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■会社概要

DENOO MARKETING CASTING

1

Eコマースに必要とされるサイト構築や基幹システムの連携はもちろん、
物流や決済システム、広告やリピート施策、MAツール導入に至るまで、
『通販フロー全体』に関するコンサル、ワンストップソリューションサービスを、
明瞭かつ適正なコンサルティング費用にて、ご提供しております。

では、大手食品メーカー様、
製薬会社、アパレル、化粧品メーカー様向けに

『売れる仕組み』の構築＆運用をお手伝いをしています。
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■会社概要

DENOO MARKETING CASTING

【会社概要】
会社名： 株式会社DENOO（でんのう）

設立： 2021年6月2日

代表取締役： 新田 耕平

所在地： 〒108-0072
東京都港区白金2-1-8

広尾オフィス： 〒108-0072
東京都港区白金5-1-2 IWATA BUILDNG 2F
※営団地下鉄日比谷線『広尾駅』A1出口より徒歩10分

電話番号： 03-5422-9937
※テレワーク対応中：070-5599-2923

WEBサイト： https://www.denoo.co.jp/

主要業務： 『ROIコミット型』オンラインオフライン統合型総合マーケティングサービス
ノンインセンティブプレミアムASP『DENOO PLATINUM』の企画・開発・運営 2
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DENOO MARKETING CASTING

【代表プロフィール】
新田 耕平 Jerry Kohei Nitta
早稲田大学商学部を卒業後、株式会社ニッポン放送に入社、約1年半、イベント部コンサート班に所属、東京ドームや野外大型コンサート実施コーディネートの仕事を通じて、
エンターテインメントの基礎を学んだ後、約6年間に渡って一貫してメディアセールスの仕事に携わる。2003年7月に同社の営業局関西支社に赴任、大阪・京都・九州エリアにおける
中小オーナー系企業から、ナショナルクライアントに至るまで、幅広い企業に対するスポットキャンペーンや特に難易度の高い出版タイアップオリジナル番組企画のプロデュース業務に注力。
仕事の領域を拡大したいという希望から、フジテレビグループの総合広告代理店、株式会社クオラスに2008年3月転職。TV/新聞/雑誌/ラジオ/WEB（ECサイト、CRM含む）等、各種
媒体の、ダイレクトマーケティング領域のプロフェッショナルとして2012年7月に同社を退社し独立。通販企業向けに4P（商品、価格、売場、プロモーション）のトータル設計、LP制作、システ
ム、メディア（WEB/マスメディア）、CRM、物流、決済までの一括ソリューションを提供。数多くのナショナルクライアントD2C部門の事業部長業務をサポート。
2020年7月、AI自動翻訳システム業界シェアNo.1株式会社ロゼッタ（東証マザーズ上場）にジョイン。MQLとSQLのインテグレーションとMa/IS/FS/CSの『4分割型』の
BtoBマーケティングの責任者として各種KPIの再設計とパフォーマンス改善にコミット。
2021年1、老舗WEBインテグレーション企業である株式会社マイクロウェーブにジョイン、WEBマーケティング支援体制を一人でゼロから構築。
2021年6月、株式会社DENOOを設立。これまでの知見の総結集として業務用SaaSサービスの開発・運用・監修並びにCMO業務支援サービスを展開している。

＜表彰歴＞
・ 2005年4月 ニッポン放送営業局MVP
・ 2006年4月 ニッポン放送営業局敢闘賞
・ 2006年10月 ニッポン放送営業局MVP
・ 2007年4月 ニッポン放送営業局敢闘賞
・ 2007年10月 ニッポン放送営業局敢闘賞
・ 2009年7月 株式会社クオラス全社MVP

