


当動画をご覧いただきありがとう御座います、イチカラの阿部申します。こちらの無料講座では全3話の動画を通し
「アマゾン販売で成功するためのノウハウとテクニック」を解説いたします。 

第二回目の無料講座では注文率最適化対策として、 

1.商品販売ページ最適化 
2.ストアページ最適化 
3.レビュー施策について解説いたします。

イチカラアマゾン出店無料講座/第2話



注文率最適化/商品販売ページ最適化
✅ 商品販売ページ最適化 
先ずは1つ目の、商品販売ページ最適化について解説いたします。 
商品販売ページ最適化では、 

1.プライムマーク 
2.TOP画像 
3.サブ画像 
>サブ画像1：訴求ポイント策定方法 
>サブ画像2：訴求を伝える構成順位 
>サブ画像3：A+コンテンツ作成 
>サブ画像4：画像外注依頼 
>サブ画像5：商品紹介ビデオ 

これら3つの対策を実施します。



✅ プライムマーク 
商品販売ページ最適化1つ目はプライムマーク付与です。 
プライムマークは商品販売ページに表示され「お急ぎ便・当日お急ぎ便・配送日指定の3つ」が利用できる事の証明
です。プライムマークはFBAを利用することで自動的に付与されますが、自己配送でもお急ぎ便・当日お急ぎ便・配
送日指定に対応することで付与されます。 

商品販売ページにプライムマークが付与される事で購入率が大幅に向上しますので、常温保存可能な商品は全てFBA
で販売、自己配送の場合でも当日お急ぎ便に対応する事をお勧めいたします。

商品販売ページ最適化/プライムマーク



商品販売ページ最適化/TOP画像作成
✅ TOP画像 
商品販売ページ最適化2つ目はTOP画像です。 
TOP画像は購入率とクリック率に大きな影響を及ぼすため、高品質なものを使用する必要があります。 

トップ画像はルールに従って作成する必要があります。

トップ画像作成時のルールは、


1.画像に商品以外を含めずに作成する 
2.背景を真っ白に設定する 
3.画像の8割を商品が占めている 
4.最小幅1600ピクセル以上
5.画像ファイルをJPEGで作成する
必要があります。



✅ トップ画像作成時のポイント 
トップ画像は4つのポイントに注意して作成する必要があります。


1.高品質な写真 
1つ目のポイントは、写真撮影を業者へ依頼する点です。写真撮影は1枚5,000円程度で外注する事ができます。
お勧めの業社さんは後ほどLINEでご紹介させていただきます。


・レタッチ 
2つ目のポイントは、撮影した写真のレタッチを行う点です。写真の明るさや彩度調整を行うことで高品質な画
像に仕上げる事ができます。写真撮影を外注する場合は、レタッチや影をつける程度の基本的な加工であれば無
料で行って頂くことができます。


・写真加工 
3つ目のポイントは、完成した画像に3Dグラフィックなどを加工を施す事です。トップ画像に3Dグラフィックな
どの加工を施すことでライバルと差別化を図り、他社と同質化しないトップページに仕上げる事ができます。


写真に加工を施す場合は、専用ソフトを使用するか外注へ依頼します。外注へ依頼する場合は、ランサーズやコ
コナラで「写真加工」や「写真グラフィック加工」と検索すると見つける事ができます。外注費は1枚5,000円～
10,000円程度です。


・縦長で作成 
4つ目のポイントは、トップ画像を可能な限り縦型に設定する事です。トップ画像を縦長に設定することでス
マートフォンで閲覧した際、画像が大きく表示され購入率と誘導率（クリック率）を向上させる事ができます。


アマゾン以外のECサイトにおいてもトップ画像を縦長に設定する事で画像が大きく表示される場合が多いの
で、パッケージ開発時はできるだけ縦長を選択する事をお勧めいたします。

トップ画像作成/ポイント



✅ TOP画像撮影 
TOP画像をご自身で撮影する場合は、一眼レフカメラや最新型のスマートフォンを使用します。 
撮影の際は、撮影ボックスや照明を使用して極力影が写らないように注意します。 

写真は明るさやハイライト調整を行い、フォトショップやクリッピングマジックなどで背景の切り抜きを行います。
TOP画像は購入率に大きく影響するため基本的にはプロに依頼されることをお勧めいたします。

商品販売ページ最適化/TOP画像作成



✅ サブ画像作成 
次は、商品販売ページ最適化3つ目の「サブ画像」について解説いたします。サ
ブ画像は商品販売ページの購入率に非常に大きな影響を及ぼすため、最も力を入
れて作成する必要があります。

