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HPPY ANALYTICSが提供するセミナー

HAPPY ANALYTICSでは500回を超える登壇や社内セミナーの実績があります。「ウェブサイトの
分析」を中心に、オンラインマーケティングのテーマの各種セミナーを行っています。社内勉強
会・新人研修・ウェブアナリストアナリスト育成・オンラインマーケティングの基礎力向上・アク
セス解析ツールの利用促進等にご利用ください。

複数のセミナーの組み合わせや、カスタマイズ（別途費用発生）も可能です。

社内向け講演・勉強会実施企業（2013年～2020年12月現在・敬称略）

Google、電通、電通デジタル、博報堂DYMP、ADK、野村総合研究所、サイバーエージェント、
Mediba、ショーケース、CAモバイル、ネスレ、サントリー、クックパッド、GEO、DeNA、
PIVOT、トランスコスモス、イード、レバレージズ、千趣会、宣伝会議、カタログハウス、ニフ
ティ、シロク、パナソニック、NTTレゾナント、エボルニ、ヤマハ発動機、三越伊勢丹、パーソル
プロセス＆テクノロジー、日本ビジネスプレス、プレジデント、盛岡市消費生活センター、Faber 

Company、UNCOVER TRUTH、DMM、NEXWAY、アライソ、四国パソコンシステムズ、愛媛ト
ヨペット、婦人画報、富士フィルム、アライソ、クヌギ、ラクス、ピース、アジャスト、富士フィ
ルム、ジーニアスウェブ、フラクタ、シンキオンクリエイティブ、コープきんき、イノーバ、ベ
ネッセ、JAL、専修大学、キリロム大学、デジタルハリウッド大学大学院、内閣府、外務省、各種
NPO法人など
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セミナー分布表

