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Pinterest には、ユーザーの興味や好奇心をくす

ぐる素敵なアイデアがあふれています。こうした
アイデアを元に行動を起こすのが、Pinterest ユ
ーザーの特徴です。日本では毎月約 870 万人の

ユーザーが、次にやりたいことや買いたいものの
インスピレーションを探しています1。

消費者行動をしっかり把握することは、これまで
以上に重要になっています。そんな中、ユーザー
は楽しみにしているイベントや将来の計画を立て
るために利用するので、Pinterestは、次に来るト

レンドをいち早く捉えることができるのです。そ
してブランドにとっては、この次に来るトレンド
が、ビジネスの判断に有益な情報となります。

この導入ガイドでは、広告主が Pinterest で最大

の成果を得るための情報をまとめています。ぜひ
ご活用ください。

Pinterest へ
ようこそ。
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Pinterest は
フルファネルの
ソリューション
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Pinterest は
計画を立てるツール

85 
Pinterest はフルファネルのソリ
ューションです。ユーザーはただ
素敵なアイデアを見るだけではな
く、アイデアを元に行動するため
にアクセスしています。広告主企
業は、ユーザーがさまざまな可能
性を探っている段階から、選択肢
を絞り込み、購入を決めるまでの
意思決定のあらゆるタイミングで
、関連のあるコンテンツをシェア
してユーザーとつながる機会を持
つことができます。

さらに、Pinterest ユーザーは 1 
回の購入だけで終わりません。ウ
ィークリーユーザーは購入量も購
入頻度も高く13、85% 多く商品
を購入する傾向にあります13。そ
して、非 Pinterest ユーザーより
も 2 倍近くショッピングに支出
しています8。

Pinterest ユーザーは常に「次に
やりたいこと」を計画しています
。それは、晩御飯の献立や好き嫌
いの多い子ども向けのレシピなど
日々の生活で役立つアイデアから
、お正月や GW など大型連休の
予定、新居の購入など人生の一大
イベントまで、実にさまざまです
。広告主企業にとっては、プラン
ニングの最終段階で広告を見せて
も効果を発揮できません。
Pinterest なら、意思決定プロセ
スの早い段階で、ユーザーの興味
や関心に基づいたアプローチが実
現可能になります。

Pinterest はショッピング
のためのツール

Pinterest では、ユーザーの目的
（アイデアを見つけること）と広
告主企業の目的（ユーザーがアイ
デアを元に行動できるようにする
こと）が一致しています。そのた
め、広告（ブランドのコンテンツ
）は、オーディエンスの体験をさ
らに豊かにする役割を果たしてい
ます。広告がユーザーの目に留ま
るのは、こうした目的にかなって
いるからです。Pinterest でユー
ザーとのつながりを築いているブ
ランドは、適切なソリューション
を、適切なタイミングで提案して
います。それが、増分コンバージ
ョンと売上の向上において
Pinterest が他のチャネルよりも
効果的である理由です5。

ソーシャルメディアと比較した
場合の Pinterest の増分費用対

効果の高さ 5

%
ウィークリーユーザーの場合、精
算時の購入点数は 85% 多い傾向13
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3,000 億件以上

70 億件以上+

4 億人以上

Pinterest 月間アクティブ
ユーザーは世界で 4 億人以上。その
数は今も急速に増え続けています2。

Pinterest は
ユーザーが最初に訪れる場所

ユーザーが Pinterest にアクセス
するのは、今後の計画を立てるた
め。写真をスクロールして過去の
出来事を眺めるためではありませ
ん。こうした未来志向のマインド
が、Pinterest を価値ある広告プ
ラットフォームにしています。
Pinterest ユーザーは行動するき
っかけを探しています。
そんな Pinterest のプラットフォ
ームが広告主にどのようなメリッ
トをもたらすのかを見ていきまし
ょう。

ユーザーは Pinterest を見ながら
次に購入したいものを決めていま
す。そして購入に先立つ検索は早
い段階から始まっています。
Pinterest のフィードを眺めたり
、楽しくなれるアイデアを探して
いるとき、まだ何が欲しいかはっ
きりしていないときなど、ユーザ
ーはピンとくるアイデアを探して
いるのです。

保存されたピンの数 3

作成されたボードの数 4

それが、Pinterest の検索上位の
97% がブランド名を指定しない
検索キーワードである理由です3

。ユーザーは、特定のものを探し
ているものの、どのブランドかは
まだ決めていません。つまり、ユ
ーザーが新しいブランドとの出会
いに最も心を開いているベストな
タイミングで、ブランドをユーザ
ーに紹介できる絶好のチャンスと
なるのです。Pinterest なら他ブ
ランドよりも先に、何をするか、
何を買うかを検討している段階の
ユーザーにアプローチすることが
できます。
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パーソナル
自分と向き合う

自分がやりたいこと
自分に自信を持つ

個性

ディスカバリー
インスピレーションとアイデア

ビジュアル
主観的

可能性の検索

ソーシャル
他人
自己体験のシェア
他人からの評価
エンターテイメント

サーチ
情報
テキスト
客観的
正解のある回答

オンラインの
インスピレーション
が行動を促す

ショッピングがどれほど変化しても、何を
購入するかを決める際にインスピレーショ
ンが担う役割の大きさと重要性には変わり
ありません。実際、日本の Pinterest 月間ユ
ーザーの 42% が、購入前のリサーチでアイ
デアを整理するために Pinterest を利用して
います6。中でも画像検索とお気に入りを見
つけるプロセスは、Pinterest のカスタマー
ジャーニーの重要な一部であり、オンライ
ン検索を通じたオフラインでの購入（また
はオフラインからオンライン）の流れを創
出しています。
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35%の日本の

