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アプリ内マーケティング
とは

アプリ内マーケティングとは、必要なユーザーに、必要なコンテンツを、必要なタイミングで届けるこ

とで、 ユーザー体験を最適化するマーケティング手法。「プッシュ通知」や「アプリ内メッセージ」を通じ、

各ユーザー視点に合ったコミュニケーションを展開し続けることによって、アプリに対する長期的なエ

ンゲージメントを高めることを目的としています。
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アプリ内マーケティングの代表的手法として挙げられるのが「プッシュ通知」と「アプリ内メッセージ」。 

プッシュ通知はアクティブユーザーを増やし継続率を上げる、アプリ内メッセージは購買などへのコ

ンバージョン率を上げるという役割があります。

Repro demo

特別クーポン配付中
今日だけ使える特別クーポンを使って気になって
いた商品を手軽にゲットしよう

Size

Shoes
on flat sole $136

Color

アプリ内マーケティングの
代表的手法
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プッシュ通知が重要な理由
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こんなお悩み
ありませんか？

　ダウンロードされてもすぐユーザーが離脱してしまう

　広告などユーザー獲得のためのコストが高過ぎる

　プッシュ通知の許諾率 / 開封率が低い
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プッシュ通知とは

プッシュ通知はアプリを起動していないときに表示される通知で、 

アプリを最近開いていないユーザーともコミュニケーションを取

ることができます。うまくプッシュ通知を活用すれば、アプリの継

続率が上がり、売上を伸ばすためのチャンスが広がります。
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RR��％ RR��％

プッシュ通知の運用
最適化に取り組むべき理由

プッシュ通知を通じて継続率を上昇させることによって、ユーザー獲得コストが大幅に改善します。広

告などを通して新規にユーザーを獲得し続けるよりも、獲得したユーザーの離脱防止に取り組む方が

ROIが高くなるのです。　

�,���人

�,���人
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正しいプッシュ通知運用とは？
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よくある事例として、すべてのユーザーに同じメッセージを同じ時間に一斉配信してしまっているパター

ンがあります。しかし、継続率を上げたいのであれば、各ユーザーに対して最適な内容、タイミング

でコミュニケーションを図ることが不可欠です。

ありがちなプッシュ
通知運用
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プッシュ通知のクリック率
（アプリカテゴリ別）

金融系アプリメディア・ブログアプリEC アプリ

クリック率が大きく
下がる一斉送信

一斉送信されたプッシュ通知はユーザーに興味をあまり持って

もらえません。アプリのカテゴリにかかわらず、一斉送信してい

るプッシュ通知はセグメントにわけて送信したプッシュ通知より

もクリック率が下がってしまいます。

Source: Business of Apps

https://www.businessofapps.com/marketplace/push-
notifications/research/push-notifications-statistics/

https://www.businessofapps.com/marketplace/push-notifications/research/push-notifications-statistics/
https://www.businessofapps.com/marketplace/push-notifications/research/push-notifications-statistics/
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プッシュ通知に対して不快になった
ユーザーの割合とその理由

アプリに対してすでにエンゲージメントを示している課金ユー

ザーに対しては、一斉送信がよりネガティブな効果を与えてしま

います。実に 55% もの課金ユーザーが無作為に送られてきた

プッシュ通知をスパムだと認識してしまうのです。だからこそ、

真に送るべきコンテンツを慎重に選択する必要が出てきます。

課金ユーザーは特に
一斉送信に敏感

Source: VWO

https://vwo.com/ebooks/push-notifications-report-2018/

https://vwo.com/ebooks/push-notifications-report-2018/
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アプリDL

Onboarding Light User Heavy User

ユーザーに合わせた
プッシュ通知を配信しよう

プッシュ通知で継続率を上げるためには、ユーザーの成長度合いに合わせてプッシュ通知を配信する
ことが重要です。 例えば、

アプリをあまり使っていないユーザー : アプリの使い方

たまに使うユーザー : 新機能の紹介

よく使っているけど課金したことのないユーザー : 課金した場合のメリット
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プッシュ通知の運用において、「必要なユーザーに、必要なコ

ンテンツを、必要なタイミングで」配信することが重要だという

ことはお分かり頂けたでしょう。しかし、以下のような課題を感

じてはいませんか ?

エンジニアと連携して通知機能を導入しなければ

　　ならないため時間がかかる

ユーザーをどのようにセグメントしてプッシュ通知を

　　送るべきかの判断が難しい

公式の通知機能だと配信時間やデザインを自由に

　カスタマイズできない

プッシュ通知運用に
おける壁

Repro を使えば
これらの課題は解決し、

簡単に各ユーザーに合わせた
プッシュ通知を配信できます !
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Repro サービス紹介

4



© Repro Inc.

