デジタルマーケティングの総合支援

VISION

2022年1月

デジタルアスリートが
掲げるビジョン
2019〜2021年
働きがいのある会社
ランキング選出

デジタルマーケティング支援の最高峰へ

我々のミッションを実現するには、我々自身が挑戦を続け「挑戦が楽しい」という価値観を伝達していく必要があります。

2018年
Facebook広告
認定パートナー

我々も業界最高峰を目指し、挑戦を続ける集合体として最新のデジタルマーケティングを研究し、企業や個人の挑戦へ貢献してまい
ります。

2015年
Yahoo!正式代理店認定

2012〜2014年
GoogleAdWords
(最優秀賞)
2011年7月

創業

2011

2012

2013

2014

2015

会社名変更

2018

2016

2019

2020

2021

2022
2022年
・ デジタルアスリー
ト株式会社に社名
変更

2021年
・ 働きがいのある会
社ランキング選出
・ IPO準備スタート
2020年
・働きがいのある会社ランキング選出
・YouTubeチャンネル支援スタート

2015年
Yahoo!広告
シルバー代理店へ昇格

2019年
・働きがいのある会社ランキング選出
・集客プラットフォーム事業開始
（御社のWebチーム）

2014年
Google広告コンテストで最優秀賞

2013年
Google広告コンテストで最優秀賞

2018年
Facebook広告認定パートナーへ昇格
・アフィリエイト広告支援スタート
・成果報酬広告支援スタート
・コンテンツマーケティング支援スタート

2012年
Google広告コンテストで最優秀賞
2011年
株式会社リスティングプラス設立
Web広告専門の代理運用業

1,870社

デジタルマーケティングの総合支援業
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累計取引企業

突破

技術とチームワークを磨き続ける、
デジタルマーケティングのアスリート集団へ

MISSION
すべての挑戦を
さらなる高みへ

デジタルアスリートは「すべての挑戦をさらなる高みへ」というミッ

この間、正解がわからない不安や、思ったような成果を得られない

ションを掲げています。

焦りに押しつぶされそうな時期もありました。

このミッションを実現するには、我々自身が挑戦を続け「挑戦が楽し

しかし試行錯誤の末に成果を出し、創業10年を経た今から振り返

い」
という価値観を伝達していく必要があります。

ると、それらすべての経験が成長のためであり、
「挑戦の楽しさ」を

2011年、デジタルアスリートの前身である株式会社リスティングプ
ラスは、
リスティング広告の専門代理店として創業。

教えてくれたと感じています。
私たちはこれからもデジタルマーケティング支援の最高峰を目指

それ以来、
我々は常に新しいことへの挑戦を続けてきました。
創業当時は、まだリスティング広告の運用に関する情報も少ない時
代です。私たちは自分たちでテストを繰り返してノウハウを作り出

し、挑戦を続けます。
新たな挑戦を楽しみ、最新のデジタルマーケティングについて研鑽
し、企業や個人の挑戦へ貢献してまいります。

し、
お客様にサービスを提供していました。
さらに、リスティング広告の成果を高めるためには運用技術だけで
は不十分との考えから、2015年にはランディングページの制作・改
善サービスを開始。

代表取締役社長

同年、
「まだ使い物にならない」と言われていた時代から研究してい
た、
Facebook広告の事業部も立ち上げました。

長橋 真吾

その後も次々と登場する新しい広告媒体の運用に取り組み、最近で

−O u r Val ue−

はSNSやYouTubeチャンネルの運営など、
様々なサービスを拡充し
て現在に至ります。

智：知 識を高め、論理 的に考える
心：可能 性を信じ、挑 戦し続ける
技：スキルとスピードを日々研鑽
体：心身を鍛え、常に健 康であれ
徳：誠実さと感謝を行動でしめす

CEO
MESSAGE
代表挨拶
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ランディングページの高速改善と
運 用型 広告のハイブリッド運 用