＜その他＞
2015年7月 ad:tech tokyo international モデレーター＆スピーカー
※[A-9] How to Succeed in Direct Marketing Industry
2015年9月 ad:tech kansai モデレーター
※[D-11] 世代間の思考ギャップ：マスメディア的思考とデジタル的思考の交差点
2016年12月 ad:tech kansai モデレーター
※[D-1] ここでしか話せない禁断のCRM事例特集最前線
2017年7月 ad:tech kyoto osaka kobe モデレーター
※[D-2] 言葉をテクノロジーで武器に変える方法 ※京都会場人気セッションランキング第三位入賞
2018年7月 ad:tech kobe osaka kyoto モデレーター
※[大-1] 沈みゆくオールドメディアをテクノロジーの力で金塊に変える劇薬的思考 ※事前注目度ランキング全会場中第一位、大阪会場人気セッションランキング第五位入賞 3

【認定番号：14151030032】
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■『サービス統括責任者』



■『サポート実績』 ※過去実績を含む

DENOO MARKETING CASTING
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■『ご提案サービス』

DENOO MARKETING CASTING

https://www.denoo.co.jp/
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■『DENOO PLATINUM』開発思想

DENOO MARKETING CASTING

✅ 『注文後の即キャンセル』が多い
✅ 『二重注文』が連続して発生している。
✅ 『架空住所やメールアドレス』による不正注文
✅ 『大手ECモールでの商品転売』の多発
✅ 『後払い決済を利用した取込み詐欺』の発生
✅ 『いたずら注文』の繰り返し
✅ 『コンプライアンス違反広告』の氾濫

WEB領域のダイレクトマーケティング業務を進めている中で、
以下のようなお悩みはありませんか？

あなたのWEB通販事業は
今後『大変深刻な事態』に陥ります！

放置していると
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■『DENOO PLATINUM』開発思想

DENOO MARKETING CASTING

① 『不正の洗い出し』『不正消込』などのための『膨大な工数増加』
② 『商品原価』『送料』の無駄な垂れ流し
③ 『現場/コールセンタースタッフ』の『肉体的精神的疲弊』
④ 『商品ブランドの棄損』
⑤ 『行政訴訟リスク』の発生

これらを放置していると以下のような深刻な影響が
御社の通販事業に遅かれ早かれ現れ始めます。

アクチュアルのCPOやLTV、そしてROASの悪化、
最終的には事業部のP/LやROIを

壊滅状態に追い込みます！

最終的には
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■『DENOO PLATINUM』開発思想

DENOO MARKETING CASTING

このままでは日本のWEB通販業界に未来はない。
そこでDENOOは熟考した末に実際に行動を起こすことにしました。

WEB業界初！『完全審査制/招待制』の悪質メディアを排除したプレミアムASPサービス『DENOO PLATINUM』。
現代のD2Cビジネス課題や社会的課題に真正面から向き合う『完全成果報酬型課金』による『ハイエンドASPサービス』を正式にリリースする
ことにしたのです。健康食品・コスメを中心に発展してきたD2C産業は歴史的に、常に薬事法（現：医薬品医療機器等法）抵触のリスクと
隣接し、各種メディアとの無駄なコンフリクトを繰り返してきました。また『成果報酬型広告領域』では不正アクセス（ポイントゲッター・サンプル
ゲッター）による作業工数の増大・収益の悪化、さらには悪意によるコンプライアンス違犯が社会問題化しています。

このように荒廃しきったマーケット浄化に対する一つのソリューションとして株式会社DENOOではメディア・クライアント双方『完全審査制/招
待制』のもと『完全ノンインセンティブ』で『完全にクリーンな広告プレイスメント』を構築いたしました。『優良法人媒体』そして大量の優良顧客
を獲得できる優良インフルエンサーのみを厳選した『完全マネジメント型インフルエンサー施策』にもフル対応済みです。主な特徴はメディアは
『完全審査制/招待制』お小遣い稼ぎ系・ポイントサイトを完全排除いたします。またコンプライアンス違反の温床となっている身元不明の個人
アフェリエイターについてもこれを完全に排除いたします。 ※膨大なフォロワーを抱えている優良インフルエンサーを除く。また、クライアント企業
も同様、『完全審査制/招待制』を導入。法令違反のクリエイティブ入稿を強要する企業や法令違反を犯す企業は永久追放する運営スタン
スを採用しています。『良い商品を健全なマーケットで流通させることによって日本経済の発展に貢献する』それが『DENOO PLATINUM』の
社会的ミッションなのです。

