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この資料は「ASO（アプリストア最適化）対策」の実践⽅法を
初⼼者にもわかりやすくまとめたガイドブックです。

皆様のアプリがより多くの⽅々に利⽤される⼀助となれば幸いです。

また、Repro株式会社ではASO対策インハウス化⽀援ツール
「ASO Insight」の提供をしております。

資料をダウンロードいただき、ありがとうございます。

Reproに相談する

ASO対策についての課題をお持ちの⽅は
まずはお気軽にご相談ください

2© Repro Inc.

https://repro.io/n_contact/?=WP03_P02
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※診断結果としてご提供する項⽬はアプリによって異なる場合がございます。予めご了承ください。
※過去にアプリストア診断をご依頼いただいたことのあるアプリの場合、診断結果が⼤きく変わらないなどの理由で、診断を承ることがで
きない場合がございます。予めご了承ください。

無料アプリストア診断 実施中

無料アプリストア診断に申し込む

ASO対策の現状がわかる

まずはお気軽に無料診断をお申し込みください

診断内容

・タイトル設定
・サブタイトル設定
・評価

・ASO改善余地
・ASO費⽤対効果

・レビュー数
・クリエイティブ

3© Repro Inc.

現状のアプリストア設定の診断

ASO対策の効果診断

https://repro.io/lp/n_aso/?=WP03_P03
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ASO対策
（アプリストア最適化）

とは
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ASO（アプリストア最適化）対策はユーザー獲得の要
1. ASO（アプリストア最適化）対策とは

あらゆるアプリのダウンロードが、最終的にアプリストア内のアプリ詳細ページで⾏われます。アプリストア
に対する施策が不⼗分だと、どんなに広告施策に注⼒しても効率的なユーザー獲得はできません。

アプリストア
（アプリ詳細ページ） アプリ内

テレビCM

SNS

広告

ユーザーの
⾏動

チャネル・
タッチポイント

認知

KPI

アプリストア
（検索結果）

Web検索

PV ダウンロード数 継続率

認知後のユーザーはアプリストア内で⾏動する

ダウンロードは
アプリ詳細ページで⾏われる

露出量 IMP

CTR CVR LTVCPM CTR

検索 閲覧 ダウンロード アプリ利⽤
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ASO（アプリストア最適化）対策の概要
1. ASO（アプリストア最適化）対策とは

ASO対策は、アプリストア内検索での上位表⽰を⽬的とした「キーワード対策」（SEO）だけではありませ
ん。アプリ詳細ページのCVRを同時に改善（CRO）することで、ダウンロード数を総合的に向上させるもの
です。

キーワード対策だけでなく ダウンロード数の最⼤化 がメインゴール

ASO対策（SEO）

キーワード検索

⾃然流⼊の増⼤を
⽬的とした施策

アプリ⼀覧表⽰
アプリ詳細
ページ閲覧

アプリ
ダウンロード

アプリ
利⽤開始

SNS／テレビCM／OOHなどペイド施策

CVR（ダウンロード率）の改善
を⽬的とした施策 アプリ利⽤後の施策

広告キャンペーン
ASO対策（CRO）

UX改善／
CRM施策／
CS活動 etc..
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ASO（アプリストア最適化）の具体的な改善ポイント
ASO対策を効果的に実施するためには、検索順位に影響を与える「タイトル」「サブタイトル」「説明⽂」、
CVRを左右する「スクリーンショット・動画」「評価・レビュー」などを継続的に改善する必要があります。

iOS Android

タイトル
サブタイトル

スクリーンショット・
動画

プロモーションテキスト・
説明⽂

評価・レビュー

App Store Connect
キーワード

タイトル

スクリーンショット・
動画

詳細な説明⽂

評価・レビュー

簡単な説明⽂

＋

1. ASO（アプリストア最適化）対策とは
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※診断結果としてご提供する項⽬はアプリによって異なる場合がございます。予めご了承ください。
※過去にアプリストア診断をご依頼いただいたことのあるアプリの場合、診断結果が⼤きく変わらないなどの理由で、診断を承ることがで
きない場合がございます。予めご了承ください。

無料アプリストア診断 実施中

無料アプリストア診断に申し込む

ASO対策の現状がわかる

まずはお気軽に無料診断をお申し込みください

診断内容

・タイトル設定
・サブタイトル設定
・評価

・ASO改善余地
・ASO費⽤対効果

・レビュー数
・クリエイティブ

9© Repro Inc.

現状のアプリストア設定の診断

ASO対策の効果診断

https://repro.io/lp/n_aso/?=WP03_P09
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ASO対策の重要性
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広告ターゲティング精度の悪化によってCPIが悪化している
iOS 14.5以降、IDFAの取得がオプトイン⽅式になったため、ユーザー⾏動の⾼精度なトラッキングが困難に。
その結果、広告配信のターゲティング精度が悪化し、CPIが⾼騰するという問題が発⽣しています。

iOS 14.5によるAD Networkへの影響

App-A App-B

App-A
広告

IDFAの取得

IDFAの取得

IDFAによる
ターゲティング配信

広告
SDK

ターゲティング精度
の低下

AD 
Network

広告
SDK

● 広告ターゲティング精度の低下
● 計測可能なコンバージョンの減少

オーガニックダウンロード増⼤
への注⼒が必須

2. ASO対策の重要性
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ASO対策はアプリ集客における最重要施策に

ASO（アプリストア最適化）対策 364
335

329

251

207

150

148

144

108

102

83

59

⾃社Webサイト経由のインストール促進

SNS広告

ASA（Apple Search Ads）

ディスプレイ広告

インフルエンサーマーケティング

実店舗・イベント等でのオフライン施策

アフィリエイト広告

マス広告

リワード広告

リエンゲージメント広告

その他

2023年1⽉にRepro株式会社が実施した「ASO（アプリストア最適化）対策についての実態調査」では、多く
のアプリ運営者が、あらゆるアプリ集客施策の中でASO対策が最重要であると回答しています。

アプリマーケティング施策（集客）の重要度ランキング

2. ASO対策の重要性

出典：「ASO（アプリストア最適化）対策についての実態調査」Repro株式会社
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アプリストア内検索のダウンロードへの貢献は⾮常に⼤きい
2. ASO対策の重要性

※出典：「Apple Search Ads」Apple

約70% 約65%

App Storeでは70％以上の
ユーザーがアプリを探すために

検索を利⽤している

App Storeでダウンロードされた
アプリのうち

約65％は検索後に⾏われている

検索タブの利⽤ 検索経由のダウンロード

アプリストア（App Store）利⽤ユーザーの70％以上がアプリストア内検索を使⽤しているといわれています。
さらに、アプリダウンロードうち約65％は検索のあとに発⽣しているというデータもあります。
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ストア検索のコンバージョン率は⾼く市場も⼤きい
ASOの重要性