レポート・改善

ツール・分析

上級初級

1.アクセス解析/GA

基礎講座
6.GA分析講座

11.Google
データポータル講座

18.Googleタグ
マネージャー講座

8.Googleオプティマ
イズとABテスト講座

15.GA実装＆
設計講座

19.ウェブサイトの分
析と改善案レポート
作成研修

20.ウェブマーケティ
ングの改善提案書
作成＆プレゼン研修

10.オウンドメディア
の分析と改善講座

16ユーザー軸の分析
＆改善講座

17.GA4講座

2.データドリブン文化
のためのDMAIC×5つ
の力×PDCA講座

12.ゴールとKPI設計
講座

3.SEOの基本的な
考え方講座

13.運用と改善提案
レポート作成講座

7.YouTubeの分析手法
と改善ポイント講座

9.ソーシャルメディ
アの分析と事例講座

提案型ウェブ
アナリスト育成講座
（全10回の自社講座）

4.データドリブン
マーケティングとは

14.ライブ解析講座

5.改善事例講座
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セミナー詳細

項番 種別 難易度 タイトル 概要 講座時間 金額目安

1 ツール 初級 アクセス解析/GA基礎講座
アクセス解析の必要性や基本的な考え方。
用語の使い方やGoogleアナリティクスの基本操作
方法

2-3時間 10-15万円

2 改善 初級
データドリブン文化のため
のDMAIC×５つの力
×PDCA講座

ウェブアナリストとしてそしてデータマーケターと
して社内にデータドリブン文化を作るためのプロセ
スと必要な能力を説明

1.5~2時間 10万円

3 分析 初級 SEOの基本的な考え方
Googleのクローラーの仕組み、見るべき基本的な
指標、技術とコンテンツの関てから見るSEOの手法
や事例など

1.5~2時間 10万円

4 分析 初級
データドリブンマーケテイ
ングとは？

（オンラインマーケティングの知識がない企業向
け）「データ」「ドリブン」「マーケティング」そ
れぞれの意味と事例紹介

1.5~2時間 10万円

5 改善 初級 改善事例講座
様々なサイトの改善事例や改善策を行う上で気を付
けるべきポイントを数多く紹介

2時間 10万円

6 ツール 中級 GA分析講座
GAのデータを集計するだけではなく、サイト改善
に活かすためにトレンドとセグメントを活用した分
析方法や改善案の考え方を紹介

2時間 10万円

7 分析/改善 初～中級
YouTubeの分析手法と改善
事例

YouTubeアナリティクスを活用した分析方法や改善
事例。YouTubeでSEOを行う際に気を付けるべきポ
イントなど

1時間 5万円

8 ツール 中級
Googleオプティマイズと
ABテスト講座

ABテストツール「Googleオプティマイズ」の設定
や施策の評価方法。ABテストを行う上での必要な知
識や考え方の共有

1.5~2時間 10万円

9 分析/改善 中級
ソーシャルメディアの分析
手法と改善事例

Facebook/Twitter/Instagramを中心に投稿の分析
方法やツールの使い方、改善事例などを紹介

1.5~2時間 10万円

10 分析/改善 中級
オウンドメディアの分析手
法と改善事例

オウンドメディアを評価するための4つの力、分析
手法や改善事例などを紹介

1.5~2時間 10万円

※（19・20の研修を除き）参加人数、貴社での無料/有料開催等で金額は変わりません。
貴社向けにカスタマイズを行う場合は金額に関してはご相談とさせてください。
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セミナー詳細

項番 種別 難易度 タイトル 概要 講座時間 金額目安

11
ツール・
レポート

中級
Googleデータポータル
講座

Googleデータポータルの基本機能、レポートの作
り方や作成の上でのTIPSを紹介

1時間 5万円

12 レポート 中級 ゴールとKPI設計講座
ゴールとKPIの必要性。KPIフレームワーク
「SMART」や、KPI設計手法と業種別事例の紹介

2時間 10万円

13 レポート 中級
運用と改善提案レポート作成
講座

社内やクライアント向けの運用レポート作成方法
（日次・週次・月次）とウェブサイトを分析して改
善提案するためのレポート作成方法

3時間 15万円

14 分析 中級 ライブ解析講座
リアルタイムでGAと対象サイトを見ながらウェブ
サイトの分析と改善案出しを行います。仮説の出し
方や分析ポイントを学べ、改善案も得られます

1.5～2時間 10万円

15 分析 中～上級 GA実装＆設計講座
GAでイベント・カスタムディメンション・eコマー
ス（拡張含む）などのデータ取得方法や事例。デー
タ取得設計書の大切さと作成方法の紹介

1.5～2時間 10万円

16 分析/毅然 中～上級 ユーザー軸の分析&改善講座
訪問体ではなくユーザー単位で見ることの重要性。
分析を行うためのデータ取得と分析方法や事例紹介

1時間 5万円

17 分析 中～上級 GA4講座
Google アナリティクス 4 の初期設定・データ取
得・画面や機能を学ぶための講座。リリース直後と
いう事もあり分析手法などは対象外

2時間 10万円

18 分析 上級
Googleタグマネージャー講
座

Googleタグマネージャーの使い方、変数・トリ
ガー・タグの設定方法や事例。プレビューモードの
活用方法などを紹介。

1.5~2時間 10万円

19 レポート 上級
ウェブサイトの分析と改善案
レポート作成研修

対象サイトを決め、ウェブサイトの分析を行い、改
善提案資料を参加者が作りプレゼンしてもらうため
の研修。講義・発表・通知表・フィードバックあり

複数回の講
座や発表会
（期間：数か月）

50万円～
（内容や参加
人数による）

20 レポート 上級
ウェブマーケティングの改善
提案書作成＆プレゼン研修

ウェブマーケティングの改善提案（受注前）を行う
ための提案書作成方法、ヒアリングのロープレ、提
案書の発表、通知表、フィードバック一連の講座

同上 同上

※（19・20の研修を除き）参加人数、貴社での無料/有料開催等で金額は変わりません。
貴社向けにカスタマイズを行う場合は金額に関してはご相談とさせてください。
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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
・SEOに関するご相談（社外取締役を勤めているFaber Companyのご紹介になります）

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
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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