『ノンインセンティブ』かつ『優良媒体のみ』で構成されるASPで懸念されるのはやはりASP内を回流する会員数や獲得ボリュームです。
そこでDENOOは独自のネットワークを構築することにより『ワンステップマーケティング』であれ『ツーステップマーケティング』であれ、それぞれ平
均約1,000件～最大約10,000件の獲得ボリュームが可能となっています。特に強みを発揮するのが『実在しない住所に送付する商品コスト
や郵送コスト』『不正CVを消し込む際にかかる無駄な人的リソース』『不良顧客の混在により汚染されるハウスリスト』『ポイント目的で購入した
が故にリピート率、LTVが低い不良顧客』これら経営上悩みの種とも言える不健全なCVを排除することが可能になります。優良顧客のみで構
築されたハウスリストや1stパーティーデータはF1購入以降に展開されるCRMにおいてもその強みを最大限に発揮いたします。高いリピート率、
クロスセル率、LTV、ROAS、さらには無駄な工数削減とも相まってD2C事業のROIは100％確実に改善されます。不毛な作業に費やされ
ている時間を『顧客体験価値の向上』や『顧客満足度を上げる』など、『本質的な施策考案』のために是非ご活用ください。 8



『適正リード獲得の困難』
『各種KPIの複雑化』

各事業部を水平統括する
『CMO業務過多』という課題

■『獲得型マーケティング施策』の課題

DENOO MARKETING CASTING

CPR/CPA/CPO/LTV/ROAS/ROIの各指標からの観点
過去歴史的にDMやカタログ・折込チラシからスタートしたダイレクトマーケティングは、
やがて新聞⇒ラジオ⇒TV⇒WEBへと時代とともに主戦場は遷移。
広告効果は可視化され事業部が求められる指標は複雑化の一途を辿っている。

01

不正アクセス・コンプライアンスの観点
健康食品・コスメを中心に発展してきた産業の歴史から
常に薬事法（現：医薬品医療機器等法）抵触のリスクと隣接、
各種メディアと無駄なコンフリクトを繰り返してきたコストの非効率。
また『成果報酬型広告領域』では不正アクセスや、
悪意によるコンプライアンス違犯が社会問題化している。

02

獲得ボリュームとマネタイズの観点
広告市場はD2C/BtoB案件が急増し競争過多の状態であり、
ROIから逆算した『適正CPA』での新規リード獲得は困難を極める。
『マーケティング投資回収期間』は長期化を余儀なくされ、
スタートアップSaaS系企業、中小D2C企業にとっては厳しいビジネス環境。
【事前協議獲得単価】×【獲得件数】＝【売上】であるWEB専業系広告代理店にとっても、
収益化に対する難易度は日に日に厳しくなってきているというのが実態。

03

9
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■成果報酬型WEB広告のメディア戦略

DENOO MARKETING CASTING

新規顧客獲得単価は安ければ安い方が良い、これは誰もが考える当然のことです。しかしD2Cビジネスはあくまでもビジネスですので最も最優先しなけれ
ばならないのは事業P/LでありROIです。すなわち当該事業に係る人件費とスタッフの工数なども含めた収益性です。新規顧客単価は安く抑えられてい
るのになかなか損益分岐点を超えられない、投資回収期間が長すぎて資金繰りが追い付かない、P/Lはクリアしているが事業がなかなかスケールしない、
これらは目先の指標である『CPA』にこだわると多く発生する現象です。そこで改めて一度、D2CビジネスでKPIとして設定される各指標のメリットとデメリッ
トをご説明した上で各事業フェーズでどの指標を重要視しなければならないのか考えてみましょう。