商品販売ページ最適化/サブ画像作成



✅ サブ画像ルール 
サブ画像作成時のルールは、 
・最小面を1600ピクセル以上で作成。 
・購入率を高めるために、必ず8枚全てのサブ画像を登録する必要があります。 

サブ画像は、Amazonのアプリ版では6枚目までしか表示されません。 
しかし、WEB版ではサブ画像をクリックする事で8枚目まで表示されます。 
サブ画像はWEB版ユーザー向けの対策として必ず8枚全てを登録します。 

✅ 準備するもの 
サブ画像を作成する前に、画像内で使用する素材を4つ準備します。


1.背景を切り抜いた商品写真 
1つ目はサブ画像内で使用する背景を切り抜いた商品写真です。

背景を切り抜いた商品写真はTOP画像と同じものを使用します。


2.サブ画像内で使用するイメージ写真 
2つ目はサブ画像の背景などに使用するイメージ写真です。イメージ写真は無料のものではなくAdobeストック
で購入されることをお勧めします。Adobeストックでは高品質な画像を1枚400円程度で購入する事ができます。


3.サブ画像内で使用する文章 
3つ目はサブ画像内で使用する文章です。サブ画像内で使用する文章については、この後詳しく解説いたしま
す。サブ画像作成前に準備するものは以上です。

サブ画像作成/準備



これから購入率の高い商品販売ページ作成について解説させて頂くのですが、 
そもそも購入率の高い商品販売ページとは..。 

①スマートフォンに最適化された 
②トーン&マナーの統一された 
③他社と差別化された明確な訴求ポイントが打ち出されている販売ページです。 

これら3つのポイントを抑えることで購入率の高い商品販売ページを作成する事ができます。


✅ スマートフォン最適化 
購入率の高い商品販売ページ作成1つ目のポイント「スマートフォンに最適化された商品販売ページ」とは？ 
スマートフォンに最適化された画像が使用されている商品販売ページです。 

アマゾン購入者の「約8割」はスマートフォンを利用しているので、商品販売ページをスマートフォンに最適化
させる事で購入率を大幅に向上させる事ができます。

サブ画像作成/デザインのポイント



✅ スマートフォン最適化のポイント 
スマートフォン最適化のポイントは3つ存在しています。 

1.テキストは少なめ 
1つ目は、スマートフォンでは文章が読まれづらいため、文量は少なめでテキストサイズを大きめに設定しま
す。 

2.イチ画像ワンメッセージ 
2つ目は、スマートフォンではページの平均滞在時間が30秒と非常に短くなっているため、1枚の画像に内容を
詰め込みすぎないように注意して作成します。 

3.画像で視覚的に伝える 
3つ目は、商品の魅力が視覚的に伝わる画像を使用します。 
これら3つのポイントを抑える事でスマートフォンに最適化された商品販売ページを作成することができます。

サブ画像/スマートフォン最適化



✅ トーン&マナーの統一 
購入率の高い商品販売ページ作成2つ目のポイントトーン&マナーが統一された商品販売ページとは？「一体感
のある高品質なデザインで作成された商品販売ページです。 

トーン&マナーとは、ブランドスタイルを決めるにあたっての基本的な要素です。トーンは色や、陰影（インエ
イ）、明度（メイド）、彩度（サイド）、色相（シキソウ）、写真やイラストの雰囲気や調子まで含まれ。マナー
はその使い方になります。つまりブランドの世界観、らしさを出し、根底に軸を置き、統一感を持たせることが
重要になります。


✅ トーン&マナーを統一させるポイント 
トーン&マナーを統一させるための具体的な施策として、 
・書体を統一させる 
・テキストのカラーバランスを統一させる（最大3色） 
・言葉使いを統一させる 
・全体の雰囲気を統一させる 
これら4つのポイントを抑える事でトーン&マナーが統一された高品質なデザインに仕上がります。

サブ画像/デザイン最適化



✅ 他社と差別化された明確な訴求ポイント 
購入率の高い商品販売ページ作成3つ目のポイント「差別化された訴求ポイントが打ち出されている商品販売
ページ」とは？商品の魅力が最大限に伝わる販売ページです。 

訴求ポイントとは商品への興味や利用、購入を促すための情報や表現（顧客が商品を選択する理由や動機付け）
のことを指します。顧客のニーズや環境、市場の競合を踏まえたうえで自社商品の優位性（強みや特長）の「ど
こに焦点を当てて、どんな切り口で魅力を伝えるか？」これが訴求ポイントです。他社と差別化された訴求ポイ
ントが打ち出せていれば価格競争に巻き込まれることも減り、独自の事業展開を行うことが可能になります。 

