソーシャルメディアから流れてきた訪問者はどれくらいいるのかを分析したり、

どのコンテンツが話題に上っているかを理解したりできます。「集客	>	ソーシャル	>	

サマリー」のレポートが、ソーシャルメディア分析の⼊り⼝になるでしょう。	
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図：「集客」	>	「ソーシャル」	>	「サマリー」	

5.2.5.	Revenue	(収益)	

Google	Analytics では Web サイト上での特定の⾏動を「⽬標」と定義することで、そ

の活動を追跡します。商品購⼊が⼀般的な利⽤⽅法ですが、そのほかにも問い合わせ

フォームの送信やユーザーアカウントの登録などの⾏動を「⽬標」として管理するこ

とができます。「⽬標」が達成されるまでの Web サイト内での⾏動を分析し、より

多くの収益が上げられるよう、Web サイトの最適化を⽬指します。「⽬標」に関す

る⾏動の概要が⽰されるのが、「コンバージョン	>	⽬標	>	サマリー」のレポートです。	

	

図：「コンバージョン」	>	「⽬標」	>	「サマリー」	

(出典：https://www.allegro-inc.com/seo/6733.html)	
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E コマースについては専⽤のレポートが⽤意されています。購⼊数や注⽂額を分析す

ることが可能です。さらに、商品のカテゴリ別や、サイズ・⾊などの細かい仕様別の

切り⼝で詳細な分析を⾏うこともできます。	
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図：「コンバージョン」	>	「eコマース」>	「サマリー」	

(出典：http://ecclab.empowershop.co.jp/archives/465) 	
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収益の向上には A/B テストが有効な⼿段であり、Google	Analytics も A/B テストの機能

をサポートしています。「⾏動	>	ウェブテスト」のレポートを活⽤することで、A/B

テストが実施できます。	

	

図：「⾏動」	>	「ウェブテスト」	

(出典：http://www.tam-tam.co.jp/tipsnote/seo/post3556.html)	
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5.3.	アクセス解析	

Google	Analytics は⾼機能の優れたアクセス解析サービスですが、⾼機能であるが故に、

その豊富なデータを使いこなすのは簡単ではありません。Web マーケティングの基

礎知識を⾝に付けなければ、⽤語を理解するだけでも⼤きな苦労があります。そこで、

より付加価値の⾼いアクセス解析ツールを利⽤する選択肢があります。Web サイト

の状況に応じて、検討するべき事項を明確にしてくれますので、「次の⼀⼿」につな

がる洞察が得やすいというメリットがあります。本節では代表的なアクセス解析サー

ビスを紹介します。	

	

5.3.1.	KOBIT	

	

KOBIT は Google	Analytics のデータを⾃動で分析し、Web サイト運営者の必要な情報に

絞ってレポートを作成してくれるサービスです。Google	Analytics を⾒るだけでは理解
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しにくい情報についても、図表を通して直感的に理解できます。また、パワーポイン

トとしてダウンロードできるため、社内での共有・加⼯も容易です。	

Web サイトの改善案を検討しやすくするため、以下の 5 つの切り⼝で分析が⾏われ

ます。	

• サイトの潜在的な⼒	

• 来訪ユーザーの特徴	

• SEO(検索エンジン最適化)に関する成果	

• Web サイト内の導線の最適化	

• 成約率の分析	

以上の切り⼝で分析することで、定量的なデータ分析による Web サイトの改善が⾏

えます。	

	

参考資料：	

• https://kobit.in	

※注：KOBIT は本書の発⾏元クリエイターズネクストが運営しています。	
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5.3.2.	KISSmetrics	

	

KISSmetrics は訪問者の⾏動に着⽬したアクセス分析サービスです。最近のユーザーは、

複数の端末から複数回 Web サイトを訪問し、数⽇〜数カ⽉の下⾒期間を経てから購

⼊することがあります。KISSmetrics では、このような複数端末での過去データを遡っ

て購⼊履歴と結びつけられるので、どんな訪問者が⻑い下⾒期間の後で成約に⾄った

かを分析することが可能になります。	

	

参考資料：	

• http://www.kissmetrics.jp/	
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5.3.3.	SumoMe	

	