【CPA最適化のメリットと注意点】

＜メリット＞
CPAの最適化は一番分かりやすい指標です。販売戦略が『1ステップマーケティング』であれ『2ステップマーケティング』であれ、各メディア（広告代理店）
との交渉が発生するファーストステップだからです。CPAを下げる方法はいくらでもあります。例えばポイントサイト系であれば『ポイント付与率』を増やす、
『成果を全件承認とする』、このようにメディアに有利な条件を提示すればCPAはある程度圧縮が可能ですし大量のCV獲得も容易になります。

＜注意点＞
上記メリットがある一方、当然ながら『CPA最適化』を追求し過ぎるとP/Lに悪影響を及ぼします。1ステップマーケティングであれば『F2転換率』、『F3転
換率』の低下です。2ステップマーケティングであれば『低価格モニター』ばかりで『定期コース』へと進むアップセル顧客の割合が低い』『CPAを安く抑えたし、
大量のCVを獲得できたけどF3時点でほとんど顧客がほとんど残存しなかった』このような現象は多くのD2C企業が一度は経験されてきたことでしょう。

【CPO最適化のメリットと注意点】

＜メリット＞
上記のような状況を経験された企業様考えるのが『CPO』の最適化です。CPAとは別に『定期転換率』『F3転換率』を加味した『見込み客』ではなく『本当
の意味での顧客』の新規獲得単価です。この最適化メソッドの方が『CPA最適化』よりも事業P/Lを良い状態に持っていくのは言うまでもありません。

＜注意点＞
しかし『CPO最適化』には実は盲点もあります。それは『スケーラビリティー』です。CPO最適化を追い求めていくと当然ながらメディア交渉の際に厳しい条
件をもって臨まなければならなくなります。CPA単価は上昇し、獲得件数は減少します。つまり『CPO最適化だけ』を突き詰めていくと事業は縮小の方向に
向かわざるを得なくなってくるわけです。これでは事業の成長スピードは減速していきます。
これも多くのD2C企業が通って来た道のりなのではないでしょうか？

COPYRIGHT © DENOO INC. ALL RIGHTS RESERVED
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■成果報酬型WEB広告のメディア戦略

DENOO MARKETING CASTING

【LTV最適化のメリットと注意点】

＜メリット＞
『CPA最適化』⇒『CPO最適化』で一旦壁にぶつかったフェーズで考えられるのが『LTV最適化』です。このフェーズで求められるのはメディアをいかに安く仕
切るか？ではなく優良なメディアと普通のメディアで単価や条件をいかに細かくチューニングするか？という緻密な作業です。その検証タイミングは単月で
はなくより長い時間軸からの視点、すなわちリピート率やクロスセル率を加味した、売上（利益）に対する広告費の最適化であり、メディア施策以外に
CRM、CS（顧客満足度）を上げるための施策を含めた全体の最適化とバランスです。

＜注意点＞
このフェーズで事業の成長スピードを加速させるために考えなければならないのは『機械にできる作業はどんどん機械にやらせる』『なるべく人間がやらなけれ
ばならない作業を増やさず少人数で同じ成果を出すことです』そこには各指標の最適化の他、状況によって今期はメディアではなくシステム投資にリソース
を回すべきであるなどの全体的な判断が求められます。しかし、現場、ミドルレイヤーを中心に構成されたチームでは、この経営上最もインパクトが大きい
『人件費』や『工数』などが見落とされがちなことも一方では事実です。

【ROI最適化のメリットと注意点】

＜メリット＞
各メディアや施策ごとにCPA/CPOが最適化され、かつ一般管理費における人件費の割合が最適化されたら次なるKSF（最重要成功要因）は『獲得
件数の最大化』『いかにスピード感をもって事業をスケールさせるか』であり、その際には一時的に『CPA』や『CPO』を犠牲にしてでもボリュームを獲得しなけ
ればならないという判断が求められます。ここを上手くバランスさせることができればあとは広告費を投下すればするほどビジネスが加速するという良い循環
体制に突入します。