ASO（アプリストア最適化）対策実態調査2023より

内製化を求められるASO対策

1. column

個⼈情報保護のトレンド
により広告でのユーザー

獲得が難しい

ASO対策をするアプリが
増えたことで順位が上が

りにくくなった

プラットフォーム側の
仕様変更が頻繁に起きる
ため定期的なメンテナン

スが必要

コスト（費⽤）の圧迫 ナレッジが蓄積できない 柔軟な対応ができない
😢 😢 😢

ASO対策の重要度が⾼まっている⼀⽅、
ナレッジやリソースがないため外注パートナー頼みに

将来的な体制

Reproの調査では「ASO対策を内製化したい」と考えている企業が全体の約70％に上ることがわかっています。
背景にあると考えられるのは「コスト削減」「ナレッジ蓄積」「スピーディ施策実施」へのニーズです。

市場のトレンド

アプリ事業者の現状

※ 出典：「ASO（アプリストア最適化）対策につい
ての実態調査」Repro株式会社

14© Repro Inc.
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※診断結果としてご提供する項⽬はアプリによって異なる場合がございます。予めご了承ください。
※過去にアプリストア診断をご依頼いただいたことのあるアプリの場合、診断結果が⼤きく変わらないなどの理由で、診断を承ることがで
きない場合がございます。予めご了承ください。

無料アプリストア診断 実施中

無料アプリストア診断に申し込む

ASO対策の現状がわかる

まずはお気軽に無料診断をお申し込みください

診断内容

・タイトル設定
・サブタイトル設定
・評価

・ASO改善余地
・ASO費⽤対効果

・レビュー数
・クリエイティブ

15© Repro Inc.

現状のアプリストア設定の診断

ASO対策の効果診断

https://repro.io/lp/n_aso/?=WP03_P15
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ASO対策の実践術
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コンバージョンレート
最適化（CRO)

ASO（アプリストア最適化）対策の概要
3. ASO対策の実践術

ASO対策は前述の通り、アプリストア内検索での上位表⽰を⽬的とした「キーワード対策」（SEO）とアプ
リ詳細ページのCVR改善（CRO）を複合的に実施することでダウンロード数の最⼤化を実現するものです。

キーワード最適化（SEO）

ASO対策（SEO） ASO対策
（CRO）

UX改善／
CRM施策／
CS活動 etc..

キーワード検索

⾃然流⼊の増⼤を
⽬的とした施策

アプリ⼀覧表⽰
アプリ詳細
ページ閲覧

アプリ
ダウンロード

アプリ
利⽤開始

SNS／テレビCM／OOHなどペイド施策

CVR（ダウンロード率）の改善
を⽬的とした施策 アプリ利⽤後の施策

広告キャンペーン
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ASO対策の実践術

キーワード最適化
（SEO）

© Repro Inc. 18
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キーワード最適化（SEO）

ASO対策のキーワード最適化（SEO）とは
3. ASO対策の実践術｜3-1. キーワード最適化（SEO）

キーワード最適化（SEO）とは、アプリストア内検索での上位表⽰と訴求⼒の向上を⽬的として実施する施策
です。ユーザーにアプリを⾒つけてもらうための取り組みと⾔い換えてもいいでしょう。

ASO対策（SEO） ASO対策
（CRO）

UX改善／
CRM施策／
CS活動 etc..

キーワード検索

⾃然流⼊の増⼤を
⽬的とした施策

アプリ⼀覧表⽰
アプリ詳細
ページ閲覧

アプリ
ダウンロード

アプリ
利⽤開始

SNS／テレビCM／OOHなどペイド施策

CVR（ダウンロード率）の改善
を⽬的とした施策 アプリ利⽤後の施策

広告キャンペーン
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検索順位が低いとCTRが⼤幅に悪化する
アプリストア内検索からアプリ詳細ページへの流⼊は、検索結果画⾯の表⽰順位に⼤きな影響を受けています。
1位表⽰の場合のCTRが約20％であるのに対し、10位では0.3％まで減少するというデータも。

1位 10位

19.3%

0.3%

ストア内検索における順位が1位から10位に落ちると、CTRは19.3％から0.3％に減少。
単純計算でアプリ詳細ページへの流⼊は60分の1以下に減少することになります。

検索順位ごとのCTR

3. ASO対策の実践術｜3-1. キーワード最適化（SEO）

出典：「App Store Search Benchmarks and Tips on Improving Ranking」SplitMetrics
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ASO対策を怠るとユーザー接触機会の半数以上を失う
ASO対策で注⼒するキーワードは⼀般キーワードと呼ばれる、アプリ名やブランド名ではないキーワードで
す。⼀般キーワードへの対策を⾏わないと、半数以上ものユーザーとの接触機会を失う可能性があります。

75.4%
⼀般

キーワード

49.1%アプリ名
指名検索

アプリストア内で検索されるキーワードのうち
75.4％を⼀般キーワードが占めています。

⼀般キーワードの検索から発⽣するトラフィックは
全体の半数以上を占めています。

アプリストア内で検索されるキーワードの種類 キーワード種類別アプリストア内トラフィック

3. ASO対策の実践術｜3-1. キーワード最適化（SEO）

出典：「Brand vs. Generic Keyword Optimization for App Store Search」AppTweak

24.6%アプリ名
指名検索

50.9%
⼀般

キーワード
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ストア検索のコンバージョン率は⾼く市場も⼤きい
ASOの重要性

説明テキスト 説明テキスト 説明テキスト 説明テキスト説明テキスト 説明テキス
ト 説明テキスト 説明テキスト説明テキスト 説明テキスト 説明テキスト 説明テ
キスト説明テキスト 説明テキスト 説明テキスト 説明テキスト

ASO（アプリストア最適化）対策実態調査2023より

⼀度やって終わりではない！継続的なASO対策の重要性

2. column

Repro株式会社の調査では、継続的にASO対策を実施しなかった場合、ほぼすべてのアプリでオーガ
ニックダウンロード数と10位以内のキーワード数が減少することがわかっています。

※ 全業種の平均にて算出 *（Repro株式会社の⽀援アプリ）

10位以内のキーワード数の変化 オーガニックダウンロード数の変化

ASO対策
直後

ASO対策
停⽌

6カ⽉後

ASO対策
直後

ASO対策
停⽌

6カ⽉後

10位以内のキーワード数

平均 46％減少

オーガニックDL数

平均 44％減少

● ASO対策を実施する競合アプリの増加
● 定期的に実施されるアプリストアの仕様

変更
継続的にASO対策を⾏わなければ

効果が持続しない

22© Repro Inc.
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【iOS】キーワード最適化の対象となる要素
3. ASO対策の実践術｜3-1. キーワード最適化（SEO）

iOSでのキーワード最適化で最重要なのは「タイトル」「サブタイトル」です。さらに「App Store Connect 
キーワード」というユーザーの⽬には⼊らない要素も検索順位に影響を与えます（インデックスされる）。