改善インパクトが最も大きい
ランディングページ運用に集約！

プロの人的リソースは

ADLPO

Professionals go to LP operations

オリジナル LPを徹底的に改善してCVRの最大化

― アドエルピーオー ―

本 格的な運 用で

手 数料

0%

広告 費に関わらず

AIを使えば

一 律定額

92

広告運用の改善工程を最大

%削減できる

CPA

9,015 円

CPA

Reduce the improvement process

CPA

3,596 円

CPA

7,500 円

CPA

6,500 円

CPA

5,500 円

媒体別、季節別に LPを細分化してCVRを更に向上

広告運用にかかる
月間作業時間

1,400

5,447円

初期設定

広告媒体毎に特化したLP

予算管理・入札最適化

季節毎に特化したLP

運用改善

平均1,260分

レポート作成

1,200

レポート分析

月間作業時間

1,000

最
大

800
600

92

削
％減

400
平均100分

200
広告媒体を利用する場合

運用型広告のプラットフォーム（管理画面）が無料で扱えるように

Shirofuneを利用する場合

CPA

時間さえあれば、もっと成果に直結する領域を改善できるのに…

なってから早 15年。私たちはその変化を見続けてきました。
近年では、AIによる自動最適化の精度向上が目まぐるしく、適切

このように嘆く広告運用者や Web担当者は非常に多いと感じてい

なアカウント構造を構築し、魅力的なクリエイティブを設定すれば

ます。弊社では、広告運用のパフォーマンスを改善しつつも広告

AIが自動でパフォーマンスを改善してくれる時代になってきていま

媒体の AI機能を最大限活用し、管理工数も大幅に削減する自動

す。運用型広告のプロたちは、日々多くの時間を管理画面に費や

運用ツールの利用を弊社では推奨しています。人的リソースを成

していますが、SNSが主流になるにつれて管理工数も年々増えて

果に直結する LP改善やクリエイティブ改善に集中する事で CV数

います。

の最大化を目指します。

6,500 円

CPA

5,500 円

CPA

2,300 円

32,000 円

15,000 円

CPA

10,000 円

CPA

私たちプロの人的リソースをLP運用に集 約する事で高速で

消費者の趣味 趣向が多様 化する時代だからこそ、媒体毎の

のLP改 善が 可能になります。広告 媒体 毎に見 込み 客 の状

ユーザーニーズに答えるランディングページを運 用する事が

態やニーズも変わりますので、媒体別にLPを細分 化してい

成果を最大化するポイントです。

くことで「獲得が出来なかったFB広告から獲得が出来るよう
になった」「一般キーワードのCPAが大幅に下がった」と喜
びの声を頂いています。
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CPA

CROWD
SOURCING
外部プロフェッショナル人材で支援する

なら

「 御 社のクラウドソーシング」
クライアント

広告運用・
ランディングページ制作から

Webマーケティング

全体 の支援まで対応可能

プロフェッショナル人材

（主に中小企業）

デジタルアスリートは戦略設計から実行まで一貫して支援できる、Webマーケティングの専門家集団です。
Webマーケティングの戦略設計から、広告運用、LP・動画などの制作まで支援できるのが、デジタルアスリートの特長です。広告代理店・
コンサルティング会社・Web制作会社の担当領域を、すべて当社にお任せいただけます。

フリーランス
小規模代理店
副業人材

総合支援
御社のクラウドソーシング

外部人材提供

代行手数料支払い

フリーランスへ教育・業務コンサルを
提供し、高い品質のサービス業務を
維持。
フリーランスを育成・活用すること
で、効率的に案件対応が可能に。
業界知識、御社情報を徹底教育

チーム間で連携し
数多くの成果を実現

制作

教育・コンサル提供
商品企画からの改善提案で
研修費支払い

CPAを70,000円台から

広告運用

改善して月間CV数

1,000増加

3,000円台に

案件紹介、仕事発注

ランディングページを

リスティング広告の運用で
安定して月100名以上の
セミナー集客

業務委託費支払い

副業、兼業OKなのでハイスペック人材を保有
サービス提供

01
業界知識、
御社情報を徹底教育

育成型クラウドソーシングなので低単価で優
良人材を確保

02

副業、兼業OKなので

ハイスペック人材を
保有

労働リソース提供

01

03

育成型クラウドソーシングなので

02

低単価で
優良人材を確保

本格的かつ継続的に仕事をできるフリ

上場企業で働いているマーケターや、ラ

当社はマーケター育成の講座などを10

ーランサーが揃っているので、
「御社の

イター、広告運用者など、ハイスペック

年以上行ってきた事から、御社のクラウ

クラウドソーシング」が業界知識や御社

人材が見つかります。御社のWebチーム

ドソーシングに登録しているユーザーに

の強み弱みを徹底レクチャー。御社を

ではカバーできない専門知識の必要な

専門スキルの教育を行っています。スキ

理解したフリーランサーが業務にあたり

業務は、その業界に精通した兼業人材

ルが未熟な人材を御社専属の人員とし

ます。

をアサインして業務にあたります。

て育成する事で、早期戦力化、低単価で

03

の業務依頼が可能になります。
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1,000社以上の実績をもとに独自のセオリーを確立
膨大な支援事例から成功パターンを分析し、10年以上の実践と検証を繰り返して築き上げた、どの担当者
でも高確率で成果を出せる仕組みがあります。