✅ 訴求のポイント 
訴求のポイントは、

・自社商品の魅力を最大限に伝える 
・ニーズとマッチした商品の魅力を伝える 
・競合に勝る商品の魅力を伝える事が重要になります。 

サブ画像作成において訴求ポイント策定は、非常に重要な作業になりますので、詳しく解説いたします。

サブ画像/訴求ポイント策定



✅ 訴求ポイントの分類 
他社と差別化された訴求ポイントを打ち出すためには、訴求ポイントを「自社商品にだけ存在する強みや魅力＝
自社優位性」と、「自社と競合どちらにも存在する強みや魅力＝劣位払拭」の2つに分類し、自社優位性となる
訴求ポイントを強調して伝えていく事が重要になります。 

✅ 訴求ポイント策定方法 
今回の無料講座では代表的な訴求ポイント策定方法を2つお伝えします。 
・1つ目は、競合商品のレビューを基に訴求ポイントを策定します。 
・2つ目は、実際に使用した感想を基に訴求ポイントを策定します。 
最後にそれぞれの方法でまとめた訴求ポイントを自社優位性と劣位払拭に分類して8つに絞り込みます。

サブ画像/訴求ポイント策定



✅ レビューを元に訴求ポイントを策定 
先ずは、1つ目の「競合商品のレビュー基に訴求ポイントを策定する方法」から解説いたします。 
この方法は4つのSTEPを踏む必要があります。 

STEP1では、同カテゴリのアマゾンランキング上位商品を数社ピックアップします。 

STEP2では、各社のレビューを深索的に読み込み、特に印象的だったレビューをリストアップします。 

STEP3では、リストアップしたレビューの中から、ユーザーが商品を購入時に考慮する選定軸をピックアップ
します。 

STEP4では、ピックアップした選定軸に対して自社商品を評価します。ピックアップした選定軸に対して自社
商品が評価できる点を訴求ポイントとして打ち出していきます。

訴求ポイント策定/レビューを参考にする



✅ 競合商品選定 
SETP1では、競合商品を数社ピックアップします。 
競合は同カテゴリのアマゾンランキング上位を獲得しており、販売に力を入れているレビューの多い商品をピッ
クアップします。ピックアップした競合商品の写真、ASIN、販売開始日、販売価格、評価数/評価率、特徴など
を表にまとめます。 

＋タンブラーの場合、断熱タンブラーカテゴリのランキング上位商品を数社ピックアップしました。
A社 B社 C社

商品写真

ASIN B07ZYFZ459 B074P2RTYK B085G326KT

販売価格 2,380円/350Ml 1,899円/600Ml 2023円/380グラム

評価数/評価率 3000/平均4 707件/4平均 754/4平均

商品特徴 二重構造、断熱、滑り止めつ
き、口径が広い

大容量、真空断熱、非BPF、結
露しない

二重構造、薫る蓋の構造、デザ
イン性

販売開始日 2019年 2018年 2016年5月

訴求ポイント策定/レビューを参考にする



A社 B社 C社
飲み口の開閉が悪い 大容量 オシャレ
量がちょうどいい 持ち運び用の蓋が別途必要 漏れが少ない
パッキンがすぐダメになる 車のホルダーに使えない 飲み口の開閉が便利
箱が雑でプレゼントには向かない 保温力高い ほぼ1日保温できる
パッキンが硬い 重い グラスを倒しても漏れない
漏れません 持ちずらい 口が広いので洗いやすい
保温性が低い 洗いやすいし デザインが少し安っぽい
蓋がきっちりしている オフィスで重宝している。 バックに入れたら漏れました
飲み口が少し小さい 結露がない。 パッケージが安っぽい
洗いやすい 思ったより太い 長時間冷える
肌触りがいい 手の大きな男の私でも太い ふたの部分が渋が着きやすく洗いにくいのが

難点です。蓋が壊れた 蓋の飲み口のところの蓋がない… 大容量なので一回入れてしまえばほぼ1日OK 
倒れにくい 箱がボロボロ リモートワークの強い味方。
塗装のような匂いがする フタが完全に閉まりません。飲み口のところ