＜注意点＞
このフェーズで事業責任者に求められるのは『経営力』そのものになります。例えば『今期はメディアよりも人件費や工数削減のために『システム投資』にリ
ソースを割くべきである』とか『新しい施策にリソースを割くよりも新しいオペレーション環境に人材を慣れさせる教育やトレーニングにリソースを割くべきであ
る』、あるいは『クリエイティブの改善やＡ/Ｂテストのための制作費に多く予算を割くべきである』もしくは、新しい施策を開発するための『チャレンジ予算』を
組むべきである』等これらの判断を経営陣に納得してもらうための社内での政治的な立ち回りも求められます。そもそも私の経験ではこの領域で高いパ
フォーマンスを発揮している事業責任者は人材市場でも稀有な存在と言えます。このように各企業の事業フェーズに応じた柔軟なメディア戦略をもってメ
ディアをプランニングしていくのが『DENOO PLATINUM』の基本スタンスです。『DENOO PLATINUM』では、これらの課題を解決し、『成果報酬型
WEB広告』の『メリットだけ』を美味しくいただけるサービスをご提供致します。

COPYRIGHT © DENOO INC. ALL RIGHTS RESERVED
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■『インフルエンサーマーケティング』の課題

DENOO MARKETING CASTING

昨今、SNSの普及に伴いWEBマーケティング手法としての『インフルエンサーマーケティング』が注目を集めています。
何万、何十万、何百万のフォロワーを抱えるインフルエンサーも少なくありません。
彼ら（彼女達）が実際に共感し、発信する情報は時としてマスメディアに匹敵するパワーを持っているといっても過言ではありません。

しかし、一方で彼ら（彼女達）は広告のプロフェッショナルではありません。
であるが故にブランド側からすると悪意の有無は別として『コンプライアンス違反』、『ブランドの棄損』というリスクがありました。
そこで今回ご提案させていただくのは、こうしたリスクを『完全に管理できる』インフルエンサーマーケティングプラットフォームです。
言い換えれば、インフルエンサーマーケティングの『メリットを享受』しつつ『リスクを完全にコントロール』できる仕組みです。

この仕組みを利用することにより莫大なリーチを稼ぎ出し『認知』や『商品・サービスに対する理解』を獲得出来る他、
ECであれば記事中のリンクを通して『商品の販売』を安全に行うことが可能になります。

＜『インフルエンサーマーケティング』のメリット＞
・ 一般的な広告とは違った『共感力』を持った訴求が可能になる。
・ インフルエンサーの世界観と商品・サービスの世界観がマッチすると爆発的なCVを獲得できる可能性がある。
・ 広告手法としては黎明期であるため比較的コストパフォーマンスで優位性がある

＜『インフルエンサーマーケティング』のデメリット（従来）＞
・ インフルエンサー投稿のマネージメント・コントロールが難しい、あるいは不可能。
・ 従って『コンプライアンス違反』、『ブランドの棄損』のリスクが存在する。
・ 優良なインフルエンサーを自社で探し出してコンタクトを取るのは困難かつ工数がかかり過ぎる。
・ 商流の『多階層化』が著しいためコストがかかる。（インフルエンサー⇒キャスティング会社⇒ASP⇒広告代理店⇒クライアント）

『DENOO PLATINUM』では、これらの課題を解決し、『インフルエンサーマーケティング』の『メリットだけ』を
美味しくいただけるサービスを皆様にご提供致します。

COPYRIGHT © DENOO INC. ALL RIGHTS RESERVED

12



■具体的施策サービス内容

DENOO MARKETING CASTING

【メディア】
・ 純広告メディアの成果報酬交渉（メール広告/ディスプレイ広告/アンケート広告など）
・ SNS施策（Facebook/Instagram/Youtube/LINE/TikTokなど）
・ インフルエンサー施策（キャスティング/ギャランティー交渉/コンプライアンス指導/表現指導/マネジメントなど）
・ オフラインメディアのイレギュラー購買（放送局、新聞社との条件交渉など）
・ 戦略的メディアアライアンスの計画並びに実行