Pinterest ユーザーが子持ちの親7

30%の日本の

Pinterest ユーザーがミレニアル世代7

23%の日本の

Pinterest ユーザーが Z 世代7

43%の日本の

Pinterest ユーザーが男性7

広告主に関連のある
オーディエンスにリーチ

月間アクティブユーザーが 4 億人を超える
Pinterest には、多種多様な人が集まっています
が2、中には共通点もあります。Pinterest ユーザ
ーの多くが家庭内で決定権を持っています。す
なわち購買力がある層です。所得も高く、他の
プラットフォームに比べてより積極的に計画、
支出、購入を行う、最終的に広告主へ高い価値
をもたらすオーディエンスに出会えます7。

1.2倍
Pinterestユーザーは

、非ユーザーに比べ
て世帯年収600万円
以上の層が1.2倍7

2.8倍
Pinterestユーザー
でSNSで製品を検
索/購入する人の割

合は非ユーザー層
と比べて2.8倍7

日本の Pinterest 
月間ユーザー
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目的および

入札の種類

ブランド認知度（CPM） 比較検討（CPC）
自動入札
カタログ販売（CPC）*

コンバージョン（CPA）
自動入札
カタログ販売（CPC）*

フォーマット アイデアアド（間もなく導入予定
）
スタンダードアド
スタンダード動画・ワイド動画
カルーセル

スタンダードアド
コレクション
カルーセル

コレクションスライドショー
スタンダードアド
スタンダード動画アド

ショッピングアド（間もなく導入
予定）
カルーセル

ターゲティ

ング

属性
インタレスト
キーワード

インタレスト
キーワード

拡張ターゲティング

アクトアライクオーディエンス：
10%
1P オーディエンス

広告素材
強力なブランディング
目立つロゴ
興味を引くビジュアル
商品写真

明確に行動を促すコンテンツ
でクリックスルーにつなげる

強力なブランディング
目立つロゴ
アクションを喚起する表現
価格の表示

KPI
リーチ
CPM
ブランドリフト

CPC
CTR

CPA
ROAS

クライアントの目標に沿った
Pinterest マーケティング
ソリューションマップ

目標がブランド認知度の向上、
サイト訪問者の獲得、ユーザー
の行動喚起のいずれにおいても
、それぞれの課題や目標に応じ
たキャンペーンが選択可能です
。以下に、推奨のベストプラク
ティスをご紹介します。

認知 比較検討 購入

9
*2022 年導入予定



5人に 2人

36%

40%

ピン
Pinterest でお気に

入りのアイデアを
保存するブックマ

ークです

ボード
ピンを保存、収集、
整理する場所です

ユーザー
Pinterest ユーザー

です

保存ボタン
サイトに訪問したユーザー
が Pinterest に直接アイデ

アを保存できるよう、ウェ
ブサイトのページに追加で

きるボタンです

保存
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次に購入される
ブランドになるために

さまざまな目標を達成できるだけ
でなく、ブランドにとって広告を
出稿する理想的なプラットフォー
ムであることも Pinterest の強みで
す。Pinterest はインターネットに
残された数少ないポジティブで安
心できる場所。アイデア豊富で、
ユーザーを活動的にしてくれるツ
ールとして、ポジティブで信頼で
きる情報を求めるユーザーに支持
されています。

Pinterest は魅力的なコンテンツ
の提供だけでなく、ユーザーと社
会に対する影響を常に考慮し、健
康、安全、信頼を損なう虚偽の情
報やヘイトスピーチを含む有害な
コンテンツの特定と排除にも注力
しています。それが、49% の日
本の Pinterest ユーザーが、批判
や偏見から守られていると感じ、
49% がポジティブな気分になれ
ると答えている理由です6。

とりわけ昨今の状況下において、
消費者がオンラインでもオフライ
ンでもより快適に過ごすサポート
をすることが、ブランドにとって
のミッションとなります。

• Pinterest では、広告はコンテ
ンツとみなされ、ブランドはユ
ーザーの意思決定を促すアイデ
アを提供できます。

• ユーザーは今後やりたい、買い
たい、試したいことを探す意思
を持って Pinterest にアクセス
するため、Pinterest 上でのユ
ーザーの行動や閲覧内容は次の
アクションに直結しやすくなっ
ています。

• ユーザーはカスタマージャーニ
ーの全ステップで Pinterest を
利用するため、広告主のブラン
ドはアイデアの検索から商品購
入までの全プロセスに関わるこ
とができます。

重要なポイント

Pinterest をオンラインのオアシス
と考える日本の Pinterest ユーザー

の割合6

批判や偏見から守られている
と感じる日本の Pinterest ユ

ーザーの割合6

40% がポジティブな気分になれ
ると答えた日本の Pinterest ユー

ザーの割合6



インサイトを
アクションに
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2019 年の調査に参加し
たブランド 5 社は