Reproは、マーケティングツールと運⽤⽀援を
ワンストップで提供しお客様の成果創出まで
伴⾛します。

ツールとヒトの⼒で
Webとアプリの売上を
最⼤化

© Repro Inc.
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Reproのサービスラインアップ

● Webサイトの売上アップを実現するWebマ
ーケティング⽀援

● 施策の⽴案から実⾏までを担う精鋭チームを
ツールとともに提供

● まるで魔法のようなサイトスピード改善ツー
ル タグを⼊れたその⽇からかんたん・すぐ
にWebサイトを⾼速化

● CVRやエンゲージメントの向上を実現

Webマーケティング アプリマーケティング

コンバージョン最⼤化サービス

Repro Booster

● プッシュ通知ツール導⼊数 No.1※ アプリの
売上・LTV最⼤化ツール

● 多彩なコミュニケーションを実現し、アプリ
の売上・LTVを最⼤化

※アプリ プッシュ通知ツール導⼊数 No.1（data.ai 有料利⽤のみ可能なプッシュ通知
カテゴリSDK検出アプリ数 2021年7⽉〜2022年8⽉）

● ASO対策インハウス化ツール
● ユーザー獲得につながる施策を⾃動で提案。

充実したサポートでASO対策のインハウス化
を実現

Repro App

ASO Insight
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Webマーケティング
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Webマーケティングサービス

Webサイトの売上アップを最短距離で実現
施策の⽴案から実⾏までを担う

精鋭チームをツールとともに提供

タグを⼊れたその⽇から
かんたん・すぐにWebサイトを⾼速化
CVRやエンゲージメントの向上を実現

Webマーケティング⽀援 サイトスピード改善ツール

コンバージョン最⼤化サービス Repro Booster
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コンバージョン最⼤化サービス
サイト改善ツール「Repro Web」の提供に加えて、マーケティング
のプロが施策の⽴案、実⾏、PDCAまでを徹底的にサポート。
あらゆるWebサイトにとって重要なコンバージョンの最⼤化を実現
します。

Webサイトの売上アップの実現、ぜひご相談ください

Webマーケティング

Repro Webプロフェッショナル
チーム Webサイトの

売上アップ独⾃開発のサイト改善ツールに
より⾼速PDCAを実現

数々のサイトで改善を⾏って
きたプロのリソースを提供

専⾨的なノウハウを持ったプロフェッショナルチームが、あなたのWebサイトの課題を分析し、施策を⽴案。
コーディング不要のサイト改善ツールを⽤いて施策を実施し、売上アップを実現します。

コンバージョン最⼤化サービスは、ノウハウ・リソース課題をすべて解決

コンバージョン最⼤化サービスについて相談する

https://repro.io/n_contact/?=WP19_P07
https://repro.io/n_contact/?=WP01_P21
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コンバージョン最⼤化サービスの施策事例
Webマーケティング

Reproのプロフェッショナルチームが⽴案した施策によって、コンバージョンが⼤きく改善しました。

離脱率を改善、会員登録率を向上
CVR向上率：10.68%
施策前は1プランのみを訴求していたため、ユーザーを取りこぼしてい
た。他のプランを訴求するコンテンツを作成し、離脱率や直帰率を改
善する施策を実施。
『minikura』 ／ 寺⽥倉庫株式会社 様

期間限定ポイントを訴求し、購⼊率を改善
CVR向上率：5.83%
ポイント表⽰をするだけでは改善効果が⾒えなかった。コンバージョ
ン最⼤化サービス導⼊後、期間限定ポイントを表⽰する施策に切り替
え、損失回避性を刺激し購⼊率を改善。
『d fashion』 ／ マガシーク株式会社 様

CASE1

CASE2

料⾦やサービスの詳細を聞きたい

https://repro.io/n_contact/?=WP01_P22
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Webマーケティング

料⾦やサービスの詳細を聞きたい

『WEGO』／ 株式会社ウィゴー 様

実⾏した施策は200以上！細分化と分析が勝ちパターンにつながった。
Reproを使ったECの改善でCVR180％、ROI863％を実現

コンバージョン最⼤化サービス 導⼊事例

● ユーザーのセグメント化や施策の細分化などを通して、
CVR180%、ROI863%を実現

● ハードルが⾼そうな要望にもスピーディーかつ丁寧に対
応してくれた

● デジタル領域に専⾨性がないマーケティング担当にもわ
かりやすく知⾒を提供してくれた

導⼊後の成果とポイント

事例の詳しい内容はこちら

チャネルごとのユーザーに対して適切な施策を打つことが
できない

導⼊前の課題
スタッフおすすめコーデへの導線を追加

https://repro.io/n_contact/?=WP01_P23
https://repro.io/casestudy/wego/?=WP019_P23
https://repro.io/casestudy/wego/?=WP01_P23
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Webマーケティング