【クリエイティブ】
・ 『定額制』LP/バナー制作並びに超高速A/Bテスト
・ AIを活用したクリエイティブ最適化
・ 動画広告の制作（オンライン/オフライン）

【CRM】
・ シナリオ作成/ライティング
・ システムインテグレーション

【財務オペレーション】
・ 事業計画作成/マーケティング投資回収計画作成
・ 各種分析（3C/4C/SWOT/PPM/5FORCE/PEST/STP）
・ 事業P/Lや投資回収計画に基づく4P戦略の設計並びに実行
・ 各種指標最適化（CPA/CPO/LTV/ROAS/ROI）

COPYRIGHT © DENOO INC. ALL RIGHTS RESERVED
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A strong keyword strategy that helps you get found for the search terms you actually care about.
『DENOO PLATINUM』の運営スタンス

【完全審査制】
プレミアムASPサービス

・お小遣い系サイト完全排除
・ポイントサイト完全排除
・個人アフェリエイター完全排除
・法令違反メディアの完全排除
・ノンインセンティブ厳守

【完全招待制】
プレミアムASPサービス

・CL側は招待もしくは審査制
・法令違反企業は永久追放
・登録は『co.jp』ドメイン限定
・1企業につき原則『1IP』のみ

【完全成果報酬型】
プレミアムASPサービス

・CPA￥6,000～（2ステップ）
・CPO￥15,000～（1ステップ）
・D2C～BtoBまで完全対応
・各種STP配信にも対応
・MAXボリューム10,000件/月

【CMO業務支援】
・4P戦略立案/実行（ROI最適化）
・マーケティング投資回収計画
・メディアプランニング（オン・オフ統合）
・メディアバイイング（オン・オフ統合）
・各種シュミレーション作成
・アクチュアル補正
・AIによるシュミレーション精度の最適化

【プレミアム有人対応】
・マーケティティング専門知識保有
・マーケティング財務知識保有
・航空会社CA・地上職/一流ホテル/
一流百貨店出身者の採用＆教育。
・USP：徹底したマナー教育プラス
マーケティング/財務知識を保有。
※真のビジネスパートナーとしての存在。

【一般プラン】
※月額：￥29,800（税別）

【特別対応プラン】
※『コミット条件』により月額10万円～50万円の範囲内で別途お見積りとなります。
※価格設定の論拠：マーケティング本部長＋マーケティングマネージャーの人件費の総和と工数から算出。

※画像はイメージです。

＜年間お取引額10億円以上クライアント様限定＞

14



■モニタリングすべき指標について

DENOO MARKETING CASTINGCOPYRIGHT © DENOO INC. ALL RIGHTS RESERVED

投下コスト

総レスポンス数
¥1,000CPA:Cost Per Action 1人のレスポンス獲得にかかったコスト

＊投下コストは（媒体費）、総レスポンス数は「モニター・サンプル（見込客）」の獲得件数。

年間購入単価（LTV）

CPO
500%年間ROAS 広告の費用効果

年商

顧客数
¥25,000年間購入単価（LTV） １年間で顧客１人あたりの購入単価

年間客単価

客単価
10回年間購入回数 １年間で顧客１人あたりの購入回数

年商

年間注文件数
¥2,500購入単価 １回の購入で顧客１人あたりの購入単価

投下コスト

総購入者数
¥5,000CPO:Cost Per Order

１人の本商品の定期コース（サブスク）購入獲得
にかかったコスト

総購入者数

総レスポンス数
20.0%引上率

レスポンス者中、
本商品の定期コース（サブスク）購入者の割合

各指標を常時モニタリングしてクリエイティブとメディアを最適化



■メディア戦略について①

DENOO MARKETING CASTINGCOPYRIGHT © DENOO INC. ALL RIGHTS RESERVED
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① 媒体社のデスクは『CVR×単価』という思考回路で動いている。
※CVR×CPA単価で（媒体社にとって）グロスの売上金額が高い順番で枠を割り当てている。
② ただ単に単価を上げれば獲得効率が上がるわけではない。
※単価UPによる獲得UPには当然ながら限界がある。（媒体の会員分母に限界があるため）
③ 初動をみながら単価を上げ、獲得効率が逓減するポイントを見極める。
※獲得効率（CPO）×獲得件数の両軸で最適化を図っていくことがポイントである。