Pinterest から始まる
ショッピング

モバイルユーザーに
リーチする

5人中3 人

のウィークリーユーザーが商品購
入のアイデア探しに Pinterest を

利用しています8。

25%以上
Pinterest の滞在時間のうち、ショ
ッピングに費やした時間

（他ソーシャルメディアのプラッ
トフォームよりも高い割合）9

2 倍
Pinterest で、ソーシャルメディア
の 2 倍の広告費用対効果を実現し
、従来の検索エンジンの 1.3 倍の
成果を上げました5。

10人中8 人

モバイルで Pinterest を
利用するユーザーの割合2

82%
Pinterest は店舗でのショ

ッピングの一番良い点を
オンラインで実現してい
ると回答したウィークリ
ーユーザーの割合13

広告主の効果的なマーケティングキャンペーン実施に役立つ分析データをご紹介します。

世界で毎月 4 億人を超える
ユーザーが Pinterest で
新しいアイデアを探しています2



13

2022 年に知っておくべき
Pinterest 統計情報

Pinterest での広告展開

4 2.3 10人中 6 人

97% 2倍 42%

億人以上 倍
世界の月間アクティブユーザー2 対ソーシャルメディア広告比で

より低いコンバージョン単価5

商品購入のアイデア探しに
Pinterest を利用する

ウィークリーユーザーの割合8

Pinterest の検索上位のうち

非指名検索が占める割合3

ウィークリーユーザーが他の競
合ソーシャルメディアに比べて
、Pinterest で新しい商品 / ブラ

ンドを見つける確率の高さ8

購入に向けたリサーチ時に
Pinterest を利用してアイデア
を整理する日本の Pinterest 

月間ユーザーの割合6
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適切なターゲットに、
適切なタイミングでリ
ーチ
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Pinterest はブランド
のキャンペーン目標
達成に効果的

ユーザーは、さまざまなライフイベント
を計画する際に Pinterest にアクセスし
ます。ブランドは、ユーザーに関連のあ
るコンテンツを最適なタイミングで表示
することで、ユーザーの心を掴むことが
できます。

ポジティブなミッションと
消費者が求めるものとの一致

パーソナライズされた
プラットフォームシグナルに基づく

戦略的ターゲティング

購入プロセスに合わせた
ターゲティングと広告素材

商品の認知度、接点の創出や
可能性の増大
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Pinterest での広告展開

2.3倍
対 Pinterest、ソーシャルメディア

コンバージョン単価5
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性別、年齢、言語、居住地域などの
属性に基づき最適なオーディエンス
を設定しましょう。

属性

行動ターゲティング

ブランドの顧客情報と Pinterest 上での行動履歴

を組み合わせることで、特定のユーザー層にリー
チすることが可能になります。

インタレスト
ユーザーの好みに基づいた
広告を表示します。

キーワード
特定のアイデアを検索しているユ
ーザーにリーチできます。

アクトアライク
オーディエンス
既存顧客に行動が似たユーザーに
リーチできます。

日本

870 万人1

リターゲティングを使用して、さらに関連性の
高いユーザーにリーチしましょう。

リターゲティング

顧客リスト
キャンペーンターゲティングの際、既存
顧客を含めるか除外するかを選べます。

エンゲージメント
ブランドコンテンツの閲覧履歴があるユ
ーザーを対象にすることが可能です。

サイト訪問者
ブランドウェブサイトへの訪問履歴があ
るユーザーにリーチできます。
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広告に適切な
入札戦略を設定する
入札は、広告で得られるインプレッション数、クリッ
ク数、コンバージョンに影響する強力なツールです。
カスタム入札では広告主企業が設定と更新を行います
が、自動入札を使用すると最大の成果を達成できるよ
う入札が自動で調整されます。弊社の内部テストでは
、自動入札を使用している広告主企業は平均で、同じ
予算に対してクリック数は 35%、コンバージョンは

32% 向上するという成果を上げています14。

Pinterest Predicts 

でトレンドを把握する

Pinterest の検索は未来を覗く窓のような働きをしま
す。毎月 4 億人を超えるユーザーが2、このプラット

フォームを今後の計画を立てるツールとして利用して
いることから、Pinterest ではユーザーが次に試した

いものは何かについて独自の知見を得ることができま
す。Pinterest Predicts は翌年にブームになると予測

される新しいトレンドをまとめた年次レポートです。
実際、Pinterest の 2021 年トレンド予測は、きわめて
予想が難しい年であったにもかかわらず 10 個のうち
8 個が現実になりました11。このレポートの解説を活

用して、キャンペーンの計画や新商品の開発、サービ
スの向上にお役立てください。

コンバージョン

インサイトでスマートな
メディア戦略を
Pinterest のコンバージョンインサイトは、ペイドと
オーガニック双方による、Pinterest でのプレゼンス

を示す分析ダッシュボードです。オーガニックとペイ
ドのコンテンツにオーディエンスがどのように反応し
、購入プロセスの段階を進んでいるのかを理解するこ
とで、コンバージョン率の高いマーケティングキャン
ペーンの策定が可能になります。
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早めの接触

ユーザーの意欲が最も高まって
いる早い段階で、商品やサービ
スを紹介しましょう。

注目を集める
広告素材

人気のキーワードをもとにして、
ブランド戦略やコンセプトを
組み立てましょう。

メディア戦略を練る

ユーザーが計画を立てる時期を把握
し、それに応じてキャンペーン予算

を割り当てましょう。

トレンドを取り入れる

新しいトレンドをリサーチし、
この次に来るトレンドの
仮説を立てましょう。

重要なポイント

• 行動、オーディエンス、属性のタ
ーゲティングオプションについて
理解しましょう。

• ブランドのコンテンツは、季節を
感じさせる、または年間のイベン
トに合った内容にしましょう。

• Pinterest Predicts レポートを活用
しましょう。
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基礎知識
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ピンとは？

ピンは、Pinterest でお気に入りの

アイデアを保存するブックマーク
です。試してみたいアイデアを見
つけたユーザーは、ブランドのピ
ンをクリックして、作り方、やり
方、購入方法を調べることができ
ます。実際、Pinterest 上で見たブ

