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分析対象サイト
■URL
https://・・・・・・.jp/

■分析対象期間
2016/06/01~2017/02/28
（8ヶ月）
※CVの測定が6月から完全に取れているため6月からとした

■貴社ご要望
・会員登録数を増やしたい

└現在1,000人→8月までに10,000人へ
・サイトリニューアルを検討中

└初心者向けをターゲットに作り変えたい
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１．サイト分析レポート
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アクセス数サマリー

①訪問数は1か月平均5,811
②直帰率が79.57%と高め

月平均で
5,811訪問
月平均で

5,811訪問
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会員登録（CV）状況

①CV数は1か月平均77
②CV率は1.33%

6月〜2月の
月平均CVは

約77

6月〜2月の
月平均CVは

約77
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ユーザーのサイト閲覧環境

①スマホからの流⼊が76%
②月別でみてもスマホが増加傾向
③CV率はスマホが低い

■デバイス別
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ユーザーのサイト閲覧環境

①1位は東京（40%）、1都3県を合計すると63%。
②大阪や愛知県はCV率も低い。
全体的にも1都3県のCV率平均が1.54%に対し、それ以外は0.55%。
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■地域別
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訪問経路（どこから来たか）

①ディスプレイ広告が45%とトップ。
②他サイトからの流⼊はCV率が2.66%と高い。(全体平均は1.33%)
③ディスプレイ広告やリスティングからの直帰率が高い。

⾃然検索

直接/不明

他サイト

SNS
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他サイトからはどのサイト経由が多いか？

①他サイトからの流⼊のうち、×××https://www.・・.co.jp/ からの流⼊が
70%弱。
②CV率は全体平均の1.33%より高い。媒体との親和性が高く、ユー
ザーの目的と合致しているため会員登録へとつながっているのでは。
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【訪問経路の検証①】



(参考）マンションコミュニティの導線
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＜ユーザーの⼼理＞

「このマンションのことを知りたい」

＜ユーザーの⾏動＞

マンションコミュニティでマンションの
情報を調べる

＜ユーザーの⼼理＞

「このマンションのことを知りたい」

＜ユーザーの⾏動＞

マンションコミュニティでマンションの
情報を調べる

＜ユーザーの⼼理＞

「価格を知りたい」

＜ユーザーの⾏動＞

価格表販売のタブを⾒る
→有料だった
→○○○○で価値をみれそう

↓
○○○○のサイトへ訪問

＜ユーザーの⼼理＞

「価格を知りたい」

＜ユーザーの⾏動＞

価格表販売のタブを⾒る
→有料だった
→○○○○で価値をみれそう

↓
○○○○のサイトへ訪問

【訪問経路の検証①】



広告経由の直帰率が⾼いのはなぜか？
■ディスプレイ広告・リスティング広告のランディングページと直帰率
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①広告のランディングページがTOPページ
→しかし、TOPページがシンプルなため「このサイトはどうい
うケースで利⽤するべきか」が想像できないのではと考えられ
る。会員登録への導線もヘッダにあるのみで、ユーザーが会員
登録をするべきかはこのページだけでは判断ができない

②平均滞在時間は26秒なので多少なりとも理解し
ようとしていそうではある

1

2

【訪問経路の検証②】



⾃然検索経由の訪問キーワード
（どんな目的で訪問しているか）

①上位はサービス名だが、マンション名単体での検索流⼊も多い。
SEO対策実施によりマンション名検索で1ページ目に表⽰し流⼊を増やせる可能性も⾼い

②サービス名を含む検索は11%。認知拡大やリピート施策を⾏うこと
で指名での流⼊はまだまだ増やせる
③マンション名との掛け合わせKWは「価格」や「価値」が多い

※Googleからの検索はGoogleAnalyticsでは不明なため下記のキーワードはGoogle検索以外からのものになります

含まれるキーワード 割合
(重複あり)

指名KW 「○○○○」等の
サービス名を含む 11.9%

掛け合わせ
KW

「価格」を含む 8.8%

「価値」を含む 7.6%

「評価」を含む 1.0%

「間取り」を含む 0.9%

※(not provided) 以外でアクセスされたキーワードをもとに分類

■主なキーワード別 セッション率

■⾃然検索経由の上位検索キーワード
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【訪問経路の検証③】