導⼊後の成果とポイント

売上伸⻑のために取り組みたい施策をスピーディーに実践できない

『d fashion』／マガシーク株式会社 様

かご落ち対策でCVR272％を達成！ 2カ⽉で即効性のある施策が
打てたのはReproならではの視点があったから

コンバージョン最⼤化サービス 導⼊事例

● 「かご落ち対策」により、たった2カ⽉間でCVR272％を実現

● クーポンのお知らせポップアップ施策でCVRが115%に改善

● 打率の⾼い施策の提案と実装が「コンバージョン最⼤化サービ
ス」の魅⼒

導⼊前の課題

事例の詳しい内容はこちら

料⾦やサービスの詳細を聞きたい

https://repro.io/n_contact/?=WP01_P24
https://repro.io/casestudy/magaseek/?=WP01_P24
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タグを⼊れたその⽇から、Webサイトが速くなる
特許取得の独⾃技術でWebサイトの表⽰速度を⾶躍的に改善。
サイトを訪れるすべての⼈の体験を激変させ、CVRやエンゲージメ
ントの向上を実現します。

Webマーケティング

Repro Boosterについて相談する

Repro Booster
サイトスピード改善ツール

Repro Boosterの3つの特⻑

導⼊したその⽇から
Webサイトの

表⽰速度が向上

⾼度なノウハウや
時間と⼿間を要する

HTML改修が不要

機能のON／OFFを
⽬で⾒て⽐較可能

効果が⾒える

POINT 1 POINT 2 POINT 3

これまでの⼿法と⽐べて圧倒的にかんたん・すぐに速くなる

導⼊効果を事前に分析！
Repro Booster 無料効果診断 実施中

無料診断に申し込む

Repro Boosterは運⽤レス！

https://repro.io/n_contact/?=WP01_P25
https://repro.io/booster-diagnose/?=WP01_P25&cam=1
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Repro Boosterの機能
Webマーケティング

Repro Boosterのサイトスピード改善を⽀えるのは特許取得済みの「クリック予測＆リンク先読み」。
さらに次世代画像フォーマットへの⾃動変換を加えることで、ページ遷移と画⾯表⽰の2つの側⾯からサイト
スピードの⾼速化を実現。

体感速度を圧倒的にアップさせる独⾃の特許技術＆画像変換

クリック予測＆リンク先読み
‒ ページ遷移の⾼速化 ‒

画像フォーマット⾃動変換
‒ 画⾯表⽰の⾼速化 ‒

特許技術によって、ユーザーが次にクリックする
リンクを予測し、リンク先を先読みします。

PNGやJPEGに⽐べて圧倒的な⾼圧縮率を誇る、
次世代画像フォーマット（AVIF・WebP）にWeb
サイト上の画像を⾃動変換します。

Repro Boosterについて相談する

特許
取得 AVIF WebP

画像の最適化できていますか？導⼊効果を事前に分析！
Repro Booster 無料効果診断 実施中

無料診断に申し込む

https://repro.io/booster-diagnose/?=WP01_P26&cam=1
https://repro.io/n_contact/?=WP01_P26
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Webマーケティング

『オミカレ』／ 株式会社オミカレ 様

料⾦やツールの詳細を聞きたい

事例の詳しい内容はこちら

Repro Boosterで表⽰速度が約1秒、UUベースのCVRは116%改善
サイト⾼速化で顧客体験とKPIの向上を実現

Repro Booster 導⼊事例

● 平均読み込み速度が約1秒改善
● 1ユーザーあたりの訪問回数改善率105.4%
● セッションベースのCVR改善率110%
● ユニークユーザーベースのCVR改善率116%

タグを⼊れることでサイトが速くなると聞いて、それが具現化す
るのであれば「本当に魔法のようなことだな」と感じました。実
際に導⼊した結果、平均読み込み速度をはじめ、すべての指標が
向上しました。

お客様の声

導⼊後の成果

https://repro.io/casestudy/omicale/?=WP01_P27
https://repro.io/n_contact/?=WP01_P27
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アプリマーケティング
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アプリマーケティングサービス