タイトル

サブタイトル

スクリーンショット
・動画

プロモーションテキスト・
説明⽂

評価・レビュー

App Store Connect
キーワード

iOS
# 項目名 インデックス強度

1 タイトル ●●●●●

2 サブタイトル ●●●●●

3 App Store Connect キーワード ●●●○○

4 説明⽂ ×

5 デベロッパー名 ●●○○○

6 バンドルID ×

7 アプリ内課⾦ ●○○○○

8 カテゴリ名 ●○○○○

9 レビューの⽂章 △

10 レビューへの返信 ×

11 アップデート⽂ ×

12 スクリーンショット内の⽂字 ×

13 バックリンク ×＋
※ Repro株式会社の独⾃調査●●●●●：インデックス強 ●○○○○：インデックス弱

×：⾮インデックス対象 △：不明
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【Android】キーワード最適化の対象となる要素
3. ASO対策の実践術｜3-1. キーワード最適化（SEO）

Androidでは、「タイトル」に加えて「簡単な説明⽂」が重要な施策対象となります。検索順位に影響を与え
る（インデックスされる）要素がすべて、ユーザーの⽬に⾒えるという点に注意が必要です。

●●●●●：インデックス強 ●○○○○：インデックス弱
×：⾮インデックス対象 △：不明

Android
# 項⽬名 インデックス強度

1 タイトル ●●●●●

2 簡単な説明⽂ ●●●●○

3 詳細な説明⽂ ●○○○○

4 デベロッパー名 ●●○○○

5 パッケージ名 ●●●○○

6 アプリ内課⾦ ×

7 カテゴリ名 △

8 レビューの⽂章 ●●○○○

9 レビューへの返信 ×

10 アップデート⽂ ×

11 スクリーンショット内の⽂字 ×

12 バックリンク ●○○○○

タイトル

スクリーンショット・
動画

詳細な説明⽂

評価・レビュー

簡単な説明⽂

デベロッパー名

※ Repro株式会社の独⾃調査
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キーワード最適化の⼿順とサイクル
3. ASO対策の実践術｜3-1. キーワード最適化（SEO）

キーワード最適化は、「現状分析」「優先順位付け」「キーワード選定」「効果計測」 の順で進めるのが通
常です。⼀度きりではなく、⼀連の流れを継続的なサイクルとして実施します。

● インデックス強度
● アプリストア上の表⽰
を基にどの要素にどのキーワードを設
定するのかを検討

● 検索ボリューム（キーワードが検索
されている量）の⼤⼩

● ⾃社アプリとキーワードとの関連性
● ⾃社・競合アプリの検索順位

●検索順位の推移
●カテゴリ内順位の推移
●ダウンロード数の推移

● IMP／PV／ダウンロード数
● 同⼀カテゴリで頻繁に使⽤されてい

るキーワード
● ⾃社アプリがランクインしているキ

ーワードとその順位
● 競合アプリが設定・ランクインして

いるキーワードとその順位
● サジェストキーワードの状況

優先順位
付け

キーワード
設定

現状分析

効果測定

【主な現状分析の対象】 【主な優先順位の判断基準】

【キーワード設定時の検討事項】【主な効果測定の対象】
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主な現状分析のポイントと調査⽅法
3. ASO対策の実践術｜3-1. キーワード最適化（SEO）

IMP／PV／ダウンロード数

サジェストキーワード

競合アプリの検索順位

頻出キーワード

⾃社アプリの検索順位

ASO対策を始めるにあたって必要となる現状分析の主なポイントと調査⽅法をまとめました。ほとんどが⼿動
でアプリストアにアクセスして調査せねばならず、⾮常に⼿間のかかるものとなっています。

スマートフォンで実際にアプリ
ストア内検索を⾏い、キーワー
ドごとに競合アプリの順位を確
認する。

検索キーワードを⼊⼒した際に
表⽰される、サジェストキーワ
ードを確認する。

アプリストア内のカテゴリ⼀覧ペ
ージを開き、タイトルやサブタイ
トルなどによく設定されているキ
ーワードを調査する。

iOSは「App Store Connect」、
Androidは「Google Play 
Console」にアクセスして確認す
る。

スマートフォンで実際にアプリ
ストア内検索を⾏い、キーワー
ドごとに⾃社アプリの順位を確
認する。

専⽤ツールがないとASO対策の現状把握は⾮常に⾯倒
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検索順位や検索ボリュームは専⽤ツールがないとわからない

3. column

ASO対策の現状を把握するために必要になるのが、注⼒キーワードの検索順位と検索ボリューム。しか
し、iOS・Androidともに公式のアプリストア管理ツールでは順位もボリュームの取得もできません。

● アプリストア管理ツールで検索順位を取得する
ことはできない

● アプリストア管理ツールで検索ボリュームを取
得することはできない

検索順位・検索ボリュームの
取得には専⽤ツールが必要

アプリストア管理ツールで取得できる数値 ASO Insightで取得できる数値

※App Store Connectの画⾯例

27© Repro Inc.
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第⼆優先キーワード

第⼀優先キーワード 第三優先キーワード

対策しないキーワード

キーワードの優先順位を決める⽅法
3. ASO対策の実践術｜3-1. キーワード最適化（SEO）

マンガアプリの場合のキーワード対策マトリクス

⾃社アプリとの関連度⾼ 低

検
索
ボ

リ
ュ

ー
ム

（
市

場
規
模

）

⼤

⼩

マンガ
漫画アプリ

単⾏本

アニメ
ゲーム

vtuber配信

こみっく

コミック 電⼦書籍

アニメ化マンガ

対策すべきキーワードの優先順位は、検索ボリューム（市場規模）と⾃社アプリとの関連度を掛け合わせて判
断するのがおすすめ。検索ボリュームと関連度がともに⾼いキーワードを優先して対策します。

マンガアプリが対策すべきキーワードをマトリクス形式でマッピングしたのが上図です。この場合、検索ボリ
ュームと関連性の双⽅が⾼くなる「マンガ」「漫画アプリ」への対策を最優先すべきといえます。
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こども向けのゲームや幼児向けの動画で英語を楽しく学べる
【27⽂字】

CHU-LIP 知育・勉強に役⽴つ⼦ども向け英語学習アプリ
【30⽂字】

チューリップ,ちゅーりっぷ,english,無料,kids,⼦供,キッズ,映像,ど
うが,教材,ちいく,2歳,3歳,4歳,5歳,ベビー,幼稚園,保育園,ひらがな,算
数,ことば,遊び,絵本,えいご,英会話【100⽂字】

【iOS】キーワード設定のベストプラクティス
3. ASO対策の実践術｜3-1. キーワード最適化（SEO）

アプリ名：CHULIP
アプリ概要：幼児向けの英語学習アプリ。動画やゲームで英語学習ができ、ネイティブな発⾳も
⾝に付く。

CHU-LIP（チューリップ）/⼦どもの英
語学習 【24⽂字】

⼦供の英語学習ならCHU-LIP（チューリ
ップ） 【25⽂字】

チューリップ,ちゅーりっぷ,chu-lip,こど
も,⼦ども向け,english,無料,英語,キッ
ズ,kids,幼児,幼児向け,動画,ゲーム
【69⽂字】

タイトル

サブタイトル

App Store Connect キーワード

① 設定最⼤⽂字数に対して余裕がある場合は積極的に対策キーワードを盛り込む
② キーワードの重複は意味がないので各要素のバリエーションを意識して設定する
③ ⾔葉の表記ゆれ（⼦供・⼦ども・こどもなど）を意識して設定する

