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Kenshooについて
＋インサイト
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Kenshoo E-Commerceはただの自動入札

ツールやチャネルアドバイザーでは無い。

また、注文/購買指示書（purchase 

order)/代行サービス(フルフィルメントby 

Amazon) ツールでも無い。

Kenshoo E-Commerce
のAmazon在庫・販売価格

マネジメントKenshoo E-Commerce
IS NOT

➔チャネルアドバイザー

➔メディアプランニング

➔自動入札ツール

➔単純な分析ツール



Amazon広告において企業規模に関係なく
インサイト(ユーザーの購買行動) 獲得や
施策の最適化を実現するツール。

Kenshoo E-Commerce
のAmazon広告自動最適化

Kenshoo E-Commerce
ができること

➔自動調整

➔レポート機能

➔ ML（機械学習）/AI（人工知能）

+ アルゴリズツール

➔ シミュレーションとプランニング



500ブランド越えの

導入実績

1年間で4回のトレーニング

3 Kenshoo + 1 Amazon

店舗成長率

（期間：2017年10月から2018年7月）

42%
Q1からQ2への成長率

150億円2018年ランレート

Kenshoo
とAmazon?

広告テクノロジー業界は12
年間Amazonに注目してき
た. . . 

2社の共同事業プランで

146%

500+ 4



Kenshoo × Amazon
できるようになったこと

25%
コンバージョンレート
Amazon 25%(Googleでは2%)

1 in 4 広告商品が4クリックで1件売れる

50% Amazon広告による消費が
50%増加

2.8倍 にKenshooを使うと
広告配信量が2.8倍にアップ。



Kenshooは代理店ではありません。

Kenshooのシステムは企業や代理店へのサービスとして許可しています。

Kenshooは月額固定費もしくは従量課金で使うことができます。

私達は4つのコアに準じ、実行するためにここにいます。

私たちはパートナーとしてアマゾンと共にあります。

Kenshoo ＝追加機能

Kenshooを追加するとあなたの成長とクライアントの広告費アップにつながります。



4つのコア と KENSHOO2



● 予算管理

● 予測

● マルチチャネルでOOB(Out of Band)

自動操作

● 1時間ごとにレポート作成し、都度最

適化を実行。

● 品切れや効果の悪い商品等の理由をレ

ポーティング。

1日当りの
予算設定

キーワード
入札

検索結果ページ
の上部に入札

● 検索キーワードを分析し、自動化

● 予算管理とアルゴリズム入札

● 自動アクション機能

● キーワードに基づいたルール決め

と管理

● SPEND （消費率）アルゴリズ

ム入札

● ROI （費用対効果）アルゴリ

ズム入札

● AI 予算管理者

● ルールに基づいた自動アクショ

ン

● 商品出品者

● キャンペーンの一括作成

● 第3者データARAP(Automated 

Risk Analysis Platform)の活用

● 品切れ、効果の悪い商品等の理由

をレポーティング

● 自動操作

4つのコア + KENSHOO バリュー

ASINコードの
活用



Kenshooの改善手法3



Kenshooで管理できるキャンペーン

✓ Amazon マーケティングサービス
✓ セラーセントラル
✓ Amazon ストア（ベータ版）
✓ Amazon attribution（ベータ版）
✓ AAP(Amazon Advertising 

Platform) 管理サービス

Kenshooの活用方法
スケール
キャンペーンクリエイト & マネジメ
ント

パフォーマンス
E-コマース チャネル最適化

インサイト
率直かつ柔軟なレポーティング

プロダクト・ファースト
プロダクト組織化 & 独自インサイト

Kenshooはアマゾン広告を最大化する為のノウハウを
持っている人たちによって作られたシステムです。



これはあなたにとって何を意味するか（悩み）

“データ・ドリブンのためにもっとCMOに予算を出して
もらわなくては…..”

“私のチームは最適化についていけていない…..”

