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できる。

Ｗｅｂの世界では、ユーザビリテイということが重要視されるが、

これはまきに、より焚く柵制してもらう、ひとりでも多くのユー

ザーからコンバージョンを盤得する、ということのための施策で

ある。

ユーザーにとってわかりやすく、使いやすいサイトであること

が、とりわけＥＣサイトなどにおいては爪要なのである。

アクセスログの解析は、このユーザビリテイを検証する上で実

に有効である。ただし、問題点がないわけでもない。それは、ユー

ザーを平均値で捉えざるを得ないということである。

つまり、アクセスログの解析によって、トップページでの滞制

時間が短く、離脱率が高い、という結果が出れば、トップページ

の見せ方を改善しようということになるが、これはマジョリテイ

に対する対応なのである。

もちろん、こうしたマジョリテイに対する対応もとても飛要な

のであるが、Ｗｅｂの世界では、マジヨリテイに対応するだけでは

不十分で、むしろ、マイノリテイをどう効率的に取り込むかが、

優勝劣敗を決めるといっても過箭ではないのである。

3．ＬＰＯ戦略がＷｅｂ戦略を変える

◆LPOとは何か

ＬＰＯとは、「LandmgPa際eOptimization（ランディングページ

職適化)」の略である。

あるユーザーが、別のサイトで炎示きれるＷｅｂ広告などを通じ

て、自社のサイトを訪れる際に雌初に閲覧するページを、「鹸初に
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､着地園するページ」という意味でランディングページと呼ぶ。

検索サイトなどでのキーワード検索の結果として、自社サイト

に訪れる場合のランディングページは、必ずしも当該サイトのトッ

プベージとは限らない。そのため、トップページの情報内容だけ

に注意を払い、その他のページの作りをおろそかにすると、結果

的にユーザーが簡単に離脱してしまい、思うように成果を上げら

れないといった事態に陥ってしまうことがある。

そこで、トップページに限らず、ユーザーが最初に訪れるＷｅｂ

ページを工夫し、商品脳入などのアクションにつなげて、コンバー

ジョン・レートを高めるＬＰＯが亜嬰となる。

◆LPOの重要性

アクセス解析が、マジヨリテイに対する対応であるということ

を述べた。

これに対して、ＬＰＯはある意味でマイノリテイを含むユーザー

に対する対応であるということができる。

ランディングページの般適化を図るうえで亜要なのは、「その

ユーザーがどこから来たか」ということである。

たとえば、ソファを買いたいと思って、検索サイトでキーワー

ド検索したユーザーが、「ソファ素材」というキーワードで検索

した場合と、「ソファブランド」で検索した場合では、ソファと

いう商品に求める付加価値は述うと考えられる。このとき､｢ソファ

素材」というキーワードで検索したユーザーには、脚社サイトで

取り扱うソファの素材の良さをアピールするような見せ方をする

べきだし、「ソファブランド」で検索したユーザーに対しては、
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に雇扉両卜｡w由ﾏー ｹﾃｨﾝグの投資効果を園大化する！

取り扱いブランドの豊窟さをアピールする見せ方をすべきである。

ＬＰＯの考え方では、ユーザーがどこからどういう経路で訪問し

てくるのかによって、見せるページを切り替え、より効果的なペー

ジがどういうものなのかを検証することも飛要となる。

もっといえば、ページ・デザインやコピーなどをユーザーごと

に切り替えて、どんなクリエイテイプが、どんな属性のユーザー

に有効なのかを検証するということにも活用できるのである。

◆離脱を抑えるための施策

つまり、ＬＰＯはせっかく訪IMIしてくれたユーザーの離脱を抑え

るための施策として有効だということになる。

アクセス解析では、どんなユーザーがどこから来ているか、と

いうことがわかる。

しかし、それがわかったというだけでは、Ｗｅｂマーケティング

として不十分で、次のステップとしては、その解析結果をどう活

用して、サイトのロ的（商品の卿人など）を達成するかという視

点が不可欠である。

ＬＰＯは、その「解析結果をどう活用するか」という命題に対す

るひとつの解答なのだといえる。
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効果測定・アクセス解析・ＬＰＯで飛躍する企業