ランドのコンテンツを元に購入し
たことがあるユーザーの割合は約
70% に上ります8。

Pinterest では、ブランドはプラッ

トフォーム上の体験をより豊かな
ものにする存在であり、広告はそ
のコンテンツです。邪魔をするも
のではなくインスピレーションを
与えるもの、注意を逸らすもので
はなく意思決定に役立つツールで
あり、アイデアを実行に移す原動
力となっています。レシピや新作
スニーカーなどブランドが提供す
るあらゆる情報は、コンテンツの
価値を高める働きをしています。

コンテンツを

検索されやすく
するヒント

Pinterest は優れたアイデアを必要

とするオーディエンスのもとにアイ
デアを繰り返し届ける場所です。ピ
ンは色褪せることなく、ニュースフ
ィードの中で埋もれることはありま
せん。最初に投稿してから何か月か
経った後でもユーザーがピンに反応
し、ブランドの注目が長期間にわた
り続いていることを実感できるでし
ょう。

ブランドは新商品の発売告知、チュ
ートリアルのシェア、認知度向上キ
ャンペーンなど、さまざまな取り組
みにピンを活用できます。静止画や
自動再生動画など、すべてのピンフ
ォーマットで共通して必要となるの
は、使用したい画像や動画、説明文
、ウェブサイトリンクのたった 3 つ
です。
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画像または
動画

画像：
• jpeg または png

• デスクトップ最大 20 MB /

アプリ最大32MB

• 推奨のアスペクト比は、
2:3（例：1,000 x 1,500 ピ
クセル）

動画：
• .mov または .mp4

• H.264 エンコーディング
• 長さは 4 秒から 30 分まで
• 最大 2 GB まで

タイトルと
説明文

シンプルで目を引くよ
うな見出しをタイトル
にします（推奨30文字
、最大 100 文字※推

奨文字数は環境によっ
て前後する可能性があ
ります）。

説明文はスペースを含
めて最大 500 文字まで
入力できます。

ピンの基礎知識
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コンテンツが表示されるエリア

「ホーム」タブ
ユーザーの興味に基づいた
アイデアが表示されます。

検索
キーワード検索に基づいた
アイデアが表示されます。

関連するピン
閲覧中のピンに似ている
アイデアが表示されます。

「アイデアピン」タブ
「アイデアピン」タブは、魅力的なアイデアピン
をスクロール可能な全画面表示で見ることができ

、臨場感が味わえる新しい機能です。

Pinterest レンズ
Pinterest レンズでは、カメラで撮影し

た画像を元にアイデアを検索することが
できます。
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ブランドの
メッセージを
伝える

Pinterest の革新的なアドフォーマットにより、ユー

ザーは有益でまさに求めていたアイデアを見つけるこ
とができます。フォーマットと設定次第で、ブランド
の様々なビジネス目標の達成を可能にします。

スタンダードアドは画像 1 枚を中心とする
基本のアドフォーマットです
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スタンダード
動画

スタンダード動画は通常のピンと同じ
サイズで、ブランド認知度向上、比較
検討、行動の推進に効果的です。実際
Pinterest ユーザーが新商品を認識す
る可能性は、競合のソーシャルメディ
アよりも Pinterest の動画アドの方が

高くなっています12。

ワイド
動画

ユーザーのスクリーン画面の
幅いっぱいに表示される動画で、
ブランドをさらに目立たせることが

できます。

動画でユーザーの
行動を促す

Pinterest での動画視聴回数は前年比で

2.3 倍 増加10。

トレンドに合ったコンテンツ作りをしましょう。
余白の使い方や遠近法を用いたトリックなど、

画期的な動画技術を使った予想外の方法でユーザー
に驚きを与えましょう。

+40%
Pinterest ユーザーが競合の
ソーシャルメディアに比べて、
Pinterest の動画アドで新商品を
認識する可能性の高さ12

https://view.highspot.com/viewer/5ec59ef48117170f80a6cd67


ワイド動画

以下の仕様は、オーガニック動画と
プロモート動画に共通するものです。

動画の仕様
について

スタンダード
動画

以下の仕様は、オーガニックピンと
広告に共通するものです。
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動画
• ファイルタイプ：.mp4、.mov、m4v 

• エンコーディング：H.264 、 H.265

• 最大ファイルサイズ：2 GB まで

• 動画の長さ：最低 4 秒以上、最大 15 

分まで

• アスペクト比：正方形（1:1）またはワ
イドスクリーン（16:9）。動画の最大
幅は、アスペクト比 1:1 の高さを超え
ることはできません。

文字数制限
• タイトル：推奨は30文字、最大で 100 
文字まで。デバイスによっては、前半
25文字のみがユーザーのフィードに表

示されます。タイトルは、ホームフィ
ードまたは検索フィードに表示されま
す。タイトルが入力されておらず、リ
ッチピンのタイトルが存在しない場合
、ホームフィードのタイトルの位置に
は何も表示されません。また、推奨文
字数は環境によって前後する可能性が
あります。

• 説明文：500 文字まで入力できます。

ホームフィードや検索フィードでピン
を閲覧している際に説明文は表示され
ません。

文字数制限
• タイトル：最大で 100 文字まで入力で
きます。デバイスによっては、前半 40 

文字のみがユーザーのフィードに表示
されます。入力すると、ホームフィー
ドまたは検索フィードにタイトルが表
示されます。タイトルが入力されてお
らず、リッチピンタイトルが存在しな
い場合、タイトルの位置には何も表示
されません。