を閉めると全体が開く。
コーヒーを２杯分　入れて飲んでます

しっかり閉まるが力がいる 蓋がピッタリはまり水漏れはない。 車のカップホルダーに入りませんでした。
職場で利用 少し大きめのせいで持ちにくい。下方を絞っ

た方が良いのかも。
内容量が少ないです

キャンプで利用 ゴム使ってるうちに劣化してちぎれる 色が違ったカラーで選んだので残念
クオリティーにムラあり 少しザラついて持つときに滑りにくくてよい

かな。
プレゼント用に買ったのに箱が汚い

冷めやすい 見かけがオシャレ 蓋の部分の溝が深くて洗いづらいのが難点で
す空気口から漏れる つなぎ目がないのが良い トマトレッドを購入しましたが、実物は写真
より暗めのレッドでした。持ち手部分の滑り止めが良い バックに入れて持ち歩くと悲惨。 素材が思ってたより安っぽかった

サイズ感がいい 本体が潰れている 以前使っていたドウシシャの方が一晩置いて
も氷が残っています。蓋が閉めづらい 想像とサイズが違った 象印のような断熱性能を期待されるならこの
製品はお勧めできません縁に着いた飲み物が蓋を閉める時に漏れる カラーがイメージと違った 意外に太い

STEP2では、各社のレビューを深索的（タンサクテキ）に読み込み特に印象的だったレビューをリストアップしま
す。

訴求ポイント策定/レビューを参考にする



STEP3では、リストアップしたレビューの中から、ユーザーが商品を購入する上で考慮する選定軸をピック
アップします。 

＋タンブラーの場合、リストアップしたレビューの中から選定軸を「14個」ピックアップする事ができました。 

・保温/保冷力 
・デザイン性 
・液漏れ 
・蓋部分の閉めやすさ 
・蓋部分の耐久性 
・持ち運びやすさ 
・飲み口の形（飲みやすさ） 
・内容量 
・洗いやすさ 
・重さ 
・底の滑り止め 
・持ち手の滑り止め 
・カーホルダーに入るか 
・外箱が潰れている 

この他にもオフィス、在宅ワーク、デスクワークでの需要。プレゼントでの需要。アウトドアやドライブでの需
要が多い事もわかりました。また、否定的なレビューの中には、サイズや質感、色合いがイメージと違ったとい
うものが多くなっていました。

訴求ポイント策定/レビューを参考にする



STEP4では、ユーザーが商品を購入する上で考慮する選定軸を対して自社商品を評価します。 
ご自身の取り扱う商品のクオリティーが低い場合は評価できる点は減りますが、ハイクオリティーな商品の場合は評
価できる点は多くなります。 

＋タンブラーの場合評価できる点として「11」個、 
評価できない点は「5」個ピックアップする事ができました。 

評価できる点は、 
・保温保冷・液漏れ 
・デザイン性・洗いやすさ 
・持ち運びやすさ・底の滑り止め 
・内容量・外箱 
・蓋部分の閉めやすさ・蓋部分の耐久性 
・飲み口の形が広いなどが挙げられます。 

評価できない点は、 
・販売価格・持ち手の滑り止めがない 
・カーホルダーに入らない・本体が重い 
・持ちにくいなどが挙げられます。 

評価できる点としてピックアップした11個を訴求ポイントとして策定します。

訴求ポイント策定/レビューを参考にする



✅ 商品を使用した感想から訴求ポイントを策定


次は2つ目の「商品を使用した感想から訴求ポイントを策定する方法」について解説いたします。 
この方法は4つのSTEPを踏む必要があります。


STEP1では、競合を数社ピックアップして実際に商品を購入します。 
STEP2では、到着した競合商品を使用します。 
STEP3では、競合商品の強みと弱みをリストアップします。 
STEP4では、リストアップした強みと弱みに対して自社商品を評価します。 

この4つのSTEPで商品を使用した感想から訴求ポイントの策定します。

訴求ポイント策定/使用した感想を参考にする



✅ 競合商品選定 
SETP1では、競合商品を数社ピックアップして実際に商品を購入します。 
競合は同カテゴリのアマゾンランキング上位に位置しており、販売に力を入れている、レビューの多い商品を
ピックアップします。 