サブタイトル

タイトル

App Store Connect キーワード

③
①

対策実施前 対策実施後

②
①

①

③
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こどもの英語学習ならチューリップ！⼦供向けのゲームや幼児向け
の動画で英語や英会話を楽しく学べます。⼦どもの知育や勉強に役
⽴つ英語学習アプリです。【72⽂字】

CHU-LIP 知育・勉強に役⽴つ⼦ども向け英語学習アプリ
【30⽂字】

【Android】キーワード設定のベストプラクティス
3. ASO対策の実践術｜3-1. キーワード最適化（SEO）

CHU-LIP（チューリップ）/⼦どもの
英語学習 【24⽂字】

こどもの英語学習ならCHU-LIP（チュ
ーリップ） 【25⽂字】

タイトル

簡単な説明⽂ 簡単な説明⽂

タイトル

① 設定最⼤⽂字数に対して余裕がある場合は積極的に対策キーワードを盛り込む
② ⾔葉の表記ゆれ（⼦供・⼦ども・こどもなど）を意識して設定する
③ 重複設定がインデックス・検索順位に影響するため、注⼒キーワードは繰り返し設定する

（むやみにキーワードを増やすのではなく、あくまでも適切な量を設定する。キーワードの濫⽤は悪影響
を及ぼすリスクがある）

②①

①

②

③

③

アプリ名：CHULIP
アプリ概要：幼児向けの英語学習アプリ。動画やゲームで英語学習ができ、ネイティブな発⾳も
⾝に付く。

対策実施前 対策実施後
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※診断結果としてご提供する項⽬はアプリによって異なる場合がございます。予めご了承ください。
※過去にアプリストア診断をご依頼いただいたことのあるアプリの場合、診断結果が⼤きく変わらないなどの理由で、診断を承ることがで
きない場合がございます。予めご了承ください。

無料アプリストア診断 実施中

無料アプリストア診断に申し込む

ASO対策の現状がわかる

まずはお気軽に無料診断をお申し込みください

診断内容

・タイトル設定
・サブタイトル設定
・評価

・ASO改善余地
・ASO費⽤対効果

・レビュー数
・クリエイティブ

31© Repro Inc.

現状のアプリストア設定の診断

ASO対策の効果診断

https://repro.io/lp/n_aso/?=WP03_P31
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最適化
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コンバージョンレート
最適化（CRO）

ASO対策のコンバージョンレート最適化（CRO）とは
3. ASO対策の実践術｜3-2. コンバージョンレート最適化（CRO）

ASOにおけるコンバージョンレート最適化（CRO）とは、アプリ詳細ページのクリエイティブ（テキストや
スクリーンショット、レビュー）の改善により、アプリダウンロード数の増⼤を図る施策です。

ASO対策（SEO） ASO対策
（CRO）

UX改善／
CRM施策／
CS活動 etc..

キーワード検索

⾃然流⼊の増⼤を
⽬的とした施策

アプリ⼀覧表⽰
アプリ詳細
ページ閲覧

アプリ
ダウンロード

アプリ
利⽤開始

SNS／テレビCM／OOHなどペイド施策

CVR（ダウンロード率）の改善
を⽬的とした施策 アプリ利⽤後の施策

広告キャンペーン
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アプリ詳細ページのクリエイティブはダウンロード数を左右する
アプリ詳細ページの各種クリエイティブ要素はダウンロード数に⼤きな影響を及ぼします。中でも最適化した
際の改善効果が⼤きいとされているのが動画とスクリーンショットです。

CV改善ポテンシャル

iOS Android

タイトル：8% 

スクリーンショット
：28%

アイコン：18%

動画：40%

タイトル：8% 
アイコン：11%

3. ASO対策の実践術｜3-2. コンバージョンレート最適化（CRO）

出典：StoremMaven

スクリーンショット
：13%

動画：24%
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コンバージョンレート最適化（CRO）の⼿順とサイクル
3. ASO対策の実践術｜3-2. コンバージョンレート最適化（CRO）

コンバージョンレート最適化は、「調査・現状分析」「仮説設計」「検証プラン作成」「テスト実施」「効果
測定・分析」の流れで進めます。このフローを繰り返すことで継続的な成果創出を⽬指します。

仮説設計

ベースとなる
検証プランの作成

調査・現状分析

複数検証プランの
作成

テスト実施

効果測定・分析

CRO
LOOP
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1.調査・現状分析の⼿法
3. ASO対策の実践術｜3-2. コンバージョンレート最適化（CRO）

⾃社アプリに関する調査・現状分析は以下の5つのポイントを主体に⾏うのがおすすめです。それぞれにどの
ようなインサイトを読み取るべきか、具体的な例も挙げています。

1.キーワード別のCVR
2.アプリストアのレビュー
3.SNSでのユーザーの声
4.利⽤率が⾼いアプリの機能
5.競合アプリのスクリーンショット

「英語学習」や「こど
も英語」等のキーワ
ードよりも「英語ゲ
ーム」のほうがCVRが
⾼かった。

キーワード別の
CVR

低評価レビューの傾向
を⾒ると、「動画」に
関して「期待外れだっ
た」といったレビュー
が多かった。

アプリストアの
レビュー

SNSでの
ユーザーの声

アプリの差別化ポイン
トでもある「ゲームで
英語学習ができる」機
能は利⽤率が⾼く、満
⾜度も⾼い傾向。

利⽤率の⾼い
アプリの機能

競合アプリのスクリー
ンショットは、6アプ
リ中、4アプリが横型
のものを採⽤している
ことがわかった。

競合アプリの
スクリーンショット

投稿されている⾃社ア
プリの感想には、「家
族でアプリを利⽤し、
旅⾏先で活⽤できた」
という声が多かった。
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2.仮説設計の⼿法
3. ASO対策の実践術｜3-2. コンバージョンレート最適化（CRO）

⾃社アプリの調査・現状分析の結果を基に、検証プランの背景となる仮説を設計していきます。仮説設計は視
点が偏らないよう、複数⼈で実施することをおすすめします。

「英語学習」や「こど
も英語」等のキーワ
ードよりも「英語ゲ
ーム」のほうがCVRが
⾼かった。

キーワード別の
CVR

低評価レビューの傾向
を⾒ると、「動画」に
関して「期待外れだっ
た」といったレビュー
が多かった。

アプリストアの
レビュー

SNSでの
ユーザーの声

アプリの差別化ポイン
トでもある「ゲームで
英語学習ができる」機
能は利⽤率が⾼く、満
⾜度も⾼い傾向。

利⽤率が⾼い
アプリの機能

競合アプリのスクリー
ンショットは、6アプ
リ中、4アプリが横型
のものを採⽤している
ことがわかった。

競合アプリの
スクリーンショット

投稿されている⾃社ア
プリの感想には、「家
族でアプリを利⽤し、
旅⾏先で活⽤できた」
という声が多かった。

ゲーム機能の存在を押
し出すことでダウンロ
ードが増えるかもしれ
ない。

「動画で学べる」とい
う訴求を強くしすぎな
いほうが、⾼い評価を
得られるかもしれない。

特に満⾜度の⾼い「ゲ
ーム」機能を前⾯に出
すことで、評価が⾼ま
るかもしれない。

横型のフォーマットを
維持することで、競合
劣位に陥ることを防げ
るかもしれない。

「家族でゲーム感覚で
学べる！」を新しい訴
求軸に据えるとCVRが
⾼まるかもしれない。

これらの仮説を基に各種クリエイティブを作成する
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3.検証プランの具体的な作成⽅法（スクリーンショット）
3. ASO対策の実践術｜3-2. コンバージョンレート最適化（CRO）

