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主なコンサルティング・分析メニュー

種別 タイトル 概要 アウトプット 期間

分析(1)
ゴール・KPI設計ワーク
ショップ

「コンセプトダイアグラム」を用いたワーク
ショップの実施を通じてゴール・KPI・改善方
針を決める

コンセプトダイアグラム
計測定義書
運用レポート

２ヶ月

分析(2)
ウェブサイト分析＆改
善提案レポート

指定のウェブサイトを分析し、その分析結果
とそこから見えてきた改善施策を提案

分析＆改善提案レポート（パワー
ポイント40-60枚想定）

１ヶ月半

分析(3)
＋改善施策の振り返り
レポート

上記レポートを元に実行いただいた改善施策
を振り返るためのレポートを作成

振り返りレポート（パワーポイン
ト20-40枚想定）

施策実施から
1ヶ月

分析(4) SEO周りの分析
技術視点・コンテンツ視点から検索流入にお
ける課題と改善案の提示

分析＆改善提案レポート（パワー
ポイント40-60枚想定）

1ヶ月半

設定
アクセス解析ツールの
設定や実装見直し

アクセス解析ツール等で新たにデータを取得
するための設計や設定実施

データ取得設計書
GTM/GA等のツールでの設定

１～２ヶ月

レポーティング 運用レポートの作成
ヒアリングを元に週あるいは月で自動更新さ
れる運用レポートを作成します

運用レポート(Googleデータポー
タル等）

１ヶ月半

ミーティング(1)
アドバイザーミーティ
ング

定期的なミーティングに参加し、解析を中心
としたディスカッションや抱えている課題の
相談にのる

物理的なアウトプットは基本なし。
内容により簡易資料作成

半年間契約
（月１回・隔月
等）

ミーティング(2) ＋月次レポート作成
上記に加えて、弊社にて月次レポートの作成
及び事前相談いただいた内容の簡易分析を行
なう

月次レポート
半年間契約
（基本月１回）

※英語でのレポート作成やミーティングにも対応可能
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分析（１）

ゴール・KPI設計ワークショップ
（コンセプトダイアグラムワークショップ）

【概要】
ウェブサイトのビジネスゴールを達成するために、KPIを設定するためのワークショップを行います。
「コンセプトダイアグラム」という手法を用い、ユーザー視点での動線を洗い出し、ユーザー群を定義。
その上でユーザーの態度変容をKPIとして設計する形になります。

【どういう時に実施するべきか】
・現状のKPIを見直したい あるいは KPIの改善がビジネスの改善に繋がっていない
・サイトのリニューアルを行なう上で改めてKPIを整理したい
・新規にサイトやサービスを立ち上げるためKPIを設定したい
※既にKPIの運用がしっかり行われており、KPI改善のためのPDCAが回っている場合は必ずしも必要ありません

【実施内容・アウトプット】
・コンセプトダイアグラムワークショップ（4時間）
・ワークショップの結果を元にしたKPI設計表
・KPI運用のためのレポート
・計測を行なうための計測実装依頼＆管理画面設定表
※管理画面の設定やセグメント作成を小川が行う場合は別途費用が発生します

【アウトプット例】
・次ページ参照
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アウトプット例

コンセプトダイアグラムワークショップの様子
（10社以上のお客様での実施・運用実績あり）



4

アウトプット例

コンセプトダイアグラムワークショップのアウトプット例
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分析（２）

ウェブサイト分析＆改善提案レポート

【概要】
アクセス解析ツール（＋周辺ツール）を活用したゴール・KPIに基づいたウェブサイトの分析 及び その分析から得られ
た結果に対する施策の提案を行なう。サイトの種別や利用ツール等により金額変動。

【どういう時に実施するべきか】
・ウェブサイトの分析＆改善方法を学びたい
・ウェブサイトに対して定量的な理解が出来ていない
・ウェブサイトの改善案が思いつかない・実行出来ていない