徹底した情報共有と提案型のコミュニケーション
お客様が常に運用状況と次の改善策を把握している状態を徹底することで、契約後の継続率は90%以上と
多くのお客様に満足いただいています。

広告運用と制作のスペシャリストが多数在籍
Webマーケター、広告運用コンサルタント、コピーライター、Webデザイナー、動画制作ディレクターなど、
各分野の専門家がチームで対応します。

BOARD
MEMBER

VOICE

デジタルアスリート
役員ご挨拶

実績 - お客様の声 -

最先端の技術とヒトを掛け合わせ、最適なマーケティング戦略を構築

PDCAを回すスピードが早く、
安心して任せられます

事業全体から課題を見つけてくれるので
助かっています

デジタルアスリートさんの強みは、「スケジュール
厳守」、「制作スピード」、「PDCAスピード」と思っ
ています。諦めること無く必死にトライアンドエ
ラーいただけるので非常に安心しています。

表面上の数字だけでなく社内全体から改善すべき
点を見つけてもらえるので助かっています。また、
会社の置かれているフェーズにあった提案をいた
だけるので、売上の基盤となるような広告運用が
できていると感じます。

健康食品・化粧品業界

担当者

化粧品業界

運用に関する情報だけでなく、組織運営に関す
るアドバイスや他社の状況など含めシェアしてい
ただけるのが助かっています！

はじめて誠実なWeb広告代理店に巡り合えました。
ご愛用のお客様へインタビューも実施するなど、
商品を非常に深く理解しようとしてくれました。表
面的な運用ではなくマーケティングを熟知した運用
で、これまで右肩下がりだった CV数がV字回復。
CPAも大幅に下がりました。
健康食品・化粧品業界

佐藤 雅樹

デジタルアスリートは、デジタルマーケティングを総合的に支援する会社です。
昨今のデジタル領域は、どれか一つだけの施策を実行したからと言って、成果が
上がるものではなく、複合的かつ総合的に施策を実行することが求められるよう
になっています。我々デジタルアスリートでは、
その複雑化するデジタルマーケティ
ングを総合的に支援できる体制を社内で整えています。海外を含めたデジタル
マーケティングにおける最新情報の収集は勿論のこと、各業界や業種業態におけ
る成功事例も多数ありますので、デジタルマーケティングを活用して、売上アップ
や収益アップをお考えなのであれば、是非デジタルアスリートにお任せください。

取締役

松本 剛徹

本質的なマーケティング戦略にフォーカス

商品をここまで深く
理解してくれた会社は初めてです

担当者

取締役

デジタルマーケティングを総合的に支援していく

担当者

いつも様々な情報提供をいただけて
感謝しています

日用品・化粧品業界

Web広告代理業の職に就いて17年が経ち、今までたくさんのクライアント様や
同業者様と関わることができ、支えられながら成長することができました。
デジタルマーケティング業界は日々高度化・複雑化しており、変化するスピード
がとても速くなっています。AIやツールなど最先端の技術と従来の人だからこ
そできるマーケティング戦略を掛け合わせを、企業様に最適なマーケティング
支援を提供し、今後も関りがある方々と切磋琢磨しながら進んで参ります。
今後もマーケットにあわせながら様々なサービスをリリースして参ります。どうぞ
ご期待ください。デジタルアスリート株式会社を今後とも宜しくお願い致します。

昨今、自動化がより機能するようになり、広告運用の価値が下がり、いよいよ広告
管理画面の運用だけでは代理店は生き残れない時代になっています。サービスの転
換期であることは明確で、海外では既にマーケティング戦略全体から広告を考えら
れるコンサルタントと、単なる広告運用者の二極化も進んでいます。当社は広告運
用を得意とする集団としてスタートしましたが、リスティングプラスの プラス の意
味がそこにある通り、サイト制作・マーケティング戦略コンサルタントの領域にもチャ
レンジし続けてきました。今後もより本質的なマーケティング戦略にフォーカスし、
クライアントと共に市場に価値を創造していけることを楽しみにしております。