設計した仮説からインパクト・影響範囲の⼤きなものを選び出し、検証パターンを作成します。正確な効果検
証をするためには、仮説と変更箇所を対の関係とし、複数のテストを同時進⾏しないのが鉄則です。

【コピー】家族で楽しく訴求【コピー】現⾏

【アプリ画⾯】
現⾏

【アプリ画⾯】
ゲーム訴求

現⾏ Aパターン

Bパターン Cパターン

ゲーム機能の存在を押
し出すことでダウンロ
ードが増えるかもしれ
ない。

「動画で学べる」とい
う訴求を強くしすぎな
いほうが、⾼い評価を
得られるかもしれない。

特に満⾜度の⾼い「ゲ
ーム」機能を前⾯に出
すことで、評価が⾼ま
るかもしれない。

横型のフォーマットを
維持することで、競合
劣位に陥ることを防げ
るかもしれない。

「家族でゲーム感覚で
学べる！」を新しい訴
求軸に据えるとCVRが
⾼まるかもしれない。
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スクリーンショット内で改善・検証できる要素
3. ASO対策の実践術｜3-2. コンバージョンレート最適化（CRO）

アプリ詳細ページのスクリーンショットでは、主に以下の7つの要素が改善・検証のポイントとなります。仮
説と正確に結びつけられるかを念頭に改善箇所を選定していきましょう。

スクリーンショットの
縦型or横型 キャッチコピー

アプリロゴや
サービスロゴの
⼤⼩や⾒せ⽅

トンマナ

アプリ画⾯の
⼤⼩や⾒せ⽅

デザイン
（例：縦型スクリーンショッ
トの1〜3枚⽬の⾒せ⽅）

レイアウト
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4.【iOS】テストの実施⽅法
3. ASO対策の実践術｜3-2. コンバージョンレート最適化（CRO）

1.新しいテストを作成する

「プロダクトページの最適化」横のプラスボタンから新しいテストを作成できま
す。いままで⾏ったテストはリストで表⽰されます。アイコンのテストを⾏う場
合は事前にビルドが必要です。

2.テストする要素を設定する

テストパターンを追加します。デフォルトでは現⾏パターンがそのままアップ
ロードされているため、クリエイティブを変更したい場合は削除して新しいも
のを追加する必要があります。
最低でも5.5インチ向け・6.5インチ向け、各サイズ⽤のクリエイティブをアッ
プロードする必要があります（iPad対応アプリの場合はiPad⽤の画像も必要で
す）。
※図はスクリーンショットの「ロゴA」「ロゴB」でテストを⾏う場合の設定例です
※ロゴ（＝テストパターン）の名前は編集可能です。わかりやすいものを設定しましょう
（ロゴA：〇〇訴求、ロゴB：△△訴求など）

3.テストの開始と公開
設定が完了したら「テストを開始」を押してテストを開始しましょう。並び替
えなど、既存のクリエイティブのみを使⽤した場合は審査は⾏われず、そのま
まテストが開始されます。
別途アプリの審査が進⾏している場合は、審査に通るまで待つ・もしくはキャ
ンセルする必要があります。

4.審査に通り次第、テストが開始されます。

2022年7⽉最新版

App Store ConnectにログインしA/Bテストを⾏いたいアプリを選択します。

https://appstoreconnect.apple.com/login
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Google Play Consoleにログインし、「すべてのアプリ」からA/Bテストを⾏
いたいアプリを選択します。

4.【Android】テストの実施⽅法
3. ASO対策の実践術｜3-2. コンバージョンレート最適化（CRO）

1.新しいA/Bテストを作成する

「 テスト名」の⼊⼒
任意のテスト名を⼊⼒します（20220501_○○○検証など）
「 ストアの掲載情報」の選択
「メインのストアの掲載情報」を選択してください。
「テストのタイプ」の選択
● ⽇本にのみにアプリを出しており、デフォルト⾔語が「⽇本語」になってい

る場合は「デフォルトのグラフィックのテスト」を選択してください。
● 国外にもアプリを出している場合は、特に事情がない限り「ローカライズ テ

スト＞⽇本語」を選択してください。指定した国のみで画像やテキストのテ
ストを⾏えます。

2.「ストアの掲載情報」を設定する

2022年7⽉最新版

ストアでの表⽰ > 「ストア掲載情報のテスト機能」 を選択

「テストを作成」ボタンを押してテストを作成します。

https://play.google.com/console/u/0/signup
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「ターゲット指標」の選択
● 「初めてインストールし、アンインストールしていないユーザー数（推

奨）」を選択する。
「バリエーション」の選択

● テストパターンの数を選択します。テストパターンは最⼤3つです。
「テスト対象ユーザー」の設定

● 特別な事情がない場合は、すべてのバリエーションで均等な配信割合にな
るように設定してください。

● テストパターンごとの配信⽐率を変えることはできません（ A：50%／
B：20%／C：15%／D：15%のような設定は不可）。

● 配信ユーザーはランダムで、属性などで出し分けることはできません。
「検出可能な影響の最⼩値」の設定

● 「3.0%」に設定してください。
● まれに 「これらの設定では、上限期間内にテストの結果を得られませ
ん。」といった警告⽂が出る場合があります。その場合は値を調整し、警
告が出ない値で設定してください。

「信頼度」の設定
● 「90%」に設定してください。

4.【Android】テストの実施⽅法
3. ASO対策の実践術｜3-2. コンバージョンレート最適化（CRO）

3.「テストの⽬標」を設定する

2022年7⽉最新版
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「属性」の選択
検証する項⽬を選択してください。複数選択もできますが、どの要素が結果に影
響を与えたかわからなくなるので推奨できません。

4.【Android】テストの実施⽅法
3. ASO対策の実践術｜3-2. コンバージョンレート最適化（CRO）

4.「バリエーションの設定」を⾏う

順番などに間違いがないか確認し、問題なければ「適⽤」を押してください。
残りのバリエーションも同様に設定します。

5.テストの開始と公開
「テストを開始」を押すと設定した内容の審査が⾏われます。審査の状況は「公
開の概要」から確認でき、通常数分〜数⼗分で審査が完了します。テスト実⾏の
予約配信はできませんが、「公開の概要」の「管理対象の公開」を「オン」にす
ることで、「確認して公開」を押すまではユーザーに公開されないように設定す
ることができます。