【実施内容・アウトプット】
・事前ヒアリング
・分析結果のアウトプット資料（４０～６０枚程度のアウトプットを想定）

【アウトプット例】
・次ページ参照
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アウトプット例

分析＆改善提案資料
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アウトプット例

分析＆改善提案資料
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分析（３）

改善施策の振り返りレポート

【概要】
実行いただいた施策（ABテスト等含む）の分析を行い、どの指標に効果があったかを把握する
そこから得られた示唆と次に繋がるヒントを導き出す

【どういう時に実施するべきか】
・行った施策を適切に評価してほしい
・施策の評価方法を学びたい（ABテストの有意差判定含め）

【実施内容・アウトプット】
・分析結果のアウトプット資料（２０～４０枚程度のアウトプットを想定）

【アウトプット例】
・次ページ参照
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アウトプット例

改善施策の振り返りレポート



10

分析（４）

SEO周りの分析

【概要】
検索エンジンからの流入を増やすという観点で、ウェブサイトやキーワードの分析を実施。技術観点・コンテンツ観点を中
心にサイトの課題を発見し、改善案を提示いたします。
※弊社ではコンテンツのライティング等は行っておりませんが、必要に応じて紹介などは可能です

【どういう時に実施するべきか】
・SEOの観点から自社サイトの伸ばせるポイントを見つけたい
・SEOの分析はどのように行われているかを知りたい

【実施内容・アウトプット】
・分析結果のアウトプット資料（４０～６０枚程度のアウトプットを想定）

【アウトプット例】
・次ページ参照
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アウトプット例

SEO周りの分析
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設定

アクセス解析の設計・設定の見直し

【概要】
アクセス解析ツール(Google Analytics 及び Adobe Analytics）で現在の実装や設定を確認した上で、よりゴール・KPI・
分析を価値あるものにするための設定変更や実装指示などを行います。要件により金額は大きく変動のため要見積もり
※注意：弊社が実装するものではなく、どういった内容を反映するべきかを指示するという形になります。サンプルコードなどはお渡し出来ますが、自己責任にて
お願い致します。Google Tag Managerの設定などは一部代行可能です。

【どういう時に実施するべきか】
・アクセス解析ツールが正しく実装・設定できているかわからずにレポートが使えていない
・旧GAから新GAへの移行を行いたい
・Google Tag Managerの実装・設定・変更などを行いたい

【実施内容・アウトプット】
・実装や設定変更などをまとめた指示書
・別費用で設定に関しては（一部）対応可能です

【アウトプット例】
・次ページ参照
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アウトプット例

ウェブサイトデータの取得設計書
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レポーティング

定点運用レポートの作成

【概要】
ヒアリングを元に定期的（週や月）で見るべきレポートや指標を整理し、気づき発見と運用に活用出来るレポートを作成し
ます。Google アナリティクス 及び Adobe Analyticsのレポート作成に対応します、

Google アナリティクスは Analytics Edge (Excel)あるいはGA拡張プラグイン（Google Spreadsheet）
Adobe アナリティクスは Workspace (Adobe Analytics内）あるいはReport Builder (Excel)、Google Data Studio
を使って作成し、レポートの更新を（半）自動化します。

【どういう時に実施するべきか】
・運用レポートが作成出来ていない
・現在作成している運用レポートの内容が不満足、あるいは、本当にこれで良いのかわからない
・レポートの運用及び更新に時間がかかっている

【実施内容・アウトプット】
・運用レポート
・設定変更マニュアル

【アウトプット例】
・次ページ参照
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アウトプット例

月次運用レポート
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ミーティング（１）

アドバイザーミーティング

【概要】
アクセス解析を中心に様々な相談や数値を見ながら改善案を議論するための時間となります。
※月１回・隔月等

【どういう時に実施するべきか】
・定期的に解析/改善/KPIに関する相談を行いたい
・解析回りの新しい取組やトレンド、他の事例などを聞きたい
・小川の分析ノウハウや最新の勉強会内容などを知りたい

【実施内容・アウトプット】
・会議形式での議論（１回最大２時間を想定）
・事前に簡単なアジェンダをいただき、必要であれば事前に検討を小川の方で行なう

【最低契約期間】
・半年間（半年ごとに契約延長を見直し）



17

ミーティング（２）

アドバイザー＋レポートミーティング

【概要】
定期的にアクセス解析を中心に様々な相談や数値を見ながら改善案を議論するための場。
また小川の方から、定期的なレポートとその時のテーマに応じた事前分析を実施。
※基本月１回