＜適正CPA単価の探し方＞

＜『御社商品』におけるCPA単価戦略＞

① 媒体社の営業に『御社商品』のポテンシャルを地道に啓蒙。

② 初動～3ヶ月程度で各媒体の適正単価を見極める。

適正CPA単価

獲得数

CPA単価



■メディア戦略について②

DENOO MARKETING CASTINGCOPYRIGHT © DENOO INC. ALL RIGHTS RESERVED
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D2Cビジネスを経営レベルで考えると『全体のトラフィック』を考慮することが非常に重要となります。
その理由を簡単に説明すると以下のようになります。

① 担当者レイヤーのKPI定義
・広告費÷新規顧客獲得数＝CPA
・広告費÷定期顧客獲得数＝CPO
・顧客数×顧客維持率×一人あたりの年間売上＝LTV
⇒これは一般的な管理指標で問題はありません。とことん追求すべき。
※他、離脱防止、クロスセル施策、休眠顧客対策という課題もある。
② 担当部署レイヤーのKPI定義
・（システム費＋決済手数料＋物流費＋広告費）÷新規顧客獲得数＝TCPA①（トータルCPA）
・（システム費＋決済手数料＋物流費＋広告費）÷定期顧客獲得数＝TCPO①（トータルCPO）
・ 顧客数×顧客維持率×一人あたりの年間売上＝LTV
⇒このレイヤーにおける収益KPIを黒字化させるためにはCPA/CPOの改善という部分最適＋ある一定のCV獲得件数の確保が課題となる。
③ 財務レイヤーのKPI定義
・（人件費＋システム費＋決済手数料＋物流費＋広告費）÷新規顧客獲得数＝TCPA②（トータルCPA）
・（人件費＋システム費＋決済手数料＋物流費＋広告費）÷定期顧客獲得数＝TCPO②（トータルCPO）
・ 顧客数×顧客維持率×一人あたりの年間売上＝LTV
・ 資本コスト
・ 未回収リスク
・ 原価管理
・ 在庫管理、在庫リスク管理、倉庫費等
⇒このレイヤーのKPI定義で考えるとスケーラビリティが無ければ多少広告効率が良くてもTCPA/TCPOは極度に悪化。
永遠に採算が取れない赤字事業になってしまう。従ってスケーラビリティは経営上のクリティカルパスである。

まずは②の定義をクリアするためシステム費（￥150,000）＋効果測定ツール費（￥150,000）
合計￥300,000の固定費を新規顧客獲得コストに置き換えて＠￥100程度に抑える必要がある。
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A strong keyword strategy that helps you get found for the search terms you actually care about.
『DENOO PLATINUM』の具体的施策（一例）

① 優良法人メディアの成果報酬型出稿の交渉

など多数の独自ネットワークを保有。

② 各種SNSを活用した大量CV獲得施策

③ インフルエンサー施策（キャスティング/ギャランティー交渉/コンプライアンス指導/表現指導/マネジメントなど）

（提携インフルエンサー約8,000名 ※2021年10月時点 今後大幅に拡大予定）

④ SEO/SEM施策

⑤ AIを活用した超高速A/Bテスト並びにPDCAの計画実行、『定額制クリエイティブ制作』

18COPYRIGHT © DENOO INC. ALL RIGHTS RESERVED



A strong keyword strategy that helps you get found for the search terms you actually care about.
『DENOO PLATINUM』の運営スタンス

※画像はイメージです。【健康食品等のお取り扱いについて】
① 『特定保健用食品』の条件を満たしている商品
② 『機能性表示食品』の条件を満たしている商品
③ 『保健機能食品』の条件を満たしている商品
※①～③のみのお取り扱いとさせていただきます。
（参照）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/index.html