2022年7⽉最新版
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5.【iOS】効果測定の⽅法
3. ASO対策の実践術｜3-2. コンバージョンレート最適化（CRO）

注意事項
● テストは審査を通過すると⾃動的に開始されます（公開タイミングの調整は不可） 。
● テスト実⾏中に新しいAppバージョンを提出するとテストが⾃動的に中⽌されます。
● 直近予定されているアップデートがすべて済んでからA/Bテストを設定することを推奨します。
● プロダクトページの最適化テストは、「カスタムプロダクトページ」や、「Apple Watch」および「iMessage向けのApp Store

プロダクトページ」では実⾏できません。

ユニークインプレッション数・コンバージョン率・改善率・信頼度が確認できます。⼗分なインプレッシ
ョン数が収集されると、テストパターンに、選択したベースラインと⽐較して「より⾼いパフォーマンス
が⾒られます」または「より低いパフォーマンスが⾒られます」と表⽰されます。

改善率 コンバージョン率

※App Store Connectの機能タブ「プロダクトページの最適化」>「アナリティクスを表⽰」で結果を閲覧
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注意事項
● テスト開始からグラフが確認できるまで

1〜2⽇かかることがあります。
● 2⽇前の結果までしか確認できません。
● 「パフォーマンス90%信頼区間」のグラ

フが緑⾊に振り切れたら、そのパターン
のダウンロード率が⾼いことが統計的に
有意差のある形で証明されています。
○ 有意差が出た場合、右側の「適⽤」

もしくは「保持」というボタンを押
すことでテストを終了することがで
きます。

○ 「適⽤」もしくは「保持」したパタ
ーンがデフォルト（メインのストア
の掲載情報）となり、100%のユーザ
ーに配信されます。

● テストは⾃動で終了しないため、テスト
中はできるだけ毎⽇ログインして、こま
めに進捗確認することを推奨します。

5.【Android】効果測定の⽅法
3. ASO対策の実践術｜3-2. コンバージョンレート最適化（CRO）

Androidでもテストのバリエーションごとに、「インストールしたユーザー数」や「パフォーマンス（有意
差）」を確認することができます。
※ Google Play Consoleの「ストアでの表⽰ > ストア掲載情報のテスト機能」結果
を閲覧。
「処理中」から現在実施中のテストの内容が、 「過去のテスト」の欄からいままで
⾏ったテストの結果と内容が確認できます。
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ユーザーの評価はCVR（ダウンロード率）に直結している

4. column

Storemavenの調査によると、アプリ評価の星の数が増えるほど原則としてCVRが⾼まることがわかっ
ています。ただし興味深いのは、CVRが最⼤となるのは星が4つの場合であることです。星5つは「評価
が不⾃然に良すぎて信⽤できない」とユーザーが判断している可能性があります。

※ 出典：「How Reviews and Ratings Affect App Store Optimization (ASO)」Storemaven

アプリの評価とCVR（ダウンロード率）の関係

★

0% 25% 50% 75% 100%

★★

★★★

★★★★

★★★★★
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ストア検索のコンバージョン率は⾼く市場も⼤きい

ASOの重要性

ASO（アプリストア最適化）対策実態調査2023より

5. column

レビュー促進メッセージ設定の注意点

2023年1⽉現在、iOSでは、AppleのAPI以外で
アプリのレビューをユーザーに促すことは禁⽌
されています。

iOS Android

インセンティブ付与によってレビューや⾼評価
を依頼することは、ポリシー上、禁⽌されてい
ます。

レビュー促進施策には、iOS・Androidそれぞれにルールがあります。違反するとリジェクトの可能性が
あるので、ルールに従って施策配信を⾏ってください。

5.6.1 App Storeのカスタマーレビュー
App Storeのカスタマーレビューは、Appエクスペリエンスを構
成する中でも1つの重要な要素となっています。そのため、ユ
ーザーのコメントに返答する際は敬意を持って対応することが
重要です。ユーザーのコメントに対する返答だけを記載するよ
うにしてください。個⼈情報、スパム、マーケティングに関す
る内容を含めることはできません。

Appのレビューをユーザーに促すには、提供されているAPIを使
⽤してください。ユーザーがAppから離れることなく、簡単に
App Storeでの評価とレビューを⼊⼒できるようになります。
レビューを求めるカスタムのメッセージ画⾯を表⽰することは
できません。

※参照：https://developer.apple.com/jp/app-store/review/guidelines/#code-of-conduct

※参照：https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/9898684

ユーザーの評価、レビュー、インストール
デベロッパーは、いかなるアプリについても、Google Play で
の掲載順位を操作しようとしてはなりません。これには、プロ
ダクトに対する良い評価、レビュー、インストール数を不正な
⼿段（捏造、報酬付与など）でつり上げることが含まれますが、
これらに限定されません。報酬付きのインストール、レビュー、
評価には、アプリのタイトル、アイコン、デベロッパー名にお
いて価格や他のプロモーション情報を⽰すテキストまたは画像
を使⽤することも含まれます。

2023年 4⽉時点 2023年 4⽉時点

47© Repro Inc.
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ストア検索のコンバージョン率は⾼く市場も⼤きい
ASOの重要性

ASO（アプリストア最適化）対策実態調査2023より

ブラックハットASOにご注意を！

6. column

ASO対策には「ブラックハットASO」と呼ばれるものがあります。悪質
な⽀援企業に依頼して、Apple、Googleのポリシーに違反する施策（レ
ビューの購⼊など）を実施し、キーワード検索順位を上昇させる⼿法のこ
とです。
AppleやGoogleに不正が露⾒すれば、アプリの公開停⽌どころかデベロ
ッパーアカウントごと永久に凍結されてしまうケースもあります。ASO対
策の最終的なゴールはキーワード検索順位の上昇ではありません。いっと
きの利益に⾶びついて、最悪の結果を招かぬようご注意ください。

48© Repro Inc.
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※診断結果としてご提供する項⽬はアプリによって異なる場合がございます。予めご了承ください。
※過去にアプリストア診断をご依頼いただいたことのあるアプリの場合、診断結果が⼤きく変わらないなどの理由で、診断を承ることがで
きない場合がございます。予めご了承ください。

無料アプリストア診断 実施中

無料アプリストア診断に申し込む

ASO対策の現状がわかる

まずはお気軽に無料診断をお申し込みください

診断内容

・タイトル設定
・サブタイトル設定
・評価

・ASO改善余地
・ASO費⽤対効果

・レビュー数
・クリエイティブ

49© Repro Inc.

現状のアプリストア設定の診断

ASO対策の効果診断

https://repro.io/lp/n_aso/?=WP03_P49


50© Repro Inc.