プッシュ通知ツール導⼊数 No.1
多彩なコミュニケーションを実現し

アプリの売上・LTVを最⼤化

ユーザー獲得につながる施策を⾃動で提案
充実したサポートで

ASO対策のインハウス化を実現

アプリの売上・LTV最⼤化ツール ASO対策インハウス化ツール

Repro App ASO Insight
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多彩なアプリマーケティング施策をマーケターの⼿だけでスピーディに実装可能。
アプリのエンゲージメントを⾼めることにより、LTV・売上改善を実現します。

アプリマーケティング

Repro Appについて相談する

Repro App
プッシュ通知ツール導⼊数 No.1 アプリの売上・LTV最⼤化ツール

導⼊後はマーケターだけで様々な施策を実現

プッシュ通知 アプリ内接客ポップアップ アプリ解析／分析
● 驚くほど簡単にプッシュ通知の設
定が可能

● さまざまなデータに基づき、必要
なユーザーにだけプッシュ通知を
送信

● 他ツールで困難な⼤規模・⾼速配
信にも対応

● アプリ起動中のコミュニケーショ
ンにポップアップなどのアプリ内
接客を活⽤できる

● ユーザー属性やアプリ内の⾏動に
合わせて、⼀⼈ひとりに最適なメ
ッセージが可能

● 継続率を把握するための「リテン
ション分析」や、コンバージョン
のボトルネックを把握する「ファ
ネル分析」など、分析機能が充実

● 誰でも簡単にアプリ改善のための
気づきを得られる

https://repro.io/n_contact/?=WP01_P30
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アプリマーケティング

専⾨のプロフェッショナルチームが課題をカバー
アプリマーケティングの実⾏には専⾨的なノウハウと多くのリソースが必要
です。Reproでは専⾨のプロフェッショナルチームがノウハウやリソースと
いった課題をカバーします。

専⾨的なノウハウを持ったプロフェッショナルチームが、アプリの課題を分析し、施策⽴案をサポート。
各施策は独⾃のマーケティングツールを⽤いて実施し、アプリ収益の最⼤化に貢献します。

Repro Appプロフェッショナル
チーム アプリ収益の

最⼤化独⾃開発のアプリマーケティング
ツールで⾼速PDCAを実現

数々のアプリで改善を⾏ってきた
プロのリソースを提供

導⼊に関するお問い合わせはこちら

必要なノウハウとリソース、ツールを⼀緒にご提供

アプリマーケティングのノウハウも⼀緒に提供！

https://repro.io/n_contact/?=WP01_P31
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Repro Appの施策事例
アプリマーケティング

Reproのプロフェッショナルチームが施策⽴案をサポート。確かな成果につながりました。

アプリ間相互プロモーション施策などを通して
導⼊1年でMAUは150％にまで改善
『モトクル』のみを利⽤しているユーザーには、『グーバイク』の利⽤
を促進するメッセージを送信。『グーバイク』しか利⽤していないユー
ザーには、『モトクル』を訴求するメッセージを送りMAUを改善。
『モトクル』『グーバイク』 ／ 株式会社プロトコーポレーション 様

オンボーディング施策とキーアクション導線強化で
利⽤率が21%向上、店舗送客数も⼤幅改善
顧客ステージごとのキーアクションを促すことで、アプリ利⽤率の向
上が図れるかを検証。アプリ利⽤を習慣化することで、アプリ起点で
の店舗想起と利⽤促進につなげた。
『ブックオフ公式アプリ』 ／ ブックオフコーポレーション株式会社 様

CASE1

CASE2 オンボーディング施策 キーアクション
導線強化

料⾦やツールの詳細を聞きたい

https://repro.io/n_contact/?=WP01_P32
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アプリマーケティング

『トリマ』／インクリメントＰ株式会社 様

プッシュ通知とアプリ内メッセージでDAU⽬標810％達成！
カスタマーサポートのコストと顧客満⾜度も⼤幅に改善

Repro App 導⼊事例

動画広告の視聴率改善に向けたリテンション施策、ユ
ーザーのアクティブ化施策の実装が必要だった

● A/Bテストを繰り返し、ユーザーコミュニケーショ
ンを最適化。DAUは⽬標の810%を達成

● 問い合わせ件数が減ってカスタマーサポートのコス
ト削減にもつながった

導⼊後の成果

導⼊前の課題
実施したA/Bテストの例導⼊前の課題

事例の詳しい内容はこちら

イラストを強調した⽅が動画の
閲覧率が⾼いことがわかった

料⾦やツールの詳細を聞きたい

https://repro.io/n_contact/?=WP01_P33
https://repro.io/casestudy/trip-mile/?=WP01_P33
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アプリマーケティング