〔comW･myl株式会社ﾛﾂｸｵﾝ
[ｍｙ

常に躍動感溢れる企業であり続け、

より多くの人に夢と希望を与えたい

I・インターネット時代、変化する消費者行動の中で

インターネット時代の消費者行動と広告

従来、マーケティングにおける洲曲％･行動のプロセスに|｝Ｉする

仮説のひとつとしてＡｌＤＭＡ埋総が主流であったが､インターネッ

ト時代、特にｅコマースのマーケティングモデルとして参照され

るようになったのがAISASJ1l1論である（ilWlI荷の雌間にまつわる

プロセスは「AIlel1lion」（汰戯)、「Intc１℃S(」（叫味>、「Sca１℃h」（検

索)、「Aclion」（耽買)、「Sha1．e」（情報共ｲf）から成り立つとして

いる。※ＡＩＳＡＳは(掬芯通の戦録商標）

災際、IlWlHIを11＃入するまでに、消澱片は広杵やキーワードに接

触し、何度もサイトに訪れて岐終的に職人を決定する。広杵を偶

職する立場からすると、その流れの中で広杵に接触した消1｛将が

笈際に''1祉商1V,やサービスのM噸へシフトしているかどうかは雌

火の関心堺ではないだろうか。

デジタルマーケティングを成功に導くためのプロダクトを提供

‘株式会社ロックオンでは、マーケティング施蹴を－１'[して効果

測定し、Ｇコマースの収被‘|ﾋを,噺めるシステムを提供している。そ
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に扇扉両ト･Webﾏー ｹﾃｨﾝグの投資効果を最大化する

れが「アドエビス」だ。

2004年に発売開始以降、1300社（2008年７月現在）を超える企

業に導入され、広告効果測定ツールベンダーとしてトップシェア

を誇る（※シードプランニング調べ）「アドエビス」は、「バナー

×ランディングページの組み合わせなど、広告施策を検証する幅

が大きく広がった」「アドエビスでシンプルに正確に広告効果測定

ができるようになった」という導入企業の声がIlHかれ､その操作性、

機能、リアルタイム性、コストパフォーマンスに高い満足度が寄

せられている。

その「アドエビス」に注目してみたい。

Ⅱ、広告戦略を成功に導くための

広告効果測定システム「アドエビス」

従来のアクセス解析ツールだけではできないこと

広告効果測定システム「アドエビス」は、ネット広告の出稿額

から得られる効果を測定する。インターネット広告のカギは、効

果測定にあるといっても過喬ではない。「広告の効果測定ができる」

というアクセス解析ツールは多数あるが、「広告効果測定システム」

とWebサイトのアクセスを分析するためのアクセス解析ツールは、

全く別物で、アクセス解析ツールだけではインターネット広告を

成功に導くことができないとロツクオンは考える。「アドエビス」

は、従来のアクセス解析ツールではできなかった「広告職略を成

功に導くため」の広併効果測定システムなのである。
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すべての広告を一元管理できる

「アドエビス」では、獲得単価を正確に測定し、顧客獲得のため

の商い費用の広告を停止して、よ')効率の良い広侮にシフトする

ことで投資効率を高めることができる。さまざまな広告のクリッ

ク数、成約数、獲得単価が一目瞭然だ。

大きなポイントのひとつは、リステイング広告やバナー広沓な

ど、あらゆるインターネット広皆を一元管理することが可能で、

それらあらゆるインターネット広告の獲得単価を細かく分析する

ことができることである。

ネット広併の'111でもロングテール現象は現れるという。ロング

テール現象とは、ネット販売において、ほとんど売れないニッチ

商品の販売額の合計がベストセラー商品の販売額の合計を上回る

ようになる現象のことである。ベストセラーが恐竜の商い首（ヘッ

ド）で、ニッチ商品が長い尾（テール）のようになっているとこ

ろから名付けられた。

大規模な広告では、多くのコンバージョンを独得できるが、コ

ンバージョンが１件しかない広告が大半といった状況も見られる。

こうした広告の多くは、コンバージョン数やコンバージョンレー

トだけで広告の効果の判断はできないが、全体としてみると、「平

均ページ閲覧数」という指標を確遡することが可能となる。

これは、広告経由の閲覧者がサイト内で平均して何ページ閲覧

したかを示す指標であり、コンバージョンよりダイレクトに閲覧

肴の関心を示す指標として活用できるという。さらにコンバージョ

ンした閲覧巷が蝦入までにたどった足跡をひとり１人確認するこ

とができる。雌入者と広告とを結び付けることも可能なのである。
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に而扉FZn-･Webﾏーｹﾃｲﾝグの投資効果を最大化する！