4. Reproが提供するASO対策ソリューション

50© Repro Inc.
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ASO Insight × 充実のカスタマーサクセスサポート
4. Reproが提供するASO対策ソリューション

ASO対策インハウス化⽀援ツール「ASO Insight」と、⼿厚い「カスタマーサクセスサポート」を提供。導⼊
直後からの効果的なASO対策と、ノウハウの積極的な共有による⻑期的な成果創出を⽀援します。

● ASO対策に必要不可⽋なストアデータを⾃動
でモニタリング。

● キーワード対策、クリエイティブ改善の分
析・提案機能を搭載。ノウハウ“ゼロ”でも効果
的な対策を打てる。

● ASO対策にかかる⼯数の⼤幅削減とインハウ
ス化を実現。

ASO対策インハウス化⽀援ツール

ASO Insight
ASO対策のプロによるサポート

カスタマーサクセスサポート

継続可能なASO対策を実現

● ASO対策が初めての企業でもすぐに効果的な
対策を実施できるよう、ナレッジ・ノウハウ
共有を通じて徹底サポート。

● 「ASO Insight」の使い⽅はもとより、App 
Store、Google Play ストアの最新トレンドな
ど、ASO対策に関する最新情報を提供。
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4-1. カスタマーサクセスサポート
4. Reproが提供するASO対策ソリューション

52© Repro Inc.
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カスタマーサクセスサポートの内容
4. Reproが提供するASO対策ソリューション ｜4-1. カスタマーサクセスサポート

ReproのASO対策ソリューションで提供される、充実のカスタマーサポートについてご紹介します。ASO対策
の推進に必要なサポートを必要に応じてすぐに受けられるのが特⻑です。

ASO対策のすべてをReproに任せたい⽅には

定例＆施策策定
ミーティングの実施

「ASO Insight」ツールの提供とあわせて、ReproのASOプロフェッショ
ナルがキーワードの分析から施策提案・モニタリングまでをトータルで
⽀援する「エキスパート⽀援」プランもご⽤意しています。「インハウ
ス化を⽬指しているがリソースが不⾜している」「当初はプロに伴⾛し
てほしい」といったニーズに応えるプランです。

エキスパート⽀援

1 ノウハウ・ナレッジ
トランスファー2

外部分析サポート3 専⽤チャンネルで
常時サポート4
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● ASO定例ミーティング（⽉1回）の実施
定例のミーティングを通して、ツールの提
供のみで終わらない、インハウス化に向け
た継続的なサポートを実施します。

● 施策策定ミーティングの実施
初めてのASO施策の実施内容は、ASOエキ
スパートが同席して対話しながら作成しま
す。

1｜定例ミーティング・施策策定ミーティングの実施

インハウス化を実現する⼿厚いサポート体制

4. Reproが提供するASO対策ソリューション ｜4-1. カスタマーサクセスサポート
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● ノウハウ提供
ASO対策の成功事例や最新ノウハウをカス
タマーサクセス担当者が提供。

● 継続的な情報提供
不定期で発⽣するアプリストア内検索のア
ルゴリズム変更や、変化の激しいアプリス
トアの仕様に関して、継続的な情報提供を
実施。

2｜ノウハウ・ナレッジトランスファー

最新のASOノウハウやナレッジを継続的に提供

4. Reproが提供するASO対策ソリューション ｜4-1. カスタマーサクセスサポート
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● ストア全体のデータ
⾃社アプリだけでなく、競合アプリを含め
たストア全体（外部分析）に関するデータ
を共有。

● 競合の定期レポート
競合アプリや関連アプリの数値共有・定期
レポートも実施可能。

● 市場傾向の分析
データから読み取れる、市場傾向の分析や
改善点などの⽰唆も共有。

3｜外部分析サポート

ASO Insightで提供されないデータも共有

4. Reproが提供するASO対策ソリューション ｜4-1. カスタマーサクセスサポート
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● ASO対策や使い⽅の質問
ASO対策に関わる⼩さな疑問から「ASO 
Insight」に関する質問や不具合の連絡など
を常時受け付け。

● トラブル発⽣時の相談
急なキーワード順位の下落など、トラブル
や問題が発⽣したときに対処法をすぐ相談
可能。

● リジェクト対処法の相談
ストアアップデートに関わるリジェクトへ
の対処法も相談可能。

4｜専⽤の共同チャンネルにて常時サポート

気になる疑問は何度でも質問・相談

4. Reproが提供するASO対策ソリューション ｜4-1. カスタマーサクセスサポート

ASO Insightの導⼊に関するお問い合わせはこちら

※「常時」の記載は、メール、メッセージツールでのお問い合わせを常時受け付けていることを指しており、即時対応を保証するものではありません。

https://repro.io/n_contact/?=WP03_P57
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4-2. ASO Insightの機能
4. Reproが提供するASO対策ソリューション

58© Repro Inc.
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ASO Insightの機能紹介
ASO Insightの特⻑は、ASO対策で継続的に成果を⽣み出すための機能が漏れなく揃っていることです。しか
も、直感的なインターフェイスを採⽤しているので、誰にでも簡単に運⽤できます。

4. Reproが提供するASO対策ソリューション｜4-2. ASO Insightの機能

現状把握

改善施策

AIストアビジュアル解析

ダッシュボード

ASOスコア・競合⽐較

カテゴリ内順位

キーワード検索順位

成果確認

施策⽴案
実⾏

01 02

04 03

アプリストアプレビュー

キーワードレコメンド

ダウンロード貢献度

ASOレポート

ユーザー評価

獲得レポート

ユーザーレビューアラート
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設定した注⼒キーワードの検索順位（⾃社・競合）、ユーザー獲得に関連する数値の状況は、「ダッシュボー
ド」でまとめてモニタリング。CVRのカギを握るクリエイティブの改善はAI解析機能で実現します。

現状把握｜ダッシュボード／AIストアビジュアル解析

ダッシュボード

検索順位・ダウンロード数など
ASO対策に関連する指標を統合管理

AIストアビジュアル解析

画像をアップロードするだけで
ユーザーの視線をAIが予測

最重要とするキーワードの検索順位
を⽇々確認できるように変動を表⽰

視線ヒートマップ分析

解析対象クリエイティブ例

視線移動順序分析 AOI分析

ユーザーの視線を分析

4. Reproが提供するASO対策ソリューション｜4-2. ASO Insightの機能
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現状把握｜キーワード検索順位／ASOスコア・競合⽐較
設定した注⼒キーワードの順位状況（⾃社・競合）の定期モニタリング機能に加えて、現在のASO対策状況を
診断する「ASOスコア・競合⽐較」機能を搭載。定期的にチェックすることでさらなる対策が可能に。

キーワード検索順位

期間指定／競合指定／⽇次・週次・⽉次など
⾃由に変更可能

ASOスコア・競合⽐較

ストアの設定内容からASOの対策状況を評価
対策アドバイスも表⽰

注⼒キーワードの⾃社アプリ・
競合アプリの検索順位を監視

現在のASO対策状況を把握

アドバイスに従い、改善施策を実施する
ことでストア設定の最適化を実現

4. Reproが提供するASO対策ソリューション｜4-2. ASO Insightの機能
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施策⽴案・実⾏｜キーワードレコメンド／アプリストアプレビュー

競合との⾒え⽅の違いを分析
対策優先度の⾼いキーワードとキ
ーワードの設定位置を⾃動提案

アプリ詳細ページのアップデート前には、「キーワードレコメンド」機能を使って対策優先度の⾼いキーワー
ドを確認。「アプリストアプレビュー」機能でストア上での⾒え⽅を事前にチェックすることもできます。