⾃然検索経由のCVキーワード
（どんな目的で来た人がCVしているか）

※Googleからの検索はGoogleAnalyticsでは不明なため下記のキーワードはGoogle検索以外からのものになります■⾃然検索経由のCV数順検索キーワード
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キーワード セッション CV率 CV数
(not provided) 5,696 2.00% 114
○○○○ 158 8.86% 14
ナイスエスアリーナ川崎駅前通 当時 価格 2 100.00% 2
mansion value 3 33.33% 1
mansionvalue 10 10.00% 1
アデニウム新横浜 新築時の価格 20 5.00% 1
アルテシモラルゴ 販売価格 1 100.00% 1
オーベルグランディオ多摩中央公園 1 100.00% 1
グランシンフォニア⼾⽥公園 新築 3 33.33% 1
グリーンビレッジ氷川台 単価 2 50.00% 1
サーパス陽東 5 20.00% 1
サーパス陽東 間取り 2 50.00% 1
シノケンハーモニー羽⽥ 糀谷 2 50.00% 1
セントレジアス鶴⾒ 物件 2 50.00% 1
パークハウスワンズタワー 東村山 坪単価推移 1 100.00% 1
プラウド練馬中村橋 1 100.00% 1
プレール・ドゥーク川崎平間 価格 1 100.00% 1
ミレナリータワーズ 1 100.00% 1
ヨコハマオールパークス 価値 3 33.33% 1
ラグセコート価値 1 100.00% 1
リビオシティウイングフィールド新築価格 1 100.00% 1
レジアスフォート新浦安 評価 1 100.00% 1
綾瀬 マンション偏差値 1 100.00% 1
海浜幕張 セントラルパーク イースト willing 1 100.00% 1
大崎 三井 マンション 分譲 1 100.00% 1

CV（会員登録）をしたキーワードは

「マンション名」
×「価格」
×「価値」など、

価値を知りたいというニーズが多い

CV（会員登録）をしたキーワードは

「マンション名」
×「価格」
×「価値」など、

価値を知りたいというニーズが多い

「マンションの価値を知りたい」
と考えている人には
「さらに情報を⾒たい」という
動機から会員登録へとつながって
いるのではと考えられる

【訪問経路の検証③】



CVしたユーザーの動き
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①マンションの詳細ページに流⼊したユーザーはその後会員登録へ遷移
②トップページに流⼊したユーザーも、その後マンションの詳細ページへ遷移
し、会員登録へ遷移している
→「もっと情報を⾒たい」というニーズを引き出し、トップからマンション詳
細ページへの導線を改修すれば会員登録へつながる可能性がある



分析のまとめとサイト改善案
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１．広告経由は直帰率が高く、ランディングページがTOPページ
TOPページは、このサイトを使うことで何ができるのか、会員登録をすることでどういいこ
とがあるのか、がわからないと次につながらない。「プロ」という⾔葉が敷居が⾼い印象。

２．CVした検索キーワードは「価値」「価格」が多い

３．CVは、マンションの詳細ページ経由が多い

広告は専用のLPを作成するか、TOPページの構成を⾒直す

「価値」を知ることのメリットやこのサイトを使うべき根拠が理解で
きるようにTOPページとマンションの詳細ページを改善する

会員登録のメリットがわかるようなマンションの詳細ページの改善と、
気になるマンションが探しやすくなるようなUIの改善

「マンションの価値」を理解した⽅がいいと既に感じている人には受け⼊れられている。ま
だそのフェーズにいない人に、⾃分事として考えてもらうことで興味があがるのでは。

マンションの詳細ページを閲覧し、「もっと知りたい」と思った人は会員登録をしている。
いかにその人が気になるマンション情報をみてもらい、会員登録のメリットを出せるか。



２．改善・施策のご提案
ー サイト改善 ー
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サイト改善案
17

■改善の方向性
１．マンションの価値を知ることのメリットを伝える

└その人にとって、どうメリットがあるのか、⾃分事となるように。
２．同様のサービスと比較しこのサイトで使うことのメリットを伝える

└他社とは違う強み、会員登録をすることでどうメリットがあるのか。
３．気になるマンションを探しやすく・⾒つけやすくする

└まずは⾃分が気になるマンションへたどり着けるかどうかが大事。
関係ないマンションのことは価値を知ったところで興味がない。

■改善対象のページ

■ターゲットとその人にとってのメリット
１．マンションのオーナー…価値の変動が分かることで売り時がわかる
２．マンションを買いたい人…価値のある物件を⾒つけられ、買い時がわかる
３．不動産投資をしている人…売り時、買い時を把握し運⽤に役⽴たせる