すぐにコンバージョンにつながらない広告効果（間接効果）の測定も

「アドエビス」ではさらに、獲得件数に隠れてしまいがちな間接

的な赫引効果を発抑した広告や、広告ごとの売上金額などを、簡

単・正確そして低価格で測定することができる。商接コンバージョ

ンには至らなかったが、消費者の認知を向上きせ、きっかけ作り

を行った広告についても、過去１０回にざかのぼった効果測定が可

能なのである。

直接効果のみを測定すると、インターネットの消費者行動モデ

ル(ＡＩSASモデル)からもわかるとおり、リスティング広侮(Search）

のみに効果が計測される。このため、認知に強いバナーなどの効

果が数字に現れず、効果がないものと判断されていることがあっ

たという。

１１１１接効果測定を活用することにより、コンバージョン猫押に効

果的な勝り|施策を測定し、見込み顧客育成のための広告展開が可

能になるのだ。

また、インターネット広告は必ずしもクリックした直後に成果が

上がるわけではなく、実際の成果のうち約50％程度は、期間を空

けた訪問による成果といわれているそうである。アクセス解析ツー

ルでは、訪問後に期1111があいてしまった場合の成果を正確に把撮

することができないが、「アドエビス」はクリックから時NIlを経過

した、ロを改めた効果についても高い桁度で測定可能だという。
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Ⅲ、オーブンソースＥＣサイト構築パッケージ

「EC-CUBE」

日本初の「ＥＣオープンソース」

広告効果測定システムでも大きな存在感を示している株式会社

ロックオンだが、2000年の創業以来、手がけてきたＥＣサイト櫛

築により端ったノウハウ（モジュール群）をオープンソースとし

て提供している。オープンソースなので、．､無料”でダウンロード

できる。

ＥＣサイトの櫛築方法は｢ＡＳＰ型」と「開発型｣に分かれる。「ＡＳＰ

型」は､手概に簡叩に始められるが独自性に欠ける。また､｢側発型」

は、独自性はあるが莫大な費用と時間がかかる。

「ＡＳＰ型」の手軽さと低価格に加えて「開発型」の柔軟性をあわ

せ持つＥＣサイトの新しい櫛築手法を作りたい。そんな想いから生

まれたのが、オープンソースＥＣパッケージ「EC.CUBE」である。

これにより、コスト面から手が出なかったオリジナルのＥＣサイト

を安価に実現することができるようになった。

2006年の提供|刑始以降、数多くのサイトに導入され、新しいＥＣ

サイト櫛築手法としてのポジションを確立するに至っている。

充実した樋能とカスタマイズ性

「EC.CUBE」では、フロント系機能も管理系機能も充実している。

たとえば、フロント系機能では、商品登録は１回で、商肺一覧・商

品詳細・検索納果ページを自動生成してくれる。オススメ商品磯

録機能や、ユーザーからのコメントを受け付けるリコメンド機能

で､ショップそのものや商品を魅力的にみせることもできる。また、
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会員ユーザーにとっても便利で、ＭＹページが用意され、過去の賊

入履歴や届け先を指定することもできる。

管理系機能では、鯨Ｈチェックする売上管理や欠lyl1w級はひと

つのページに表示することができる。Ⅶ容梢棚．受注側棚・売上

管理はＣＳＶ（CommaSeparatedValue）形式でダウンロードが可

能だ。また、販売促進のためにはメールマガジンなどでのアプロー

チが必要であるが、その配信機能も標準装伽されている。サイト

デザインはブロックごとにドラッグ＆ドロップで、レイアウト変

更が可能である。ブロックはＨＴＭＬレベルの編集もできる。

カスタマイズには、ＡＳＰのレンタルカートのような制約は一切

ない。ソースレベルでカスタマイズして、完全オリジナルのＥＣサ

イトを櫛築することが可能だ。

もうひとつうれしいのは､オープンソースなのに"安心庫のサポー

ト体制が砿っていることだ。技術的な質IMlに対して、メール．通

話での質'111も受け付けてくれる、２種類のサポートライセンスが用

意されている。もし、「柵築や運用で行き詰まるかもしれない」と

いう不安があっても、それらを解消してくれる安心のライセンス

の利用もﾛI能だ（有料)。

Ⅳ．「ImpactOntheWorId」

こめられた想い

近年、Ｈ本では願川の不安定化と所得格茶の拡大、年金・保険

制度のＭ１塊、急速な少子高齢化など、未来に対するさまざまな不

安が国全体を覆っている。

このような閉塞感があふれる社会においても、自らが高い理想
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と明確な目的愈織を胸に前進し続けることで、有愈義な人生を勝