“報告書が間に合わない…”

“もし私がROI（費用対効果）をより良くできたら、もっ
と予算をかけることができるのに”



これはあなたにとって何を意味するか（解決法）

予想予算管理テクノロジー

入札/予算/費用対効果アルゴリズムと自動アクション

メールやftpなどを通じての定期レポート

予算拡大の間のROI回収機会の再設定



圧倒的成長率

継続的成長 146%
同店舗における成長率

(2017年10月-2018年7月)



圧倒的予算消化の伸び

クライアント
成長率 50%+

Kenshoo使用時の
予算拡大



Prime Day 2018 10倍
販売ユニット数

688%
予算アップ

9% 
費用対効果（ROAS）の増加

➔広告分析
➔自動入札調整
➔予算の一元管理
➔自動アクション



Bid-to-ROI

SeagateのROIは改善し、
広告予算も増えました。

➔入札アルゴリズムを使用

➔広告費の最適化（自動振り分け）



携帯型端末において重要
なレポートを簡単に作成
できるようになった。

Googleカスタムディメ
ンションの自動割り当て

➔自動アクション

➔携帯型端末のヘビーユーザー
に配信

➔カスタムディメンション

➔レポート作成の手伝い



Kenshoo E-Commerce
クライアントの導入事例
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Amazonでの目標
● クロスチャネルパフォーマンスの改善
● 商品ブランド「キンバリークラークス」

の認知増加
● オンラインでのブランド認知の増加
● 売り上げ増加

アプローチ

結果

● Kenshoo E-Commerce
● カスタムレポート
● ASINコードの活用
● 自動化
● 最適化
● BIGデータの分析

Kenshoo E-Commerceを導入したマインドシェア社は、ROASを44%
向上させることに成功。 毎日の広告運用時間を節約し、商品広告戦略
にかける時間を創出した。

44%

ROAS

Kenshoo E-Commerece

クライアント成功例



40%
CV

Amazonでの目標

● Kenshoo専門サービスチームのサポート

● 目標ROASの達成

● 自動最適化による獲得

● 詳細レポーティング

結果

● Kenshooの情報分析による改善案の作成

● 統合レポート

● 先端的アルゴリズム

● Kenshooによる 最適化

● SocialとE-Commerceをまたがっての運用

Caseology社 は30日以内で2倍以上の費用対効果を達成、ついには3
倍の費用対効果を達成。また、 Kenshooの専門サービスチームのサ
ポートによりコンバージョンレートは導入前に比べ40％増加し、コン
バージョンレートは14％となった。

140%
全体的に収入増大

アプローチ

3倍
ROI

Kenshoo E-Commerece

クライアント成功例



30%
ROI
2018年4月～5月
※導入後の改善率
（ 2回目）

Amazonでの目標
代理店チームは消費拡大とAmazon広告コンソールの
プログラムで費用対効果増加というタスクを課された。

結果

2段階に設定:
● 第1段階→ 消費拡大とROI調整
● 第2段階 → 売り上げ改善とその額を調整

Kenshoo利用:
● Budget managerツール
● ビットポリシー調整(ROIに関する入札)
● Kenshooチームによるサポート & ノウハウ

Kenshoo E-Commerceは Mindshareチームに予算調整と月毎のROIを増大さ
せるミッションにおいて自動化ツール利用した。結果的に2018年3月から4月、
ROIが70％増加、2018年4月から5月ではさらにROIが30％増加した。

70%

ROI
2018年3月～4月
※導入後の改善率
（1回目）

アプローチ

Kenshoo E-Commerece

クライアント成功例



23%
CPC

13%
CV

32%
CPA

Amazonでの目標
● Amazon広告においてキーワードの最適化
● 商品ブランディング
● 商品売上促進

結果

● Kenshoo E-Commerce

● ASINコードでグループ化
● 予算消化ペースの設定
● 1・7・ 14 日にCVが増えた。
● 売れ筋商品を分析し、判別。

Kenshoo E-Commerceは Starcomチームにどの商品がAmazonでベス
トパフォーマンスをしているか決定するのを可能にした。また、効率的
に商品売上を促進するために戦略的決定をすることをサポートした。

アプローチ 28%

ROI

Kenshoo E-Commerece

クライアント成功例



● AMS（Amazonマーケティングサービス）
のプログラムの成長・拡大。

● キャンペーン管理をしやすくする。
● 使いやすいレポート機能

● Kenshoo E-Commerce
● 大規模キャンペーンの管理
● リアルタイム商品データ
● インサイトの規模
● 計画のレポーティング
● 予算ペース配分と最適化

Chackaは1週間で5時間の入札調整時間を削減できた。

削減できた時間を他の日々の運用に費やし、結果として、前年比156％
の収入成長を遂げた。

アプローチ

結果

156%

前年比
収入成長

Amazonでの目標

Kenshoo E-Commerece

クライアント成功例



THANK YOU! 