※厚生労働省 / 健康食品のホームページ

【化粧品等のお取り扱いについて】
① 『医薬部外品』の条件を満たしている商品
② 『医薬品』の条件を満たしている商品
※①～②のみのお取り扱いとさせていただきます。
（参照）https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/keshouhin/index.html

※厚生労働省 / 化粧品・医薬部外品等のホームページ

COPYRIGHT © DENOO INC. ALL RIGHTS RESERVED 19
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■業務オペレーションについて

DENOO MARKETING CASTING

【業務オペレーションについて】
・ 『完全成果報酬』でのご提供となります。

⇒【CPA/CPO/LTV/ROAS/ROI】最適化のうちいずれかをご選択くださいませ。
⇒【リード獲得単価/商談獲得単価/成約単価】最適化のうちいずれかをご選択くださいませ。
※『ROI最適化オペレーション』は商品原価10％以下の案件に限ります。

・ CVポイント（成果地点）到達時点にて『課金』となります。
※二重注文、不正注文、与信NGは成果除外、『商品新規』/『CP新規』案件のみの取り扱いとなります。
※複数商品CPの並走に対して『ブランド新規』CV限定案件はお取扱いいたしません。

・ ご請求は【事前協議獲得単価】×【獲得件数】となります。
・ DENOO発行の『着地点タグ』、『成果地点タグ』を設置後、DENOOにてタグ動作の確認を行います。
・ 毎月20日にて件数を〆、毎月末日〆で請求書を発行いたします。
・ 単価変更並びに配信中止については前々月の20日までにお知らせください。（反映は翌々月21日以降）
・ 商品やサービスの内容によってはお取り扱いをお断りすることがございます。
・ ASP管理用広告効果測定システム『AFFILICODE』管理画面を共有いたします。

※ADEBiSも対応可能こちらはクライアント様独自にご導入いただき【代理店アカウント】をご共有ください。（※初期設定は別途費用にて代行も可能）
https://www.ebis.ne.jp/（ADEBiSによる計測共有にも対応いたします）

20
COPYRIGHT © DENOO INC. ALL RIGHTS RESERVED

https://www.ebis.ne.jp/


■管理画面サンプル

DENOO MARKETING CASTING

【最短3営業日以内に御社専用の管理画面を発行致します。】
獲得件数の正確なカウントが可能なため、御社で広告効果測定システムを導入する必要がありません。
これだけで年間約1,800,000円のコスト削減が実現します。

21
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■特別キャンペーン（期間限定）

DENOO MARKETING CASTING

【初期費用・月額費用無料キャンペーンについて】
（※2021年11月～2022年10月の期間中にご契約頂いた場合のみ）
まずは1年間『DENOO PLATINUM』のクオリティーの高さを実感してください。
ご満足頂けるのであればその後、ご納得された上で、『通常プラン』に移行して継続してお使いください。

【ご注意点について】
※加入には事前審査がございます。ご要望に沿えない場合もございますので予めご了承ください。
※キャンペーン終了後は『月額￥29,800（税別）』のシステム利用料が発生いたします。
※無料期間中のパフォーマンスが悪い場合は『継続をお断り』させていただく場合もございます。

22
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初期費用・完全無料

月額システム利用料・初年度完全無料
（※Amazon Pay決済の法人アカウントをご利用いただきます）



■お申込み方法について

DENOO MARKETING CASTING 

【お申込みフォーム】※アカウント発行は原則的に【1企業1アカウント】となります。

企業名： 株式会社電脳

部署名： マーケティング部

担当者名： 電脳 花子

役職： マネージャー

メールアドレス：hanako-denoo@denoo.co.jp

指定IPアドレス：192.168.0.1

月額予算上限： 50,000,000円

希望決済方法： コーポレートカード/請求書/Amazon決済

希望商流： 直接取引/既存代理店経由

※既存代理店経由をご希望の場合は代理店手数料（ネット単価＋＠）は御社と既存代理店にてお取り決めをしていただきます。
23
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【会社印】

【担当印】

申込日：2022年●月●日
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