＋タンブラーの場合、先ほど同様、断熱タンブラーのアマゾンランキング上位商品を数社ピックアップしまし
た。

A社 B社 C社

商品写真

ASIN B07ZYFZ459 B074P2RTYK B085G326KT

販売価格 2,380円/350Ml 1,899円/600Ml 2023円/380グラム

評価数/評価率 3000/平均4 707件/4平均 754/4平均

商品特徴 二重構造、断熱、滑り止めつ
き、口径が広い

大容量、真空断熱、非BPF、結
露しない

二重構造、薫る蓋の構造、デザ
イン性

販売開始日 2019年 2018年 2016年5月

訴求ポイント策定/使用した感想を参考にする



✅ 商品を使用する 
STEP2では、到着した競合商品を使用します。 
商品を使用するだけではなく、自社商品との比較テストも行います。 

＋タンブラーの場合、商品のクオリティー、デザイン性、保温や保冷、蓋漏れ、飲みやすさ、洗いやすさ、持ち
やすさ、滑りやすさ、内容量などの機能性や耐久性を確認します。 

比較テストでは「何時間氷が残っていたかなどの保温/保冷テスト」「液漏れテスト」「口部分を何度も開け閉
めする耐久テスト」などを行います。

、

訴求ポイント策定/使用感を参考にする



SETP3では、使用した感想を元に、競合商品の強みと弱みをリストアップします。 

＋タンブラーの場合 
「競合の強み」として9つ、「競合の弱みとして」7つのポイント挙げることができました。 

「競合の強み」

・販売価格・デザイン性

・カラーバリエーション 
・車のドリンクホルダーに収まる 
・軽さ・持ち手の滑り止め 
・持ちやすさ・洗いやすさ 
・底の滑り止め・内容量 
・飲み口の広さ 

「競合の弱み」は 
・液漏れ・保温/保冷性 
・外箱の状態・蓋の開閉・蓋部分の耐久性 
・持ち運びとなりました。 

このように競合商品の強みと弱みをリストアップします。

、
訴求ポイント策定/使用感を参考にする



STEP4では、リストアップした競合商品の強みと弱みに対して自社商品を評価します。 
＋タンブラーの場合評価できる点として10のポイントを評価することができました。 
「自社商品が評価できる点」は、 
・液漏れ 
・保温/保冷性 
・外箱の状態 
・蓋の開閉 
・蓋部分の耐久性 
・持ち運び 
・洗いやすさ 
・底の滑り止め 
・内容量 
・飲み口の広さとなりました。 

逆に評価できなかった点は7つ挙げることができました。 
「評価できなかった点」は、

・販売価格

・デザイン性

・カラーバリエーション 
・車のドリンクホルダーに収まる 
・軽さ 
・持ち手の滑り止め 
・持ちやすさとなりました。 
このように「競合商品の強みと弱みに」対して自社商品を評価して、評価できる点を訴求ポイントとして策定し
ます。

訴求ポイント策定/使用感を参考にする



✅ 訴求ポイント選定 

最後に、ここまでにまとめた訴求ポイントを自社優位性と劣位払拭に分類して、8つに絞り込んで行きます。 

先ずは訴求ポイントを自社優位性と劣位払拭の2つに分類していきます。自社優位性とは自社商品にだけ存在す
る強みを指し、劣位払拭とは自社と他社どちらにも存在する強みを指します。


＋タンブラーの場合、訴求ポイントを自社優位性と劣位払拭に分類して考えると、 

「自主優位性」として、 
・液漏れ 
・保温/保冷性 
・外箱の状態 
・蓋の開閉 
・蓋部分の耐久性 
・持ち運びなどをピックアップすることができました。 

「劣位払拭」は、 
・洗いやすさ 
・底の滑り止め 
・内容量 
・飲み口の広さなどをピックアップすることができました。 
先ずは、この様に訴求ポイントを自社優位性と劣位払拭の2つに分類します。

訴求ポイント策定/訴求ポイントの選定



✅ 訴求ポイント選定 

次は、訴求ポイントを8つに絞り込みます。

今回は「1枚のサブ画像でひとつの訴求ポイントを伝える」という前提でお伝えしているので、訴求ポイントを8
つに絞り込みますが、1枚のサブ画像で複数の訴求ポイントを伝える場合は8つ以上準備しても構いません。

訴求ポイントを絞り込む際は自社優位性を軸に、劣位払拭のための訴求ポイントも伝えることが重要になりま
す。


＋タンブラーの場合、

自社優位性として5つ、劣位払拭として3つに絞り込む事ができました。

「自主優位性」は、 
・液漏れ・保温/保冷性 
・外箱の状態・蓋の開閉（蓋部分の耐久性） 
・持ち運びとなりました。 
＊蓋部分の開閉のしやすさと、蓋部分の耐久性は統合しました。 

「劣位払拭」は 
・底の滑り止め 
・内容量・飲み口の広さとなりました。 
＊洗いやすさの訴求ポイントは削りました。 
この様にまとめた訴求ポイントを自社優位性と劣位払拭に分類して、8つに絞り込んでいきます。 
訴求ポイントの策定方法は以上です。