ち得ることができる。そんなメッセージを社会へ発信したいとい

うのがロックオンの想いだ。

より多くの人に夢と希剖を与え、活力ある社会の創川に役立ち

たいという願いが「ImpactOntheWorld」に込められている。同

じ理念を共有し、自己実現を目指す仲間と高め合うＨ々、社員は

イキイキと日々の仕珊に取り組んでいる。

しかし、現征の形は、「ImpactOntheWorld」を実現するため

のひとつの手段に過ぎない、と岩田氏はいう。その蔵葉には、現

在のﾘ業はもちろん、大きな可能性を秘めた多くの方向性を感じ
い“Ａ

させる。「ImpactOntheWorld」という魁いを礎に、今後もロッ

クオンは時代を創造し続け、進化を遂げていくのだろうｃそんな

期待を抱かせてくれる。

●CompanyＰ『o1ile

会社名 株式会社ロックオン

代表者 代表取締役社長岩田進

大阪本社／大阪府大阪市北区梅田2-4-9

所在地
ブリーゼタワー１３Ｆ

東京支社／東京都中央区銀座６．１１－４

ニックス銀座ビル３Ｆ

ＵＲＬ http://www､lockon・cojp

邸築内 容
。ｅコマース関連ソフトウェアの企画・開発・販売

・インターネット広告関連ソフトウェアの企画・開発・販売
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lChppfer4岸｡Webマーケティングの投資効果を最大化する！

効果測定・アクセス解析・ＬＰＯで飛躍する企業

(c･理."|株式会社ｱｸｼｲｽ゙ ☆営金．ま童画

｢今日何ができるか」ではなく

｢明日のために何をするか｣。

新しい価値、新しいマーケット創出への

チャレンジ

１．１Ｔ業界という新しい産業の中での、ＬＰＯという新し

いマーケットの創出

増しているランディングページの重要性

インターネット広併やＳＥＯの１次的なI|的は、サイトの人１１ま

で兄込み群を連れてくることだといわれている。見込み群は、わ

ざわざ広杵をクリックして訪れるのだから、その時点ですでにlｉ

的や興味を持っているといえる

しかし、，Miれたページで．l･分な1W報がiI｝られなければ、｜･'的を

果たせず人ｎでＩｋち去ってしまう。広告Ｅは顔客を取り逃がすこ

とにな')、大きな機会損失となる。また「あのサイトには必要な

‘|･ｌｌｉ根がない」と，|{'｣断され、－:庇と,ﾙｵしてくれない危険'|ﾉliすらある。

逆に、訪問時に的確に備報を｣j･えることができれば、さらに興味

を引きつけることができる。検索エンジンの場合は、半数以上の

人々 が８抄以Iﾉ､Iにランディングページから,>:ち去ってしまうとも，ｉ

われている。こうしたランディングページからの離脱を蚊小限に抑

えるために注日されているのがＬＰＯ（LalldingPa宵eOPtimizati〔)】１
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＝ランディングページ燈適化）である。

株式会社アクシイズはこのＬＰＯという新しいマーケットの中で

勝負している。同じ検索エンジンユーザーでも、検索キーワード

が述えば、その側的、動機も異なる。各ユーザーに股適なランディ

ングページを用意することで、サイトまで来てくれた人が目的を

達成できるように促す方法である。ページ単位でのＬＰＯソリュー

ションは他社にも見られるが、アクシイズの強みは、ページ内の

コンテンツレベルで細かく制御できることである。

2001年にさまざまな条件に応じたコンテンツを自由に配信でき

る技術システムの特許を川馴し、2004年に特杵を取得。この技術

をベースにソリューションの開発を行っている．自社で'1M発チー

ムを保有しており、広告配信システム技術をベースに持つため、

LPOのＡＳＰ提供はもとより、広併の効果測定、サイト柵築、巡用

のコンサルティングまでをワンストップで提供することが可能な

のである。

Ⅱ、サイト訪問者の条件に合わせて最適なコンテンツを

配信する「CONDUCTORLCO」

｢ページ」ではなく「コンテンツ」を差し替える

アクシイズの｢CONDUCTORLCO｣は､サイトを訪れるユーザー

の検索キーワードや各種インターネット広告の他、時間や地域と

いったさまざまな条件に応じて、ランディングページのコンテン

ツを自動的に岐適化することができるASP潮のＬＰＯツールである。

ユーザーの行動や目的に合わせて、あらかじめ登録しておいた

コンテンツの中から最適なものに差し替えて、ランデイングペー
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に雨扉両ト･Webﾏー ｹﾃｨﾝグの投資効果を最大化する