担当者

執行役員

鷲見 貴人

挑戦をサポートし、結果にフォーカスできる人材を育成・提供
デジタルマーケティング領域の技術革新は非常に早く、新たな技術やビジネスモデ
ルに対応できるヒトが要となります。当社は、ビジネスアスリートとして取組む姿勢
は当然のことながら、結果にフォーカスできる人材を育成・提供することで、デジ
タルマーケティングの可能性をお客様に感じていただきたいと考えております。
10年以上デジタルマーケティング領域で成果を上げてきましたが、更なる高みを
目指し、世の中から必要とされる企業であり続け、デジタルマーケティングの可
能性を拡大・深化させていくために挑戦し続けていきます。その中でお客様、一
社一社の挑戦をサポートできる会社であり続けられれば幸いです。
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CFO

古子 優樹

RE A ZON for
TRUST
信頼の理由

01

02

すべての企業様に必要なデジタルマーケティングだからこそ、より透明性が高く、信頼性の高い情報提供を出来るデジタルマーケティン
グサービスを世の中のスタンダードにしたいのです。より透明度の高い有効な情報を消費者が収取選択できる世の中になるように社会貢
献してまいります。

03

04

定期開催のセミナーは

認定パートナーとして

年間150万PVを超える
自社メディアで

ベストセラー書籍の出版業界誌の

最新情報を発信

毎回90%以上の
満足度を記録

Google、Yahoo!、Facebookの認定パートナーと

常に業界の最新情報をキャッチアップし、オウンドメ

経営者やWeb担当者向けに、当社のノウハウを伝

代表の長橋が執筆したリスティング広告の入門書

して、広告運用に関する一定水準以上の専門知識

ディア「リスマガ」で積極的に発信。自社でコンテン

えるセミナーを定期開催し、参加された方の90％

は、Amazonのセールス・マーケティング部門で第1

と実績を持っていることが証明されています。

ツマーケティングを実践しています。無料ダウンロー

以上から高評価をいただいております。

位を獲得。そのほか、業界の専門誌などに取り上げ

Google、Yahoo!などの

実力は保証済

ド資料やセミナー開催情報も定期的にアップし、企

掲載実績あり

られた実績も多数あります。

業のデジタルマーケティング実行を支えていきます。

主な実績
日本で30社程度しかいないFacebook広告
認定パートナーに認定
一定以上の成長率と安定性でGoogleパート
ナーに認定
数千社のうちのトップ100社ほどしかいない
Yahoo！正規代理店スター保有企業に認定

主な内容

主な実績
Facebook Japanとの共催で約2万円の有料

獲得効率と効果性を最大化するWeb広告

セミナーにも関わらず200名以上を動員。

Webの力で戦略的に売上を上げる成約率を高

Webマーケティングのインハウス化を支援する

め売上につなげるWeb制作

講座では延300を超える企業を支援。

数字に基づいた改善で売上を上げるデータ分

ライター養成講座では需要が高まるライターの

析・改善

育成に尽力。企業で活躍できる人材を育成。

過去に3年連続でGoogleパートナーコンテス

広告プランナー養成講座では中小企業のWeb

トにて7,000社の中から表彰

担当者が不足している問題を解消すべく、100名
近くの広告プランナーを育成。
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主なメディア実績
小さな会社のデジタルマーケティング超入門
なぜ8割の企業がリスティング広告で失敗する
のか
コンバージョン数を最大化する7つの極意
日刊ゲンダイ
（2021年1月22日号）
日経ビジネス No.1978（2019年2月11日号）

〜すべての挑戦をさらなる高みへ〜

会社概要
社名

デジタルアスリート株式会社

従業員数

80名（2022年1月現在）

所在地

東京都新宿区西新宿6-24-1
西新宿三井ビルディング4階

資本金

1,000万円

連絡先

03-6825-6831

代表

長橋 真吾

設立

2011年7月1日

事業内容

リスティング広告情報提供
リスティング広告代行
リスティング広告コンサルティング業務
ランディングページ・ホームページ制作
Webマーケティング代行
コンサルティング業務

お電話でのお問い合わせ
（受付時間 平日10：00-18：00）
-08-