訴求ポイント策定/訴求ポイントの選定



✅ サブ画像作成 
次は、決定した訴求ポイントをサブ画像へ落とし込んでいきます。 
これまでに策定した訴求ポイントを自社優位性を軸にサブ画像に落とし込むだけでも、十分購入率を高める事が
できます。しかし、より購入率を高めるためには「訴求ポイントを伝える順番」つまり、サブ画像の構成順位が
重要になります。


何故なら、どんなに魅力的な訴求ポイントを打ち出しても、伝える順番が悪ければ途中で離脱されてしまうから
です。今回は、サブ画像の構成順位を決定する上で役立つ、アイドマ、アイサス、アイセアス、アイドカスの法
則についてご説明いたします。

サブ画像作成



✅ AIDMA（アイドマ） 
AIDMAの法則は、消費者の購買行動の流れを示したもので、古くからマーケティング施策を考えるときのフレー
ムワークとして使われています。AIDMAの法則によると、消費者が物を購入するときには「注意→興味→欲求→
記憶→購入」の流れを無意識に辿っているとされています。


しかし、近年では、AIDMAの法則の考え方は古いとも言われており、AIDMAの法則から発展したフレームワー
ク、AISAS（アイサス）、AISCEAS（アイセアス）、AIDCAS（アイドカス）などが誕生しています。


✅ AISAS（アイサス） 
AISAS（アイサス）は2005年に電通によって提唱された、デジタルマーケティングにおける購買行動の流れで
す。AISASは「注意→興味関心→検索・情報収集→購入→共有」の頭文字を取ってAISASとよばれています。


・Attention：注意 
・Interest：興味関心 
・Search：検索・情報収集（★） 
・Action：購入 
Share：共有（★）

サブ画像作成/サブ画像の構成順位



✅ AISCEAS（アイセアス） 
AISCEAS（アイセアス）は、AISAS（アイサス）に2つのステップが追加されたものです。「注意→興味関心→
検索・情報収集→比較→検討→購入→共有」の頭文字を取ってAISASとよばれています。


・Attention：注意・Interest：興味関心 
・Search：検索・情報収集・Comparison：比較（★） 
・Examination：検討（★）・Action：購入 
・Share：共有 

✅ AIDCS（アイドカス） 
AIDCS（アイドカス）は、「注意→興味関心→欲求→確信→購入→満足」の、英文の頭文字を取ってAIDCASと
よばれています。


・Attention：注意・Interest：興味関心 
・Desire：欲求・Conviction：確信 
・Action：購入・Satisfaction：満足（★）

サブ画像作成/サブ画像の構成順位



サブ画像作成/サブ画像の構成順位
サブ画像の構成順位はAIDMA（アイドマ）、AISAS（アイサス）、
AISCEAS（アイセアス）、AIDCAS（アイドカス）のいずれかの流れを
参考に決定します。


おすすめはAIDCAS（アイドカス）の流れ「注意→興味関心→欲求→確信
→購入→満足」を意識した構成順位になります。 

サブ画像のデザインは訴求が伝わりやすいよう、このようにシンプルな
ものがおすすめです。


サブ画像デザイン参考ASIN:B09Z2QYYD1

https://www.amazon.co.jp/%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC-%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%B3-WH-1000XM5-%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E6%80%A7%E8%83%BD%E5%90%91%E4%B8%8A-%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E9%AB%98%E3%81%84%E9%81%AE%E9%9F%B3%E6%80%A7/dp/B09Z2QYYD1/ref=sr_1_1?crid=2JH4KUGYX8418&keywords=%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%EF%BC%BE&qid=1656519700&sprefix=%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC+,aps,297&sr=8-1&th=1


✅ 商品説明ビデオ 
次は、サブ画像強化要素となる、商品説明ビデオについて解説いたします。 

商品説明ビデオは、ブランド登録済みのセラーだけが利用できるサービスです。商品説明ビデオをサブ画像内に
設置することで購入率を大幅に向上させる事ができます。


アマゾン公式からもユーザーの約70%が購入前に動画を閲覧しているというデータが公表されています。これか
ら本格的にアマゾンへ参入する場合は、商標権を取得してアマゾンへブランド登録を行い、商品説明ビデオを活
用する事をお勧めいたします。