SumoMe はアクセス解析を含めてグロースハックに必要なツールをまとめて提供する

サービスです。グロースハックのノウハウを詰め込んだ機能を、⾃社の Web サイト

に導⼊することができます。具体的には、以下の 10 個のツールが提供されています。	

AARRRモデル	 グロースハックの⽬標案	

List	Builder	 適切なタイミングで表⽰される E メール登録フォーム	

Heat	Maps	 訪問者が Web サイトのどの位置をクリックしたかを視覚的

に理解する	

Share	 各種ソーシャルメディアのツールバーを Web サイトに設置

する	

Welcome	Mat	
	

成約につながりやすいページの雛形	

Content	Analytics	 ブログ記事などで、ページのどこまでスクロールされ、ど

のパラグラフやボタンが表⽰されたかを知る	
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Smart	Bar	 画⾯上部に表⽰できる E メール登録フォーム	

Contact	Form	 画⾯のどこにでも簡単に設置できる問い合わせフォーム	

Scroll	Box	 必要な場合のみ表⽰される E メール登録フォーム	

Image	Sharer	 Web サイト内の画像を容易にシェアできるようにする	

Highlighter	 訪問者が Web サイトの記事をハイライトした際に、その箇

所を容易にシェアできるようにする	

	

参考資料：	

• http://sumome.com/	
• http://www.ptengine.jp/blog/index.php/growthhack_sumome/	

	

5.4.	コンテンツマーケティング	

5.4.1.	クラウド CMO	
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コンテンツマーケティングに必要な⽂書編集機能や分析機能をまとめて提供するサー

ビスです。⼀つの画⾯で、記事本⽂とソーシャルメディア上での説明⽂を編集できる

など、便利な機能が含まれています。登録したキーワードに関して、⾃社の Web サ

イトが検索エンジンでどのくらいの順位で表⽰されるかを分析する機能があるので、

どのようなコンテンツに注⼒するべきかを知ることが可能です。また、効果測定の分

析画⾯ではコンテンツマーケティングで確認するべき指標があらかじめ定義されてい

るので、コンテンツマーケティングの経験が少なくても適切な PDCA サイクルを回す

ことができるでしょう。	

	

参考資料：	

• http://innova-jp.com/service/cloud-cmo/	
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5.4.2.	コンテンツエビス	

	

訪問から成約に⾄るユーザーの活動を⼀つの指標に換算し、コンテンツの成果を測定

するサービスです。グロースハックの AARRR モデルに似た 4 つのステップを定義し、

ユーザーの獲得・紹介・収益といった各段階での成果を記事ごとに測定します。この

サービスを提供するロックオン社は、インターネットでの効果測定に関して包括的な

機能を持つマーケティングプラットフォームを運営しています。⽉額利⽤料	50,000

円（税別）から。	

	

参考資料：	

• http://www.ebis.ne.jp/function/contents.html	
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5.5.	O2O	
5.5.1.	LINE＠	

	

LINE＠は消費者と LINE 上でコミュニケーションするための企業向けアカウントです。

LINE 上で「友達」になった顧客に対して、個別のチャットや⼀⻫メッセージ送信を送

るなど、より深い関係を築くことができます。アカウントページを作成し、ニュース

を掲載したり、アンケートや投票を募集したりすることも可能です。クーポンを発⾏

し、店舗への誘導を⾏うという、O2O としての利⽤⽅法が注⽬されています。メッ

セージ配信数が限定された無料プランと、⽉額 5400 円の有料プランがあります。	

	

参考資料：	

• http://at.line.me/	
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5.5.2.	ZIGSOW	RUNWAY	

	

ZIGSOW	RUNWAY	(ジグソーランウェイ)	は消費者への情報配信を統合管理できるサー

ビスです。Web サイトでの情報発信と共に、スマートフォンアプリを通じたプッシ

ュ通知、実店舗への⼊店時のイベント通知などを管理することが可能です。Web か

ら店舗へ誘導する O2O キャンペーンでは、GPS などの各種無線通信技術を活⽤して、

来店者に効果的なセール情報を配信する等の取り組みが⾏えます。さらに、消費者の

⾏動パターンを分析することで、店舗内レイアウトの改善にも活⽤できます。	

	

参考資料：	

• http://zigsow.co.jp/business/runway/	
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5.6.	A/B テスト	

5.6.1.	Optimizely	

	

世界で最も利⽤者が多いと⾔われる A/B テストのプラットフォームです。運営してい

る Web サイトに⼀⾏のプログラムを追記するだけで、導⼊が完了します。地域やデ

バイスなどで訪問者を分類し、その分類ごとに A/B テストの内容を変える等の⾼度な

分析が可能です。リアルタイムに分析結果が閲覧できるので、即時に Web デザイン

の最適化の対策を講じることができます。機能が限定された無料プランと、有料のエ

ンタープライズプランが提供されています。	

	