いずれも、プロ向けというよりは初⼼者向けにしていく

１．TOPページ
２．マンション詳細ページ



ユーザーストーリー検討にあたって
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トップページ

マンション詳細
ページ

1

検討にあたり、どの導線を強化していくべきか。
そのページへはどういうニーズで流⼊しているユーザーが多いかを検討し、
ユーザーのニーズにあったページ構成を⽤意する

①全体の約90%が、TOPページかマンション詳細ページに流⼊。
■TOPページは、主に広告からの流⼊。
■マンション詳細ページは、主に・・・.co.jp からの流⼊か、マンション名で
の⾃然検索流⼊。



ユーザーストーリー①TOPページへ流⼊
例）広告から流⼊した場合
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存在を知る こんなサービスがあるんだ、⾒
てみよう

ストーリー 心理

広告を⾒て、○○○○のトップ
ページにアクセス

⾏動

興味を持つ
マンションの価値を知るのはお
もしろそう。とりあえず気にな
るマンションをみてみよう

このサイトでは何ができるのか
を理解し、まずはマンションを
検索。

もっと知りたい
こうやって⾒ればいいんだな、
隠れているところみたいな

詳細ページを閲覧し隠れている
情報を⾒るために会員登録へ

⾏動
(サイトの使い⽅を覚える)

他のマンションも⾒てみたい
会員登録後、マンション詳細
ページを閲覧。さらに他の物件
も閲覧、ブックマークをする

再来訪 あ、物件に変動があったんだ、
みてみよう！

メールで通知が届き、再度サイ
トを訪れる

サイト外
（広告）

ページ

TOPページ
(or 専⽤LP)

マンション詳
細ページ →
会員登録

マイページ・
マンション詳
細ページ

サイト外
(メール）



ユーザーストーリー②詳細ページへ流⼊
例）マンション名で検索して流⼊した場合
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存在を知る こんなサービスがあるんだ、⾒
てみよう

ストーリー 心理

Googleで「マンション名」を
検索し、○○○○のマンション
詳細ページにアクセス

⾏動

興味を持つ
マンションの価値をこうやって
みれるんだ、どうやって数字を
みたらいいのかな

ページを⾒ながら何ができるの
か、どうやって数字をみたらい
いのか理解する

もっと知りたい
こうやって⾒ればいいんだな、
隠れているところみたいな

詳細ページを閲覧し隠れている
情報を⾒るために会員登録へ

⾏動
(サイトの使い⽅を覚える)

他のマンションも⾒てみたい
会員登録後、マンション詳細
ページを閲覧。さらに他の物件
も閲覧、ブックマークをする

再来訪 あ、物件に変動があったんだ、
みてみよう！

メールで通知が届き、再度サイ
トを訪れる

サイト外
（検索）

ページ

マンション詳
細ページ

マンション詳
細ページ →
会員登録

マイページ・
マンション詳
細ページ

サイト外
(メール）

以下は、ユーザーストーリー①と同様



現状の課題：TOPページ
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スマホのアクセス数が多いため、スマホをベースに改善案を提案します

①サイトで何ができるかを理解できるか？

現状の構成
ユーザーストーリーを元に実現したいことは…

①このサイトでは何ができるのかを理解できる
②気になるマンションを検索できる

・「プロが使う情報」「マンションはもっと身
近」という打ち出しが、「⾃分が使うサイトなの
か？」疑問を持ち離脱する可能性が⾼そう。

・値上がりランキングの説明が難しく、より「プ
ロ向け」と感じられてしまう懸念がある

②気になるマンションが検索できるか？

サイトの説明や、値上がりランキングの説明が下
にあるが、検索導線はページ上部にあるので注意
がひかれずスムーズに検索にうつれない可能性が
ある

2

1



改善案：TOPページ（非ログイン）
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非ログインのページは、サイトを知らない人向け前提で構成する

サイトで何ができるかを理解できるか？改善案

①キャッチコピー
サイトのコンセプト・リード文にサイトの特徴を記載

②ターゲット別利用方法を記載
ターゲットに対し使い⽅のレコメンドをすることで、⾃分
事にしてもらい、どう活⽤すべきかをイメージしてもらう

気になるマンションが検索できるか？

③何をするのか理解したところで検索フォーム
理解したときに、目の流れの先に検索する場所があると
⾏動に移しやすくなる

④ランキングは都道府県で分けてもいい
⾃分と関係ないマンションが出てきても反応しない。
都道府県別ランキングを出すことで不動産投資目的以外の
ユーザーに身近に感じてもらえる