• 説明文：500 文字まで入力できます。

ホームフィードや検索フィードでピン
を閲覧している際に説明文は表示され
ません。

動画
• ファイルタイプ：.mp4、.mov、m4v 

• エンコーディング：H.264 、 H.265 

• ファイルサイズは最大で 2 GB まで

• 動画の長さ：最低 4 秒以上、最大 15 

分まで

• アスペクト比：1:2（幅：高さ）以下、
1.91:1（幅：高さ）以上である必要が

あります。推奨のアスペクト比は、正
方形（1:1）または縦長（2:3、4:5、ま
たは 9:16）です。

• Pinterest は優れたアイデアを必要と
するオーディエンスのもとにアイデ
アを繰り返し届ける場所です。

• ユーザーのエンゲージメントが高ま
ると、Pinterest の他の場所での表示
率が上昇し、数百万人ものユーザー
の目に留まるようになります。

重要なポイント
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アイデアアドの
プロダクト仕様

アイデアアドを使うことで、クリエイターのような
コンテンツを制作できるようになります。ブランド
メッセージをストーリー仕立てにアレンジし、成果
につなげましょう。

技術的要件
• 最大ファイルサイズ：Android と

iOS の場合は 16 MB が推奨され
ます。

• 動画の長さ：1～60 秒内

• 解像度：余白がない画像と動画、
あるいは画面全体を占めるように
拡張された画像と動画の場合は、
1,080 x 1,920 ピクセルサイズ（ア
スペクト比 9:16）を使用すること
をお勧めします。

テキストの推奨事項
• ピンタイトル：タイトルは最大で

100 文字まで

デザインの推奨事項
• ファイルタイプ：
画像：.BMP、.JPEG、.PNG、
.TIFF、.WEBP

動画：.MP4、.MOV、.M4V

• アスペクト比：広告の仕様は 9:16 

になりますが、画像や動画に制限
はありません。
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アカウント設定
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ビジネス
アカウントを
開設する

まず、広告主のビジネスアカウントが
開設されているかを確認しましょう。
登録は無料で、Pinterest アナリティク

スやビジネス用プロフィールなどのツ
ールを利用でき、ブランドやコンテン
ツをさらに管理しやすくなります。新
しくアカウントを登録するか、すでに
お持ちの個人アカウントを切り替える
だけで、簡単にビジネスアカウントを
ご利用いただけるようになります。

また、ビジネス用プロフィールを持つ
ことで、アドアカウントにユーザーの
追加や、アクセスレベルの管理ができ
るようになります。これにより、ログ
イン情報を全員と共有せずに請求先、
オーディエンスの編集、キャンペーン
の作成など、アドアカウントの各業務
を担当するユーザーに割り当てること
ができます。マルチユーザーアクセス
では、誰がどのような更新を行ってい
るのかも確認できます。

ユーザーのエンゲージメントが高まる
と、そのコンテンツは検索結果、フィ
ード、おすすめのアイデアといった場
所での表示率が上昇し、より多くのユ
ーザーの目に触れるようになります。
一方、広告でプロモートすることによ
り、オーディエンスのターゲティング
が可能になり、KPI の達成に貢献しま
す。

Pinterest では広告とオーガニックの戦

略が互いに補い合うことが大切です。
オーガニックピンは、ピンを検索して
アイデアを探すユーザーとの接点を創
出します。その後でパフォーマンスの
高いピンを特定し、より広いユーザー
層、または絞り込んだターゲット層に
リーチするためにプロモートできます
。特に強化が必要な場面においては広
告戦略を活用し、主要な商品ライン、
シーズン、または行事に合わせた設定
が可能です。Pinterest での成功には、

こういったアプローチが欠かせません
。

オーガニックと
プロモート戦略
を併用する

ソーシャルメディアの投稿とは違い
、オーガニックピンの効果は持続し
ます。Pinterest では、ブランドの

アイデアをフォロワーが最初に目に
します。
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キーワード
効果的なキーワードを設定すると、適切な
オーディエンスにリーチし、またピンやボ
ードについて分かりやすく伝えることがで
きます。

継続が大事

ピンを継続的に作成することは、1 週間に
1 度、大量にピンを作成することよりも、
より大きな効果が期待できます。更新から
24 時間以内にリーチが減退する SNS とは
異なり、Pinterest では、ユーザーがブラ

ンドのピンを見つけて保存するたびにリー
チがさらに拡大していきます。

ボードのベスト
プラクティス
すべてのピンは、カテゴリーごとにまとめ
た「ボード」内に保存されます。自分の目
的や興味に合わせて自由にボードをアレン
ジすることも可能です。企業の場合は、商
品インタレストやテーマ、季節のトピック
ごとにボードを作成しピンを整理するとよ
いでしょう。ブランドのピンをボードに分
類・整理しておくことで、アクセスしたユ
ーザーがプロフィールを閲覧して、お気に
入りのアイデアを簡単に見つけられます。
オーディエンスにとって関連性が高く、具
体性があるボード名と説明文を設定してく
ださい。ボードのインタレストを選択する
と、コンテンツが正しく分類されるため、
ターゲット層により表示されやすくなりま
す。