参考資料：	

• https://www.optimizely.co.jp	
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5.6.2.	Kaizen	Platform	

	

改善案の⽴案から A/B テストを⽀援するのが Kaizen	Platform です。Kaizen	Platform に

は⽇本中から 900 ⼈以上のグロースハッカーが登録しています。Web サイトの運営

者はどのページをどのように改善したいかを伝えるだけで、登録済みのグロースハッ

カーから改善案が届きます。複数の改善案の中で A/B テストを実施し、最も成果の上

がった案を採⽤とします。⾃社に Web デザイナーがいなくても A/B テストが実施で
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きるのが Kaizen	Platform のメリットです。⽉額 30 万円以上で世界中のグロースハッ

カーに⽀援を依頼できます。	

	

参考資料：	

• https://kaizenplatform.com/ja/	

	

5.7.	インフルエンサーマーケティング	

5.7.1.	Buzzsumo	

	

キーワードを⼊⼒すると、Twitter 上の活動に基づいて、そのキーワードに関するイ

ンフルエンサーを検出するサービスです。フォロワーの数やリツイートされる割合な
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どから、そのキーワードに関する専⾨家をランキング付けしています。また、コンテ

ンツを切り⼝にソーシャルメディア上でシェアされている記事を探すことも可能です。	

	

参考資料：	

• http://buzzsumo.com/	

	

5.7.2.	Simply	Measured	

	

ソーシャルメディアに関する分析ソリューションを提供しています。特に、11 個の

無料分析ツールが便利です。「Twitter フォロワー分析」では、Twitter のユーザーID
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を⼊⼒すると、そのユーザーの属性や影響⼒の強いフォロワーを分析し、詳細なレポ

ートにして送信してくれます。その他にも「Facebook ファンページ分析」「Facebook

コンテンツ分析」「Google+ページ分析」などのツールがあります。	

	

参考資料：	

• http://simplymeasured.com/free-social-media-tools/	

	

5.8.	ゲーミフィケーション	

5.8.1.	gioco	

	

Web サイトにゲームの要素を簡単に導⼊できるサービスです。Gioco でアカウント登

録すると、サイト上での活動にレベルやポイントを定義できるようになります。Web
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サイトでの動画の閲覧や商品の購⼊といった活動を⾏ったユーザーにバッジを進呈す

ることも可能です。ダッシュボードによりゲーム化した利⽤状況を分析できるので、

ゲームの定義を最適化するのに有効でしょう。無料プランと、⽉額約 10000 円の有料

プランがあります。	

	

参考資料：	

• http://gioco.pro/	

	

5.9.	グロースハックに活⽤できるツールのまとめ	

グロースハックにはマーケティングと製品開発にまたがる幅広いノウハウが必要です。

ツールを⽤いるメリットは既に確⽴されたノウハウをすぐに⼿に⼊れることができる

点にあります。ツールの選定においては、無料・有料を含めた複数の選択肢があるの

で、⼩さい範囲で効果の出やすいところから⼿をつけていくのが良いでしょう。わず

かな効果を指数関数的な成⻑につなげていくのがグロースハックです。	
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参考資料	
• The	definitive	guide	to	growth	hacking	(http://www.quicksprout.com/the-definitive-

guide-to-growth-hacking/)	

	

商標について	
本書で表記される各社ブランドのロゴや商標については、以下の通り各社がその権利

等を有しています。	

	

Google	Inc.における商標等	

本書では Google	ブランドの使⽤｜Google	使⽤許諾ガイドライン(出典：

http://www.google.co.jp/permissions/)に従って明記いたします。	

	

Google	Analytics™は Google	Inc.	の商標です。	

	

Google	Chrome™	ブラウザは Google	Inc.	の登録商標です。登録番号は商願２０１１－

８０１８４号および、商願２０１１－８０１８７号です。	

	



Web サイトのためのグロースハック	

Page	148	
COPYRIGHT(C)	株式会社クリエイターズネクスト	ALL	RIGHTS	RESERVED	

Google	Chrome™およびロゴは Google	Inc.	の国際登録商標です。国際登録番号：７７

３９８２	

	

その他、Google	Inc.が保有するブランド及び、商標等については、Google	Inc.におけ

る商標等に明記します。	

	

また、その他の会社によるブランド及び商標等については、該当の会社に属します。	


