
株式会社DearOne 

行動分析ツール Amplitudeのご案内



Amplitude総合代理店 株式会社DearOne　会社概要

社名 株式会社DearOne

設立 2011年5月26日

代表 河野　恭久

資本金 1億円

スマホアプリ開発
グロースマーケティング支援

住所 東京都港区虎ノ門3-8-8 NTT虎ノ門ビル

事業内容



DearOneの主力事業

クライアント企業のスマホアプリ開発を提供

　　

　　   

　

DearOne提供サービス

自社ブランドの高性能な
スマホアプリを短期間・低価格で開発

デジタルマーケティングを牽引する
カスタマーサクセス

Professional
Service

アプリ開発

グロース支援
ツール

人的支援

No.1 行動分析ツールのAmplitude
エンゲージメントツール等
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アプリ開発実績

飲食/小売から金融やアパレル、自治体に至るまで、幅広い業種・業態、100社以上のスマホアプリを開発

実績　累計 6,000万ダウンロード  |  1,300万MAU
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DearOneの主力事業

ユーザー行動分析から施策実行までツールと伴走サポートでグロース支援

　　

　　   

　

DearOne提供サービス

自社ブランドの高性能な
スマホアプリを短期間・低価格で開発

デジタルマーケティングを牽引する
カスタマーサクセス

アプリ開発

人的支援

グロースマーケティング支援事業

No.1 行動分析ツールのAmplitude
エンゲージメントツール等グロース支援

ツール

Professional
Service
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グロースマーケティング支援事業

企業のデジタルマーケティングを一気通貫で
マーケティングツールと人的支援の両面から総合サポート

“ためる” “分析する” “つかう”

DWH CDP

“整える”

人的支援
データ整形・ETL 分析/示唆出し 施策シナリオ設計

UI/UX改善

ソリューション
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行動イベントデータ設計
（タクソノミ設計）



“ためる” “分析する” “つか
う”

DWH CDP

“整える”

一番重要で且つ、時間を要する部分は “分析する”

　データに基づく打ち手回数向上に向けたポイント 6



カスタマージャーニー

行動軸でのペルソナ

マジックナンバー検出

No.1プロダクト解析ツール



導入実績 : 40,000サービス以上

米国ユニコーン企業
No.1 行動分析ツール

従来の何倍もの速さでPDCA/OODAループを回せ、サービスの成長を加速！

サービス改善の示唆だし
先行指標、特徴量データをヒントに
継続的なサービス改善でグロース

外部ソリューションと連携
行動軸でユーザーセグメントを作り

MAツールや広告へ自動連携

分析リソースの大幅削減
数日〜数週間かかっていた分析も

SQL不要で数分で分析

※導入企業例 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Amplitudeの利用者と課題解決 9

■Amplitudeで解決できる課題

● サービス改善をどこから手を付けるか、プライオリティがわからない

● 経験や勘による施策実行ではなく、統計データに基づいた効果ある施策を継続して打ちたい

● PDCAを高速回転させたいが分析に時間を要している。分析チームとの調整、待ち時間に頭を悩ませている

ロール 役務

プロダクトマネージャー
定着ユーザーやロイヤルユーザー、課金ユーザー等を増やす
継続して改善施策を打ち、サービスをグロース

UI/UXデザイナー CVまでのステップの離脱防止、CVRアップ
ユーザージャーニー、エンゲージメントの改善

マーケター
CRMや広告など施策全般の効果を計測し、改善
顧客エンゲージメントの向上

■主なご利用者
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認知

興味・関心

比較検討

初回体験の向上

ロイヤル化

LTV/リテンション向上

コンバージョン

アクセス解析（GA,AA等）
● WEBサイトやアプリへのアクセス、閲覧状況を把握

ユーザー数、閲覧数、利用デバイス、訪問元、来訪
検索キーワード等

● 目的：誘導計測、直帰率やCV率の改善

プロダクト解析（Amplitude）
● ユーザーがプロダクト/サービスをどのように使っ

ているかを把握
行動の特徴量データ、先行指標、セグメント化等

● 目的：継続利用、LTV、ロイヤルユーザーの増加

グロース
マーケティング

マーケティングファネルにおける2つのフェーズ



● 分析工数、リードタイム、対応メンバーの大幅な削減により、施策実行のアジリティに貢献

● Amplitudeは分析結果から、そのまま配信対象リストを作れる（ほかのBI+MAの組み合わせでは不可）

MAツール連携：分析~施策実行の効果測定について

■Amplitudeを利用しない場合
1. 分析用データ作成 (エンジニア)
2. データ可視化 (アナリスト)
3. 示唆出しと施策企画 (アナリスト+マーケター)　*場合にとっては1~3を繰り返す

4. 施策対象セグメントの抽出(エンジニア)
5. セグメントのMA連携
6. 施策実行、結果データの取り出し(MA担当)
7. 分析用データの抽出(エンジニア)
8. データ可視化(アナリスト)
9. 振り返りと示唆出し(アナリスト+ビジネス)