ビジネス用
プロフィールについて

ドメイン
認証済み
のサイト

認証済みウェブサ
イトが目立つよう
に表示されます

1 か月

あたりの
表示回数

「1 か月あたりの

表示回数」とは、
過去 30 日間にお

けるピンの閲覧者
数です

重要なポイント

• ビジネスアカウントを開設するか、個人
アカウントからビジネスアカウントに切
り替えて、Pinterest アナリティクスを利

用しましょう。ブランドやコンテンツを
さらに管理しやすくなります。

• オーガニックとプロモート戦略を併用し
ましょう。

2022 年には、さらに画期的なビジネス用プロフィールの
新機能追加が予定されています
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効果的な
キャンペーンの選択
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ユーザーは
行動するために
Pinterest を
利用しています

ユーザーは、商品やソリューションを探しています。
インスピレーションを求めてフィードを眺め、興味の
あるトピックを検索し、詳しく知りたいピンをクリッ
クし、保存したアイデアをもう一度チェックします。
ブランド認知度の向上、比較検討の促進、売上の拡大
などどのような目的でも、Pinterest アドは効果を発揮

します。適切なキャンペーンを展開できるよう、ピン
のプロモートについての詳細をご覧ください。

42%
購入に向けたリサーチ時に

Pinterest を利用してアイデアを整理する
日本の Pinterest 月間ユーザーの割合6。



年間を通して

インタレストとキーワード

Pinterest ユーザーが積極的に今後の
計画を立てているタイミングを
逃さないようにしましょう

ライフイベント

モーメント

日々の小さなイベントや、季節、年間
行事などのあらゆる機会を通じてつな

がりを築きましょう

プロモーション

アクティベーション / 新商品

プロモーションの効果を最大化し、
新商品の販促をサポートしましょう

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

人生の大切な瞬間
の計画を立てる

重要なライフイベントを迎えるにあたり、ユーザーは
Pinterest を活用して計画を立てます。その準備はイベ

ントの何か月も前に始まります。季節行事（お花見や
お正月など）やライフイベント（家の購入や結婚式の
計画など）に関連するブランドは、イベントにともな
って助成想起率とオンライン売上が向上します。広告
主にとって最適な季節のイベントは何かを検討してみ
ましょう。

行動したいユーザーにリーチする

Pinterest ウィークリーユーザーは

15%
高い確率で、新商品を発売 1 週間以内に

購入する可能性があります12
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キーワードとインタレストを
活用し、広告に最適なオーデ
ィエンスを探しましょう。

可能性を広げる

ピンの拡張機能を使い、ユーザー
がブランドのコンテンツと深く
関われるようにしましょう。

デベロッパー API でコンテンツ
をカスタマイズしましょう。

Pin コードを利用すると、ブラ

ンドやブランドのアイデアがユ
ーザーの目に留まりやすくなり
ます。Pin コードは QR コード
に似た、Pinterest オリジナル
のツールです。

オフラインの体験を

提供するパートナーシップに
ついて検討してみましょう。
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カタログ

カタログを活用すると、
Pinterest への商品アッ

プロードが瞬時に完了し
ます。すべての商品カタ
ログを一度でオーガニッ
クのプロダクトピンに変
換し、その後にショッピ
ングアドとしてプロモー
トするためにグループ分
けできます。

「ショップ」
タブ

カタログからプロダク
トピンを作成した場合
、アカウントの所定の
ショップタブにユーザ
ーが購入できる商品を
掲載できます。クライ
アントはビジネスアカ
ウントを利用する必要
があります。

ショッピン
グアド
値札アイコン付きの
プロダクトピンです
。ショッピングのア
イデアを探している
ユーザーに早い段階
でエンゲージするこ
とができます。

ダイナミック
リターゲティ
ング
広告主のサイトを訪問
したことがあるユーザ
ーまたはカート内に未
購入の商品が入ってい
るユーザーにリーチす
ることができます。ユ
ーザーがPinterestでエ

ンゲージしたことのあ
る商品または類似の商
品をリターゲティング
します。

コレクション
商品を最大 24 点紹介で

きる複数画像の広告で
、ユーザーをインスピ
レーションから行動へ
誘導できます。

ショッピング：
Pinterest で購入

されるショップに
なるために

ユーザーはショッピングの新しいアイデアとインスピ
レーションを求め、Pinterest を活用しています。
Pinterest のオーディエンスは特別です。行動第一、

いつでも気に入った商品を購入する準備ができていま
す。ブランドは、Pinterest ユーザーのショッピング

体験における重要な要素であることから、購入を検討
しているユーザーと広告主が簡単につながりを築ける
よう、さまざまな施策を実行しています。

商品購入のハードルを下げるプロダクトのアップデー
トや、審査済みショップとの提携により、Pinterest 

でのショッピングはこれまで以上に優れた体験へと進
化しています。
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成果の上がるピンとは
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ショッピング
ショッピングフィードを Pinterest に

アップロードし、価格と在庫状況の表
示を可能にして、ユーザーがスムーズ

に購入できるようにします

Pinterest は、毎日何十億件ものピンに関する情報を蓄積し
ています。画像やテキスト、リンク、ピンが保存されたボ
ードなど、ピンに関わるすべてのデータから、いつ、どこ
にピンを表示するかを判断しています。効果的なテキスト
と画像を使用することが、より多くの人に適切なタイミン
グでピンを見てもらうためのポイントです。