マンションの価値を知ればトクをする
○○○○ではXXXXXXXXが特徴です

マンション
を

お持ちの⽅

マンション
を買いたい

⽅

不動産投資
をする⽅

価値を知って
売り時を知ろう

価値を知って
買い時を知ろう

価値を知って
運⽤に活かそう

○○○○とは？

■気になるマンションがあれば、まずはマンションを検索！

沿線から探す 地図から探す

■エリアから価値あるマンションを探す

1

2

3
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現状の課題：マンション詳細ページ①
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現状の構成

ユーザーストーリーを元に実現したいことは…
①このサイトでは何ができるのかを理解できる
②数字の⾒⽅が分かる
③会員登録をするメリットがわかる
④会員登録後に再来訪メールにつなげる⾏動をしても
らう（ブックマークなど）

①サイトで何ができるか・数字の⾒⽅が分かるか

このページに流⼊するユーザーも多いが、サイトの使
い⽅がわからず、数字の⾒⽅も複雑。複雑な要素とし
て、初心者が普段目にしないグラフなどがあることに
重ね、上の「値上がり・値下がり率」と下のグラフが
違うものを表しているのも複雑にしている要因か

③会員登録をするメリット

現在は、「情報が⾒れる」ことが会員登録のメリット
となっているが、それ以前に「情報を⾒ることに何の
価値があるか」「どうやって情報をみたらいいか」を
わかっていないと会員登録にまでいかないのではない
かという懸念がある

2

1



改善案：マンション詳細ページ①
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改善案

①チュートリルアルへの導線
特に、非ログインの場合にすぐに使い⽅へ遷移できるよう
に導線を設置する

②⾒出しは分かりやすい⽂⾔にする
「現在価値」→「現在のマンションの推定価値は？」とい
うように分かりやすい文⾔にする

⑤初⼼者向けにこの数字はどう⾒たほうがいいか
をターゲット別に⾒せられるとベスト
数字だけあっても、「で、どう考えたらいいのか…？」と
なるのでこう⾒る、というのがあるとベスト

③読めばチュートリアルとなるようにする
最初に推定価値だし、それが上がってるのか下がってるの
か次に値上がり率・値下がり率をみてみる、など

④近くにある数字と連動したグラフ
グラフを出すなら、近くにある数字と同じものを出し、視
覚でみせるとすんなり⼊ってくる

マンションの価値を知ればトクをする
○○○○とは？

1

マンションの現在の推定価値は？

先月と比較！
マンションの値上がり・値下がり率

今は何をすべき？

マンションオーナー … 売り時
購⼊検討の方 … まだ待ち

3

5

4

2



サイト改善案：その他
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今回はTOPページとマンション詳細ページの改善案を重点的に記載いた
しました。

その他にも、ユーザーストーリーに基づいて

・オーナー物件以外にもメールを送れる機能実装
・閲覧履歴に基づいたレコメンドメールの配信機能実装

など

必要な機能を開発していくとより会員登録率が向上するかと思われます。



3．改善・施策のご提案
ー 検索対策 ー
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キーワード（検索数）に関して
27

8位--マンション 現在価値

圏外3336マンション ⾦額

圏外2,0902,280マンション 査定

圏外286312マンション 値段

48位286312マンション 価値

圏外9691,056マンション 価格

○○○様
検索順位

Google
月間検索数

Yahoo
月間検索数

キーワード

ユーザーが良く使うキーワードとしては、価値よりも価格が多いです。
「マンション名」×「価格」に関してSEOを強化すべきと考えます。



キーワード（過去実績）に関して
28

（１）価格で流⼊したセッション数は「232」。CV率は「2.59％」

（2）価値で流⼊したセッション数は「183」。CV率は「1.09％」

「マンション名」×「価
値」で流⼊するユーザーは、
あまり回遊されていません。
CV率も考慮すると、「マ
ンション名×価格」を強化
すべきと考えます



キーワード（現状順位）に関して
29

1位Wコンフォートタワーズ 価値
31位アクシア⻘山 価格
2位アクシア⻘山 価値
21位エルエープライル新横浜
1位エルエープライル新横浜
31位ガラグランディ日本橋 価格

84位Wコンフォートタワーズ 価格
3位THETOKYOTOWERS 価値

2位ガラグランディ日本橋 価値

28位THETOKYOTOWERS 価格
1位⻁ノ門タワーズレジデンス 価値
63位⻁ノ門タワーズレジデンス 価格

○○○様
検索順位

一部のキーワード

現状では「価値」に関しては、上位表⽰できているページが多い。
ただし、「価格」に関しては上位表⽰が実現できていない状況。



SEO対策
30

「プレミスト渋谷宮益坂 価格 」を上位表⽰させるために。