キーワードレコメンド

アプリ詳細ページの変更に合わせて
対策効果の⾼いキーワードを⾃動提案

アプリストアプレビュー

アプリストアへの反映前に
ストア上での⾒え⽅をプレビュー表⽰

4. Reproが提供するASO対策ソリューション｜4-2. ASO Insightの機能
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成果確認｜獲得レポート／ユーザーレビューアラート

IMP／PV／ダウンロード数／CVRなどのユ
ーザー獲得に関連する指標をソースタイプ
別に分析。期間⽐較も可能

レビューの発⽣・変動を検知して
通知メールを受け取れる

ASO対策を実施したあとは成果の確認が必須。注⼒キーワードの検索順位だけでなく、「獲得レポート」「ユ
ーザーレビューアラート」で各種KPIの変動やレビューの変化をチェックしましょう。

獲得レポート

各OSのチャネル別ダウンロード数などの
KPIを詳しく表⽰

ユーザーレビューアラート

「ファーストビューレビュー」機能と
「トリガーレビュー」機能を提供

4. Reproが提供するASO対策ソリューション｜4-2. ASO Insightの機能
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改善施策｜ユーザー評価／ASOレポート

★1〜5のユーザー評価がいつ・どれくらい
発⽣しているのかをひとめで把握

ダウンロード数やキーワード検索順位などの
重要指標の推移をまとめたレポートをメール
で受け取る

施策の成果が⾒えはじめたあとも定期的なチューニングは必要不可⽋です。「ユーザー評価」「ASOレポー
ト」で重要指標の変化を確認すれば、継続的・効率的なPDCAを実施できます。

CVRに⼤きな影響を与える
ユーザー評価の変動を確認・分析

ASOレポート

重要指標の推移をまとめたレポートを
メールで配信

ユーザー評価

4. Reproが提供するASO対策ソリューション｜4-2. ASO Insightの機能
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5. 導⼊事例
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doda - パーソルキャリア株式会社様
5.導⼊事例

課題・
ニーズ

● 広告に頼らない利⽤者拡⼤の仕組みが必要だった
● ASO対策に関するナレッジが社内になく、学習コストが⾼い
● ASO対策運⽤の効率化、ノウハウの蓄積
● 「転職」キーワードの検索順位改善

成果

● 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
● アドバイス・フォローによりノウハウの蓄積ができている
● オーガニックダウンロード数の向上に寄与

● 「転職」 5位 >> 1位

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
ASO対策のインハウス運⽤に必要不可⽋なツール
運⽤の結果、重要キーワードすべてを1〜3位表⽰まで上昇させる
ことができており、オーガニックダウンロード数の向上に寄与し
ています。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対策を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。

※Google Play ストアにおける「転職」キーワード
の表⽰順位（2023年1⽉1⽇時点）
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ベネッセコーポレーション こどもちゃれんじ⽇本事業セクター アプリ開発室
廣⽥将⼤様
本格的にインハウスで改善を回せるようになった
ASO Insightの活⽤に加えて、CSサポートの質の⾼いアドバイスによって、ASO
対策の知⾒がない状態からでも本格的にインハウスで改善を回せるようになりま
した。機能のポイントをひとつ挙げると、攻略したいキーワードからアプリのイ
ンストールがどのぐらい発⽣しているかを、シンプルな操作で⼿軽に把握できる
ことです。施策の効果検証に重宝しています。

しまじろうクラブ - 株式会社ベネッセコーポレーション様

課題・
ニーズ

● 早期からASO対策の重要性を認識していたものの、ノウハウやリ
ソースの不⾜から注⼒に⾄らなかった

● アプリ名の指名検索以外の流⼊がわずかしかなかった

成果

● iOS｜PV数172%、ダウンロード数123%
● Android｜PV数254%、ダウンロード数136%

● インハウスで改善を回せるようになった

● 「知育」 圏外 >> 6位

5.導⼊事例

※Google Play ストアにおける「知育キーワード」
の表⽰順位（2022年4⽉27⽇時点）
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Repro App 導⼊事例

『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

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

Repro Appの詳細を聞く

https://repro.io/n_contact/?=WP03_P68
https://repro.io/casestudy/bookoff/?=WP03_P68
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6. 会社概要
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会社概要

社号

所在地

設⽴

資本⾦

代表

事業内容

主要株主

：

：

：

：

：

：

：

Repro株式会社

東京都渋⾕区代々⽊1丁⽬36-4全理連ビル4F

2014年4⽉

1億円（累計資⾦調達額約35億円）

平⽥祐介

CEプラットフォーム「Repro」の開発・運営

Z Venture Capital株式会社

株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ

KDDI株式会社

ジャフコグループ株式会社

株式会社DGベンチャーズ

SBIインベストメント株式会社

沿⾰

2014年 4月 Repro株式会社創業

アプリのマーケティングツール「Repro」β版リリース

2015年 4月 シリーズAで総額1億円の資金調達

アプリのマーケティングツール「Repro」正式版リリー
ス

2016年 3月 シリーズBで総額3億円を資金調達

2018年 8月 アプリストア最適化 (ASO) 「エキスパート支援」提供
開始

10月 ウェブマーケティングツール「Repro Web」リリース

2020年 1月 メール配信にも対応しカスタマーエンゲージメントプラ
ットフォーム「Repro」に進化

Customer Engagement Conference TOKYO 開
催

2月 シリーズCで総額約30億円を資金調達

11月 アプリストア最適化支援ツール「ASO Insight」リリー
ス

2021年 4月 Webサイトの課題分析からツール運用までを支援す
る「コンバージョン最大化サービス」リリース

2022年 10月 「Repro Booster」正式リリース
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セミナーやイベントも開催しています

Reproでは、最新のマーケティングノウハウ・事例などについて
社内外の有識者をまじえてお伝えするセミナー／イベントを多数開催しています。

ぜひお気軽にご参加ください。

セミナー／イベント情報を⾒る

https://repro.io/events?=WP03_P71
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・タイトル設定 ・サブタイトル設定 ・評価 ・レビュー数 ・クリエイティブ

※ 診断結果としてご提供する項⽬はアプリによって異なる場合がございます。予めご了承ください。
※ 過去にアプリストア診断をご依頼いただいたことのあるアプリの場合、診断結果が⼤きく変わらないなどの理由で、診断を承ることができない場合がございます。予めご了承ください。

アプリストアの最適化できていますか？
無料アプリストア診断実施中

無料アプリストア診断に申し込む

ASO対策について課題をお持ちの⽅

ASO Insightについて相談する

まずはお気軽にご相談ください

・ASO改善余地 ・ASO費⽤対効果

現状のアプリストア設定の診断

ASO対策の効果診断

ASO Insightの導⼊についてお知りになりたい⽅

https://repro.io/lp/n_aso/?=WP03_P72
https://repro.io/n_contact/?=WP03_P72


73※ 本資料の情報は2023年4⽉28⽇現在のものです。