【どういう時に実施するべきか】
・定期的に解析に関する相談を行いたい
・解析回りの新しい取組やトレンド、他の事例などを聞きたい
・継続的な改善を実現していきたい

【実施内容・アウトプット】
・会議形式での議論（１回最大２時間を想定）
・事前に簡単なアジェンダをいただき検討・集計を小川の方で行なう

【最低契約期間】
・半年間（半年ごとに契約延長を見直し）
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取組実績や事例
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「キャッシュバック賃貸」https://cbchintai.com/

主なコンサルティング実績

【時期】
2014年9月～現在

【担当領域】
■ウェブサイトの分析・改善提案
■施策の評価
■月次レポートの作成及び定例ミーティング

【結果】
４年間で月数万訪問のサイトが、現在は月100万以上に。
有料広告等はほぼ行わず、サイト内改善及びSEOにて実現

https://cbchintai.com/


20

「Pentax Medical」 https://www.pentaxmedical.com/

主なコンサルティング実績

【時期】
2016年6月～現在

【担当領域】
■ゴール及びＫＰＩ設計ワークショップ
■解析ツールの設計及び設定
■ウェブサイトの分析・改善提案
■月次レポートの作成及び定例ミーティング
■ソーシャルメディアガイドラインの策定
その他、幅広く携わっている

【結果】
グローバル企業のため毎月レポートは英語で作成し、電話会議にて他リージョンへの報告
会を行っている。社内にデータを見る文化が根付き、サイトへの流入も安定して増加。

https://www.pentaxmedical.com/
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「JBPress」http://jbpress.ismedia.jp/

主なコンサルティング実績

【時期】
2017年3月～現在

【担当領域】
■ゴール及びＫＰＩ設計
■ウェブサイトの分析・改善提案
■施策の評価
■月次レポートの作成及び定例ミーティング

【結果】
同サービスのページビュー数を2017年3月から９か月で２倍に。

2018年よりChief Analytics Officerに就任し、同メディアを運用している日本ビジネスプ
レスが提供しているCMS「MediaWeaver」を導入されている企業へのコンサルティング
を実施している。

http://jbpress.ismedia.jp/
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UNCOVER TRUTH Chief Analytics Officer https://www.uncovertruth.co.jp/ja/

主なコンサルティング実績

【時期】
2015年2月～現在

【会社概要】
ヒートマップツール「USERDIVE」及び
ウェブサイトの分析・改善のコンサル会社

【担当領域】
■Chief Analytics Officerとして社内のコンサル部隊立ち上げ、アナリスト育成を担当
■講師としてのセミナーやイベントでの登壇を数多く実施

■数多くの分析案件に直接携わり、ウェブサイト改善及び社内への解析に定着に貢献
取り組みを行った（行っている）主な企業にベネッセ・IDOM・パソナ・クレディセゾ
ン・三井住友カード・MIカード・富士フイルム・朝日新聞・ニフティ・サイバーエー
ジェント・マイナビ他 非公開案件多数

主な事例等は以下ブログ参照
https://news.uncovertruth.co.jp/tag/news/

https://www.uncovertruth.co.jp/ja/
https://news.uncovertruth.co.jp/tag/news/
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Faber Company Chief Analytics Officer https://www.fabercompany.co.jp/

主なコンサルティング実績

【時期】
2015年2月～現在

【会社概要】
SEOツール「ミエルカ」の提供及び
SEO施策やコンテンツマーケティングの会社

【担当領域】
■Chief Analytics Officerとして社内のコンサル部隊立ち上げ、アナリスト育成を担当
■講師としてのセミナーやイベントでの登壇を数多く実施
■ＳＥＯツール「ミエルカ」の開発協力
■実分析案件にて分析・改善提案等を担当
取り組みを行った（行っている）企業にNTT DoCoMo、KateSpade他 非公開案件多数