 
■Amplitudeを利用する場合（マーケターのみで完結。SQL不要）

1. 分析とコホート化、MA連携(ビジネス) 
2. 施策実行
3. 効果測定分析の開始 

分析/
セグメント作成

施策実行

効果測定

分析/セグメント作成

施策実行
効果測定
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これまでの分析ツールは、データ収集から分析まで。

従来の分析ツール

ユーザーの行動

データ収集 分析

示唆だし施策実行

SQLで長時間かけて分
析することも…

分析結果と、担当者の経
験と勘による示唆だし
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Amplitudeではユーザーの行動分析から、示唆だし、施策実行へのデータ連携までをカバー
MAツールや広告メディアへ、ターゲットユーザーのデータを自動連携し、シームレスな施策実行が可能。

グロースハックのためのAmplitude

データ収集 分析

示唆だし施策実行
ユーザーの行動

施策ターゲットのユーザーを外部
のMAツールや広告と自動連携

ユーザー行動の統計データ
から、サービスの成長につ
ながる示唆

SQL不要！
簡単なGUIで誰もが、瞬時に
分析可能
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素早い
OODAループ



世界TOP企業は高速学習を凄まじい回数実施

企業名 学習回数

1,000回/年

7,000回/年

1,976回/年

7,000回/年

500回/年

出展：FAST COMPANY　2016年9月21日 Why These Tech Companies Keep Running Thousands of Failed Experiments   https://www.fastcompany.com/3063846/ 　

　データに基づく打ち手の回数 14



© 2019 Amplitude Inc.  Confidential.  All Rights Reserved.

世界トップクラスのアナリストたちが駆使する

最先端のグロース向け分析チャートをすぐに利用できる（全14種類）

ユーザージャーニー集計

新規|定着|復帰|休眠 分類

リテンション分析

ユーザーイベント集計

行動クラスタ分類

マジックナンバー抽出 ファネル分析

LTV | ARPU | ARPPU 集計
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プロダクトマネージャー、マーケティング、開発担当など、様々なポジションの人が
Amplitudeで”知り”、“打つ”・“企てる”を機敏に回して、日々サービス改善に役立てる！

Amplitudeの5大活用パターン

コンテンツ編成や特集企画の改善
コンテンツや商品の編成をユーザー行動目線で企画

分析業務のリソース軽減・超高速化
SQL不要で迅速かつ的確なユーザー行動の把握。分析業務の生産性を改善

広告出稿の最適化
ロイヤルユーザー獲得に貢献しているチャネルへ広告予算を最適化

顧客のエンゲージメント改善
ユーザーの行動に合ったタイミングとメッセージで、メール／プッシュを配信

UI/UX改善
ロイヤルユーザーの理想的なジャーニーを他ユーザーも体験するUI/UXへ再設計

”打つ”

”企てる”

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

”知る”
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標準サービス:本格利用 
Amplitudeライセンス　付帯サービス

✔ 活用要件定義、データ要件定義
✔ Amplitudeハンズオン
✔ 定期レビュー

3 

現状把握・活用要件定義

DearOneのプロフェッショナルサービス

実務運用（Amplitude活用補助）6 

✔ 業務設計、運営マニュアル作成
✔ 継続レポート作成・発信
✔ 自走・ナーチャリング

トライアル検証（PoC)
✔ テストデータによる動作検証
✔ スポット分析の再現性確認
✔ 行動分析による示唆・施策立案

等

4 

クライアント様、案件の背景と目的、現状の課題のヒヤリングを行い、プロジェクトスコープを明確化

前提

利用開始
フェーズ

継続深化
フェーズ

準備
フェーズ
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導入・実装
✔ データ項目定義
✔ DWH構築、CDP接続、ETL処理
✔ Techサポート

1      戦略策定・実行2 

✔ NSM・KGI・KPI設計
✔ ナレッジトランスファー
✔ 改善示唆・ビジネスレビュー

サービス改善
✔ データ分析
✔ UI改善提案
✔ 施策実行のディレクション
✔ UXリサーチ、ABテスト

５ 

導入

本格運用



① タクソノミー設計

② データ投入

③ ダッシュボード構築
　  /勉強会

● UI/UXの確認
● AARRRモデルに基づいたユーザーイベントの洗い出し
● タクソノミー設計（イベントデータ設計）

● WEBサイトやアプリへのJavaScript/SDKの設置
または

● CDPのプラグインやDWHからAPIを使ってAmplitudeへデータ投入

● 主要チャートでのダッシュボード構築
● Amplitudeの利用方法の勉強会

④ 分析/示唆だし
● 分析と示唆だし
● 施策実行へ

導入から実装までの大まかな流れ

導
入

分
析
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株式会社DearOne

TEL：03-6381-5062（平日 10:00～18:00）

お問い合わせ