ジで必要な情報を提供することで、目的のページに的確に誘導す

る。ランディングページでの離脱率を改善すると同時に、コンバー

ジョン．レートのアップにも貢献するシステムだ。

ページ振り分け型のＬＰＯと異なり、コンテンツを膿し替えるこ

とによって、実際にＬＰＯを行う際にネックとなっていた大撤の

ページ作成や、アクセス解析などの導入や運用の手間を省くこと

ができる。既存のページを大幅に作り変える必要もない。ＳＥＯの

成果が出ているページや広杵のリンクとなっている既存ぺージは

さらに有効活用できる。低コストで費用対効果の高いランディン

グページの最適化を行うことが叩能だ。

キーワードだけではない連動対象条件

対象となる条件は検索キーワードだけではないという。検索結

果連動広告（リステイング広告）やバナー広告、メールマガジン

といった各種ネット広告、時間帯や地域ごとなど、さまざまな条

件に応じてコンテンツを差し替えることができるし、1ページ内に

複数個所指定しておくことも可能だ。

また、クリック数、クリック率、ユニークユーザー数、コンバー

ジョン・レートなどの統計悩報をリアルタイムで取得することが

できる。それらの各統計愉報に雑づいたランディングページの迎

用が可能である。クリック率やコンバージョン・レートの高いコ

ンテンツをより多く表示させる自動般適化機能も備わっている。

直接アドレスを打ち込んだ時と比鮫して、検索キーワードに応

じて各ページのコンテンツを自、に差し替えたり、通常時は何も

表示していない場所に表示させたり、サイトを訪れたニーズの高
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いユーザーに対してはより訴求ﾉJの尚いコンテンツでひきつける

ことができるようになる。

サイトを訪れたユーザーをIＩ的のページに的碓に識猟するため

回ＣＯＮＤＵＣＴＯＲＬＣＯ概要図

ﾕー ザー のﾆー ズにあわせてｺﾝﾃﾝﾂを越し替えることでｽﾑー ズに目的のぺー ジへ誘導

Ａ
蹟鍋キーワード

コ
リスディング堕悩

戸＝弓

」－１
－

/〔ナー好キスf,堕宮

一

メールマがリン

－

＝

メデイアノブログ

ユーザーの行動や目的に合わせて、最適なコンテンツに差し替えるASP型のLPO

サービスです。

サイトを訪れたユーザーに対して必要な梢報を提供することで、目的のページに的硫
に誘沸し、猫実にコンバージョンへと結び付けます。
ページではなくコンテンツを差し替えることによって､実際にLPOを行う際のネックとなっ
ていた大量のページ作成やアクセス解析といった導入と通用の手間をなくし、低コス
トで費用対効果の高いランディングページの最適化を行うことができます。
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に而扉両ト･Webﾏー ｹﾃｨﾝグの投資効果を凪大化する

に、サイト内のユーザビリテイや階脳構造を改藩することはとて

も亜要であるが、そのサイトを訪れるユーザーの大半が入口で帰っ

てしまっては、せっかくの努力も水の泡だ。しかも、動線分析や

離脱ページの洗い出しなど、一度櫛築されたサイトを分析し改修

を加えれば、膨大な手間と時間がかかり、そのうえ効果が発揮さ

れるまでにはさらに時川を要する。実際に取り組むには非常に多

くのコストがかかるのだ。

しかし、ランディングページで訪川者を引き止めることができ

れば、サイト全体を最適化するよりもはるかに低コストで即効性

の高い施簸を打つことができるのだ。コストをかけて巣杵したに

もかかわらず、サイトを肋れたユーザーがすぐに直帰してしまう

など、思うように費用対効果が上がっていない企業にとってはう

れしいシステムである。

Ⅲ、モパイルサイトでも簡単設定で

ＬＰＯ「CONDUCTORMOBlLE」

ＰＣ版と同一画面で一元管理可能

「CONDUCTORLCO」のモバイル版も用意されている。ＰＣ版と

同械、さまざまなユーザーの流入条件に応じて雌適なコンテンツを

自動で出し分けることができるＡＳＰサービスである。モバイルサ

イトでも簡単な彼定でランディングページの雌適化が可能なのだ。

「CONDUCTORLCO」の機能に加え、ＱＲコード連動配信やモバ

イルの各キャリア（NTTDoCoM〔》、ａｕ、SOFTBANK）に応じた

配備が可能。そして、特徴的なのは、ＰＣ版とl‘リーの管理lIhi面にて

一元管理することが可能なため、ＰＣとモバイルの連動企画などを
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行った場合も、運用が煩雑にならないところだ。