商品説明ビデオはハードルが高く感じられる方も多いと思いますがサイズや質感さえ伝われば良いので、白手袋
などを履いてシンプルに手元を映すだけでも十分です。


これまでの経験上かっこいいイメージ動画よりも、シンプルでサイズや質感が伝わる親しみの持てるの方が購入
率が高くなっています。

商品説明ビデオ



✅ 商品説明ビデオ概要 
商品説明ビデオ作成時のルールは、 
・動画の長さは:最長1分30秒。推奨は40秒程度。

・動画サイズは：最大1080p、5GB以内

・ファイル形式:は.movおよび.mp4です。


✅ 動画作成ツール 
商品説明ビデオは、動画作成アプリを使用する事で手軽に作成する事ができます。 

お勧めの動画作成アプリは、

・Adobeプレミア（難易度高）

・アイムービー（難易度低）

・パワーディレクター（難易度低）などです。


他にも、沢山の動画作成アプリが沢山存在しておりますので使いやすいものを使用してください。

動画作成については追加コンテンツでもお伝えしています。

商品説明ビデオ



✅ A+コンテンツ 

次は、A+コンテンツについてご説明致します。 
A＋コンテンツは、アマゾンの商品販売ページの下部に表示される、商品の魅力を画像と文章で詳しく伝えるこ
とができる項目です。A+コンテンツは購入率に大きな影響を及ぼすため必ず登録する必要があります。


✅ A+コンテンツ概要 
・A+コンテンツは様々なモジュールからデザインを選択する事ができます。

・コンテンツは最大7項目まで登録できます。

・審査期間が3日ほどあり承認されると自動でページに反映されます。

A+コンテンツ



✅ A+コンテンツ作成時のポイント 
A+コンテンツ5つのポイントに注意して作成します。


1.視覚的に伝わるようにイメージ画像を使用する 
2.画像に加えてしっかりと文章で詳細を説明する 
3.全ユーザーにサブ画像が見られるわけではないので、再度、全てのサブ画像を使用する 
4.商品にカラーやサイズなどのバリエーションが存在する場合は、バリエーションへのリンクを設定する 
5.自社で別商品を販売中の場合、別商品へのリンクを設定する 

A+コンテンツはこれらのポイントに注意して作成します。

A+コンテンツ/ポイント



ここまでにご説明させていただいた「サブ画像、商品説明ビデオ、A+コンテンツ画像の作成は外注へ依頼」す
る事も可能です。 

外注先はクラウドワークスやランサーズ、ココナラなどで1枚5千円から1万円程度で見つけることができます。

しかし、外注へ依頼する場合であっても「必ず訴求ポイント策定」と「構成順位の決定」はご自身で行ってくだ
さい。


何故なら、デザイナーはデザインのプロであって、セールスやマーケティングのプロではないからです。デザイ
ナーへ任せっきりにしてしまっては、購入率の高い商品販売ページを作ることはできませんのでご注意下さい。


注文率最適化対策1つ目の「商品販売ページ最適化」については以上です。

画像作成外注



次は、注文率最適化対策2つ目の「ストアページ最適化」について解説いたします。 
ストアページとは、ブランド登録済みセラーだけが利用できるサービスです。ストアページはアマゾン内の自社
ホームページのような存在で、自社のコンセプト、商品ごとの詳細説明などをテキストや画像、動画で行う事が
できます。ノンコードとなっておりますのでHTMLやCSSなど専門知識がなくても、ブログ感覚で手軽に作成や
編集を行う事ができます。


ストアページを作成することで滞在率が83%、売り上げが35%アップしたというアマゾン公式のデータも公開さ
れておりますので、これから本格的に参入する場合は商標権を取得し、ブランド登録を行い、ストアページを作
成する事をお勧めいたします。


ストアページ作成や運用については、別コンテンツで詳しく解説させていただきます。

注文率最適化対策2つ目の「ストアページ最適化」については以上です。

ストアページ



✅ レビュー施策 

次は、注文率最適化3つ目のレビュー施策について解説いたします。 
レビューは、購入者が商品に関する意見や感想をサイト上に自由に公開できる場です。 レビューにより他のユーザー
が商品についての情報を入手し自分に合った製品であるか判断する事ができます。