『ブックオフ公式アプリ』／ブックオフコーポレーション株式会社様

2週間でアプリ評価が☆2.9→☆4.0に！
チュートリアル閲覧促進で継続率を121％に改善。
リアル×デジタルでグロースを⽬指す

Repro App 導⼊事例

ユーザーのアプリ内⾏動データが可視化できていなかった
ほか、アプリ内マーケティングの経験やリソースが不⾜し
ていた

● 利⽤頻度の⾼いユーザーにレビューを促進する施策を
実⾏し、2週間でアプリ評価が☆2.9から☆4.0に改善

● 初回チュートリアルの閲覧を促進する施策を実⾏し、
閲覧ユーザーの継続率が平均121％改善

導⼊後の成果

導⼊前の課題導⼊前の課題

事例の詳しい内容はこちら

アプリのメリットを
チュートリアル的に

表⽰

利⽤度の⾼い
ユーザーにレビューを

促進

料⾦やツールの詳細を聞きたい

https://repro.io/n_contact/?=WP01_P34
https://repro.io/casestudy/bookoff/?=WP01_P34
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ASO対策に必要な機能をひとつに集約

アプリマーケティング

ストアデータを⾃動でモニタリング。ユーザー獲得につながる施策をマ
ーケター⾃らの⼿で実践できます。サポートも充実しており、
ASO対策にかかる⼯数の⼤幅削減とインハウス化を実現します。

ASO Insight
ASO対策インハウス化ツール

アプリダウンロード数・キーワード検索順位など、
ASOに関連する指標を統合管理できる

主な機能

アプリ詳細ページなどに表⽰されるスクリーンショット
や動画といったクリエイティブの分析が可能

アプリダウンロード数増⼤につながりやすい
効果的な設定推奨キーワードと設定位置を提案

ASO Insightについて相談する

アプリストアの最適化できてますか？
無料アプリストア診断 実施中

無料診断に申し込む

広告に頼らないアプリ集客！

ダッシュボード

キーワードレコメンド

AIストアビジュアル
解析

https://repro.io/n_contact/?=WP01_P35
https://repro.io/lp/n_aso/?=WP01_P35
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アプリマーケティング

「ノウハウがない」「リソースはないがすぐに対策を実施したい」など、⾃社
でのASO対策が難しい⽅には、ReproのASOプロフェッショナルが分析から施
策提案までをサポートするエキスパート⽀援を提供。

アプリストア最適化サービス（エキスパート⽀援）
初めてでも安⼼。Reproが分析＆施策提案をサポートします

⽀援実績

⽀援内容

導⼊に関するお問い合わせはこちら

主な提供サービス

●市場・競合調査とキーワード分析
●キーワード対策施策のご提案と実⾏

主な提供サービス

● クリエイティブのPDCAのご提案と実⾏

検索順位の向上⽀援 クリエイティブ最適化⽀援

クリエイティブ最適化の改善実績検索順位の改善実績
ゲームアプリ
「RPG」

マッチングアプリ
「マッチング」

動画アプリ
「ドラマ」

転職アプリ
「転職」

５位 圏外 ３位 ８位
⽀援前 ⽀援後

CVR改善

114%
※⽀援前⽐

https://repro.io/n_contact/?=WP01_P36
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アプリマーケティング

ASO Insight 導⼊事例

● キーワード順位やKPIの確認などの作業時間が⼤幅に削減できた
● アドバイス・フォローによりノウハウの蓄積ができた
● 「転職」での表⽰順位が5位から1位に上昇※
※Google Playにおけるキーワード「転職」の表⽰順位（2023/1/1時点）

運⽤の結果、重要キーワードすべてを1〜3位表⽰まで向上させることができ、オーガニックダウンロード数の向
上に寄与。安易に広告配信に頼らないユーザー獲得の⼟台を作れました。インハウスでASO運⽤をしている場合
は特におすすめのツールだと思います。 パーソルキャリア株式会社 サービスデザイン部 松原 泰之 様

お客様の声

導⼊後の成果

● 広告に頼らない利⽤者拡⼤の仕組みが必要だった
● ASO運⽤の効率化、ノウハウの蓄積が必要だった
● キーワード「転職」の検索順位の改善

導⼊前の課題

『doda』／パーソルキャリア株式会社様

ASO Insightについて相談する

アプリストアの最適化できてますか？
無料アプリストア診断 実施中

無料診断に申し込む

ASO運⽤のインハウス化を実現！

https://repro.io/n_contact/?=WP01_P37
https://repro.io/lp/n_aso/?=WP01_P37
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