Ⅳ、消費者の「知りたい」と、

企業の「知らせたい」を結ぶために

Ｗｅｂマーケティングの費用対効果を最大化する

ワンストップサービスを

消費行動のプロセスがＡＩＤＭＡからＡＩSASによって仮説づけが

きれるようになって久しい。検索エンジンが広く一般に投透する

ようになった昨今、検索に至るまでのステップはさらに知くなり

つつある。ここ岐近では、マスメディア広告でも「続きはＷｅｂで」

｢まずは○○で検索」といった手法がよく見られており、その傾向

はさらに強まっている。

単にＬＰＯツールを提供するだけにとどまらず、インターネット

上でのユーザー行動に満目することで各フェーズにおけるコンテ

ンツやクリエイテイプの最適化を図り、インターネットマーケティ

ングにおける費用対効果の最大化を目指すためのサポートをして

いる。

ＳＥＯやリステイング広告･バナー広告といった各種インターネッ

ト広告の企画制作、およびそのランディングページやランディン

グコンテンツの企画制作、さらにはサイト全体の企画制作、およ

びサイト分析とサイト内最適化など、集客からコンバージョンに

至るまで､あらゆるソリューションをワンストップで提供するのだ。
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扉扉両ト･Webﾏー ｹﾃｲﾝグの投資効果を最大化する

細分化されたユーザー行動フェーズに合わせて、

最適なソリューションを提供

ＡＩSASのSearch（検索）とＡｃｔｉｏｎ（卿買などの行動）のlIljに、

Select（検索結果や広併をクリック）とCheck（リンク先ページの

内容確認）というプロセスを定義し、ユーザー行動を細分化する

ことで、各フェーズにおける時間損失と機会損失を減らし、費用

対効果の高いインターネットマーケティングを災現する．細分化

されたユーザー行動フェーズに合わせて、雌適なソリューション

を提供している。

全社が成長志向に包まれている

アクシイズは、消費者の「知りたい」と企業の「知らせたい」

を結びつけるために、テクノロジーとマーケティングの視点を盛

り込んだソリューションを提供したいという想いから設立された。

社内全体は成長志向に包まれており、お互いが尊重しあった中

でのディスカッションが盛んであるという。「121分たちで考え、開

発し、販売する」というベンチャースピリットを実現するため、

メンバー全員が自分の実力を最大限に発揮することで、自己と自

社サービスのさらなる成畏をＭ指しているのだ。

ＩＴ業界という新しい産業のなかで、ＬＰＯという新しいマーケッ

トの創出を自分たちでチャレンジしている。だから、今までの経

験はあまり意味をなさない。

アクシイズは、「今日何ができるか」ではなく「明Ｈのために何

をするか」を轍に考えている。今後も業界′W糊などに左右される

ことなく、新しい価仙の創出にどんどん挑戦していきたいと考え
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ている。

代表取締役ＣＥＯの海野氏の座右の銘は、「今日までなかった未

来へ｣。経営にあたって大切にしているポリシーは「よく働き。よ

く遊び．よく考える」ということだそうだ。かつて吉本興業で芸

人活動の経験もあるという海野氏は、常に未来へ視点を置き、進

化に向けてチャレンジする姿勢を崩さない。小学校のころは、学

校の先生になりたかったという。成功への悩熱を注ぎ、つかんだ

先には、環境問題や経済問題、そして教育にも取り組みたいと想

いを馳せる。

●CompanyProhIe

会社名 株式会社アクシイズ

代表者 代表取締役海野雄史

所在地 京都渋谷区恵比寿西２．７．２ウィンズビル５Ｆ

ＵＲＬ http://www,axyz,cojp

・ＬＰＯサービスと広告配信ＡＳＰの提供

・SEO、リスティング広告･バナー広告など各栖インター

躯蕊内 容
ネット広告の企画制作、およびそのランディングペー

ジやランディングコンテンツの企画制作

･サイト全体の企画制作、およびサイト分析とサイト内最
適化
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