レビューは購入率に大きな影響を及ぼすため、肯定的なレビューを増加させるための対策を行う必要があります。


今回は、すぐに実践できる具体的なレビュー施策を3つお伝えします。

肯定的なレビューを増加させるために可能な範囲で取り入れてください。


✅ 評価依頼を送信する 

レビュー施策1つ目は「評価依頼の送信」です。 
アマゾンでは注文から2週間経過後、評価依頼を送信する事ができます。

＋評価依頼は、セラーセントラルの注文管理から、注文番号をクリックして「レビューをリクエストする」と書かれ
たボタンクリックすると送信できます。


✅ お礼の手紙を同梱する 

レビュー施策2つ目は「手書きのお礼の手紙を同梱する」です。 
お礼の手紙には「商品を購入いただいたお礼」と「商品が無事に到着しましたらレビューでお知らせ頂けると嬉しい
です」などのメッセージを記載します。更に、可能であれば、商品への否定的なレビューを回避するために「電話番
号」の記載をお勧めいたします。手書きの手紙はランサーズやココナラで1枚15円程で外注する事ができます。

レビュー施策



✅ オマケを同梱する 

レビュー施策3つ目は「オマケの同梱」です。 
レビューは商品に感動、または不満のある時に投稿されやすい傾向にありますので、ユーザーに感動していただ
けるオマケをセットにする事で肯定的なレビューを増加させる事ができます。オマケに関しては取り入れる事が
難しいと思いますが、初期段階だけでも取り入れることをお勧め致します。以上がレビュー施策になります。


⚠ レビュー施策注意点 
レビュー施策を行う際は、アマゾンの規約に注意する必要があります。 
アマゾンでは手紙やメールでのレビュー依頼は許可されていますが、レビューと引き換えに物品や情報などをプ
レゼントする行為は禁止されています。また、アマゾン以外のショッピングサイトへの誘導も禁止されているの
でレビュー施策を行う際はご注意ください。


注文率最適化対策3つ目の「レビュー施策」については以上です。

レビュー施策



最後に、ページ公開後に行っていただきたい運用ルーティーンを2つお伝えいたします。


✅ 運用ルーティーン1 

運用ルーティーン1つ目は、「週に1度」戦略キーワードの自然検索の順位を確認してメモを残してください。 
週に1度、戦略キーワードの「自然検索結果順位」を確認してメモを残すことで、取り組んだ対策がどのように
自然検索結果の順位に影響を与えたのか特定する事ができます。


＋例えば、「販売価格を下げたことで、販売速度が加速し、自然検索順位が上昇」。

または「広告のクリック単価を下げた事で、販売速度が減速し、自然検索順位が下落」

このように自然検索結果の順位に影響を及ぼした要素を特定し、良い影響を与えた部分を強化していきます。


✅ 注意点 
自然検索結果の順位確認を行う場合は、過去の閲覧履歴などが検索結果に影響してしまわぬよう、必ずシーク
レットモード（シーレットブラウザ）使用してください。


シークレットモードとは？Google Chromeのブラウザのモードの一種で、閲覧履歴やcookieなどの情報がブラウ
ザに保存されない機能です。シークレットモードを使用する場合は、Chromeブラウザ右上のメニューから「新
しいシークレットウィンドウ」と書かれたテキストをクリックすると展開されます。

運用ルーティーン/自然検索順位確認



✅ 運用ルーティーン.2 

運用ルーティーン2つ目は、直近1ヶ月間の購入率確認です。 
ページ公開後1ヶ月に1度は商品販売ページの購入率を確認します。

商品販売ページの購入率の目標値は「初期段階では3-5%」

レビュー増加後は「5%」以上に設定します。


一定期間経過後、購入率が低いようであれば販売価格や訴求ポイント、デザインなどの見直しを行う必要があり
ます。


✅ 購入率確認方法 
直近1ヶ月の購入率確認はセラーセントラルのビジネスレポートから「親ASIN/親商品別詳細ページ売上/トラ
フィック」を選択します。データの表示期間を過去1ヶ月間に設定すると、ユニットセッション率として、過去
1ヶ月間の購入率が表示されます。ページ公開後に行っていただきたい運用ルーティーンは以上です。

運用ルーティーン/購入率確認



第2回目となるイチカラ無料講座では、商品販売する上で最低限取り組んでいただきたい購入率最適化対策「商
品販売ページ最適化、ストアページ最適化、レビュー施策」について解説いたしました。次回の無料講座では販
売速度加速対策の「スポンサー広告」について解説いたします。


イチカラのLINEでは最新情報や追加コンテンツを配信しています。是非ご登録ください。 
それでは、最後までご覧いただきありがとう御座いました。

@704hypab

無料講座の
登録はコチラ

https://lin.ee/ILR3FGb
https://lin.ee/ILR3FGb
https://lin.ee/ILR3FGb
https://lin.ee/ILR3FGb


support@ichikara-amazon.com