広告の魅力を最大限高めるために必要となるアドフォーマ
ットと仕様の詳細を以下にご紹介します。

訴求力の高い
ピンを作成する

カルーセル
スワイプして見られる複数の画
像（最大 5 枚）で構成され、
奥行きのあるブランドの
ストーリーを伝えられます

スタンダード
画像 1 枚を中心とする基本の
アドフォーマットです

ワイド動画

モバイルのスクリーン幅いっぱいに
表示される動画でインパクトを

高めましょう

スタンダード
動画

画像ピンと同じサイズで、動画は自動
再生されます。音声はクリックでオン
になります。商品購入を検討中のユー
ザーは動画を視聴する確率が約 60% 

高いとされています。

アイデアアド

アイデアアドを使うと、インスピレー
ションに満ちたコンテンツを
Pinterest 上で制作できます



カルーセルアド
1 つのピンで複数のアイテムを表示し、
追加の購入を促すフォーマットです

Pinterest は、毎日何十億件ものピンに関する情報を蓄積し
ています。画像やテキスト、リンク、ピンが保存されたボ
ードなど、ピンに関わるすべてのデータから、いつ、どこ
にピンを表示するかを判断しています。効果的なテキスト
と画像を使用することが、より多くの人に適切なタイミン
グでピンを見てもらうためのポイントです。

広告の魅力を最大限高めるために必要となるアドフォーマ
ットと仕様の詳細を以下にご紹介します。

訴求力の高い
ピンを作成する

動画ピン
以下の仕様は、オーガニック動画とプロ
モート動画に共通するものです。
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スタンダードピン
以下の仕様は、オーガニックピンと広告
に共通するものです。

画像
• ファイルタイプ：PNG、JPEG

• 最大ファイルサイズ：デスクトッ
プ最大20MB / アプリ内最大
32MB

• アスペクト比：推奨のアスペクト
比は、2:3 または 1,000 x 1,500 ピ
クセル

動画
• ファイルタイプ：.mp4、.mov、

m4v

• エンコーディング：H.264、H.265

• 最大ファイルサイズ：2 GB まで

• 動画の長さ：最低 4 秒以上、最大
15 分まで

• アスペクト比：縦長（2:3）、正方
形（1:1）またはワイドスクリーン
（16:9）

画像
• 画像数：カルーセルごとに 2〜5 枚
まで

• ファイルタイプ：PNG、JPEG

• 最大ファイルサイズ：画像あたり
最大で 32 MB まで

• アスペクト比： 1:1 または 2:3 

文字数制限
• タイトル：推奨は30文字、最大で

100 文字まで。タイトルを記入し

ない場合は、ピンの説明文が代わ
りに表示されます。

また、推奨文字数は環境によって
前後する可能性があります。

• 説明文：最大で 500 文字まで。ほ
とんどの場合、最初の 50〜60 文字

がユーザーのフィードに表示され
ます。最も重要な情報を最初に入
力しましょう。

文字数制限
• タイトル：最大で 100 文字まで。

タイトルを記入しない場合は、ピ
ンの説明文が代わりに表示され
ます。

• 説明文：最大で 500 文字まで。ほ
とんどの場合、最初の 50〜60 文字

がユーザーのフィードに表示され
ます。最も重要な情報を最初に入
力しましょう。

文字数制限
• タイトル：推奨は30文字、最大で

100 文字まで。タイトルを記入し

ない場合は、ピンの説明文が代わ
りに表示されます。

また、推奨文字数は環境によって
前後する可能性があります。

• 説明文：最大で 500 文字まで。最
初の 50〜60 文字に最も重要な情報
を入力しましょう。
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日本の Pinterest ユーザーにとって、一番のイン
スピレーションとアイデアの源6は Pinterest。広

告主のコンテンツが、保存され、アイデアを試す
きっかけを生み、商品購入へとつながる次のブラ
ンドになる可能性が満ちています。そのためには
、ブランドが目立つ存在になることが不可欠。優
れたピン作成の秘訣は、次の 5 つのポイントに凝
縮されています。

素敵なアイデアに
出会えた！という
喜びを届けるために

魅力的な
ビジュアル
ユーザーの想像力を
刺激しましょう

オリジナル
新しくて独創的、

そして斬新であることが
重要です

親和性
ユーザーの共感を呼ぶ
アイデアを提示しましょう

ポジティブ
優しさを表現しましょう

行動を促す
ユーザーの行動を
促しましょう
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縦長の画像を使用する
高品質な縦長の画像を使用し、余白を
残さず画面全体を活用してメッセージ
を伝えましょう。

説得力のあるビジュアル、心に響くストーリーを
持ち合わせたコンテンツが、ユーザーの興味を惹
きつける理想的なピンです。以下に紹介する広告
素材のベストプラクティスを参考にして、パフォ
ーマンスの高いピンを作成しましょう。

成果を生み出す
ピン作成のポイント

ブランドロゴを
入れる
ピンを作成する際、必ず上半分に
ブランドの商品またはロゴを配置
しましょう。

季節や年間のイベント
を意識する
季節、または年間の特別なイベントに
合わせたコンテンツを掲載し、タイム
リーな広告を作成しましょう。

バランス良く、
目立つロゴの配置

商品とセールスポイントに
焦点が当たるように

魅力的なビジュアルと
縦長のフォーマット

アクションを喚起する表現
を追加すると効果的です

コンテキストで商品
の利用方法や特徴を
伝えましょう

最も重要なメッセージ
を伝えるわかりやすい
テキスト

• 最適な広告素材を作成するには
、広告主のキャンペーン目的を
理解することが大切です。

• ビジュアルの説得力と心に響く
ストーリーで、ユーザーの興味
を掻き立てるコンテンツが理想
的なピンです。

• インスピレーショナルなコンテ
ンツの 5 原則を活用し、広告主

のオーディエンスの行動を促し
ましょう。

重要なポイント

モバイルのための
デザイン
ユーザーのフィードでブランドのピン
が目立つよう、テキストはモバイルで
も読みやすい大きさにしましょう。

ブランドの強みを
目立たせる
競合他社と差別化できるブランド
の強みは何でしょうか。Pinterest 

では、ブランドの武器となる特徴
を前面に打ち出しましょう。

テキストを加える
明確で簡潔、行動につながるテキスト
で、メッセージを伝えましょう。
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広告の効果測定
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インプレッショ
ン数
ピンが Pinterest で表示された
回数。