ＣＡＯインタビュー
https://www.fabercompany.co.jp/interview/

https://www.fabercompany.co.jp/
https://www.fabercompany.co.jp/interview/
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会社＆代表紹介
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2017年1月設立

株式会社HAPPY ANALYTICS

世の中に１つでも良い「ウェブサイト」や「オンラインサービス」が増やすために
分析(Analytics）を通じて、利用するユーザーやサイトを提供する企業を楽しく(Happy)
することを目的に生まれた会社です。

ビジネス

改善

分析・

改善提案

執筆

レポーティ

ング・コン

サル

研修・

登壇
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ウェブサイトの分析改善、レポート作成、社内教育を中心に行っており、実装や広告運用などは行っていません

HAPPY ANALYTICSが取り組む領域と取り組まない領域

・ゴールやＫＰＩ設計のためのワークショップやディスカッション
・解析ツールやタグマネージメントツール等の取得データ設計・見直し
・解析ツール等を活用した、ウェブサイトの分析 及び 改善提案
・継続的に見るべき運用レポートの作成と更新
・ウェブサイトの分析やマーケティングに関する社内研修やセミナー登壇
・書籍や雑誌、オンライン媒体での連載

提供している主なサービス

提供していない主なサービス

・計測のための実装やコーディングなどのエンジニア領域の業務
・コンテンツやページ作成などのクリエイティブに関する業務
・リスティング、ソーシャルメディア、アフィリエイト等の広告運用
・A/Bテストの実施（提案・評価・分析などは行えます）
・オフライン領域全般



27

小川 卓（おがわ たく） https://takuogawa.com

代表経歴

ウェブアナリストとして15年以上活動
マイクロソフト・ウェブマネー・リクルート・
サイバーエージェント・アマゾンジャパンで勤務後
2015年3月よりフリーに。
2017年1月に株式会社HAPPY ANALYTICS設立

【主な実績】
■リクルート全社へのアクセス解析ツール
(Adobe Analytics)の導入(150サイト）及び教育とサポート(600名以上）

■住宅情報サイト「SUUMO」でのゴール・KPI設計・アトリビューション広告分析・レ
ポーティングと改善提案・ソーシャルメディア分析などを通じた事業貢献

■サイバーエージェントにてソーシャルゲームやコミュニティーサービスの売上改善
・複数サービスでの、数千万円から億単位の売上増加に貢献。
・テレビCMやアプリの分析なども担当

■アマゾンジャパンにて、マーケットプレイスの分析及び改善施策の実行

https://takuogawa.com/
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肩書や勉強会・コンサルティング等

代表実績

【肩書き等】
・デジタルハリウッド大学院客員教授
・ニフティライフスタイル株式会社 社外取締役
・株式会社UNCOVER TRUTH CAＯ（ヒートマップツール＆コンサル会社）
・株式会社Faber Company 社外取締役CAO（SEO会社）
・株式会社日本ビジネスプレスCAO（自社メディア＋メディア向けCMS販売会社）
・株式会社SoZo 最高分析責任者（ブライダル業界向けのウェブマーケティング支援会社）
・ウェブ解析士協会 顧問
・ウェブ解析士 マスター

【勉強会・コンサルティング】
・累計500回以上の講演や社内勉強会活動
企業例：Google・電通・博報堂DYMP ・サイバーエージェント・ CAモバイル・ネスレ・ DeNA ・トランスコスモス・千趣会・
NTTレゾナント・DMM.com・婦人画報・ベネッセ・JAL・シロク・専修大学・外務省・宣伝会議・Web担当者フォーラム・
Markezine ・CSS Nite・Adobe・各種商工会議所・日経BP・マイナビ・イーエージェンシー・GMO Nikko・日本アドバタイザー
ズ協会・各種観光協会など

・100社以上の中小～大企業のコンサルティング（継続案件は常に10社以上）
コンサル企業例：クレディセゾン・PENTAX・ベーリンガーインゲルハイム・キャッシュバック賃貸・ナイル・
メンズファッションプラス・JBPress他 非公開案件多数
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多数の解析に関する著書（単著６冊・その他共著多数）

代表著書