ピンの
統計

ソーシャルネットワークにアップしたコンテンツと違って、ピンは作成して時間が経過し
てからも高い影響力を持ち続けます。ユーザーのエンゲージメントが高まると、Pinterest 

の他の場所での表示率が上昇し、数百万人ものユーザーの目に留まるようになります。
ads.pinterest.comまたは analytics.pinterest.comにアクセスして、便利なダッシュボード
を活用し、成果を測定しましょう。

エンゲージメント数
ピンの保存数、拡大表示回数、リンク
クリック数、カルーセルカードのスワ
イプ数の合計数。

ピンクリック数
ユーザーがあなたのピンをクリッ
クして、Pinterest 上または別サイ

トのコンテンツにアクセスした合
計回数。

保存数
Pinterest のユーザーがボードに
ブランドのピンを保存した回数。

アウトバウンド
クリック数
ピンのリンク先 URL をクリッ
クした合計回数。

動画視聴回数
動画を 50% 以上画面に表示した
状態で、2 秒以上視聴された回数
。

合計
オーディエンス数
ブランドが保存したピン、または
他の Pinterest ユーザーがブランド

のウェブサイトやリンクしたアカ
ウントから保存したピンを閲覧し
た人の合計数。

エンゲージしたオ
ーディエンス数
ブランドのピンを保存、リンクを
クリック、または拡大表示モード
でブランドのピンを閲覧した
ユーザー。

Pinterest アナリティクスでは、ブランドのピンすべてのオーガニック、ペ

イド、アーンドのエンゲージメント全体を把握できます。アナリティクス
の分析によって、ユーザーの好みや広告主のウェブサイトから何が保存さ
れているかを把握でき、オーディエンスが本当に求めているものを学べる
ことで、自信を持ってコンテンツ制作とメディア戦略を立てるのに役立ち
ます。たとえば、インプレッション数の大半がモバイルデバイスを利用し
ているユーザーによるものである場合、モバイルに向けたウェブサイトの
最適化を提案できるでしょう。サイト上のあるアイテムがトラフィックを
促進している場合、その商品が確実に購入可能であるよう徹底し、よりた
くさんのピンや広告で取り上げて、より多くのボードに保存されるように
しましょう。

Pinterest 

アナリティクス

*グラフは説明のためだけに示したものであり、成果が保証されるものではありません。

https://ads.pinterest.com/
http://analytics.pinterest.com
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*Chart included for illustrative purposes. Results not guaranteed. 

オーディエン
スインサイト

Pinterest オーディエンスインサイトは、既存顧客と潜在的
な顧客が関心を持っているコンテンツを、Pinterest での利
用動向をもとに洗い出します。検索や保存など Pinterest ユ

ーザーのアクションを取り入れたデータは、ユーザーのアク
ティブな検討状況を反映したものです。年齢、性別、居住都
市、デバイスごとに、選択されたオーディエンスの統計情報
も見ることができます。

キャンペーン管理と最適化において重要なレポートは、アドマ
ネージャーを使って、広告のパフォーマンスの理解に役立つさ
まざまなレポートを作成してダウンロードできます。アドマネ
ージャーは以下の詳細を提供します。

アド
マネージャー

レポーティング
予算の使用状況に対して広告がもたら
した効果を把握できます。

コンバージョン指標
キャンペーンの成果を分かりやす
く示し、Pinterest タグからのトラ
ッキングデータが含まれます。

• ads.pinterest.comまたは
analytics.pinterest.comにアクセス

して、便利なダッシュボードを活用
し、成果を測定しましょう。

• アドマネージャーを使うと、広告の
パフォーマンスの理解に役立つさま
ざまなレポートを作成してダウンロ
ードできます。

重要なポイント

*グラフは説明のためだけに示したものであり、成果が保証されるものではありません。

http://ads.pinterest.com
http://analytics.pinterest.com
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Pinterest の特徴

Pinterest はソーシャル
メディアではありません
世界で毎月 4 億人以上が今後の計画を立て、イメージ

を膨らませ、彩り豊かな人生を創るためにアクセスす

る、素敵なアイデアが集まった場所です2。

Pinterest なら適切なオーディ
エンスにリーチできます
まだ選択肢を探していて、購買決定権のある人。

早めに計画を立てて、感度が高く、購買意欲の高い人が
集まるのが Pinterest。

他社よりも早くリーチ
しましょう
Pinterest はどの検索エンジンやソーシャルプラット

フォームよりも、ユーザーの商品購入に影響を与え
ます。ウィークリーユーザーの 10 人中 6 人が、特
定の商品購入のアイデア探しに Pinterest を利用して

います8。ユーザーは購入の意思を持ってアクセスす
るため、ブランドの広告は有利なスタートを切るこ
とができるのです。

素敵なアイデアに出会えた！
という喜びを届けるために
Pinterest では、広告はコンテンツです。広告は邪魔を

する存在ではなく、アイデアを実行に移す原動力とな
っています。ユーザーは成長する機会を求めて
Pinterest を訪れます。そして広告主のブランドも、成
長を実現できる場所なのです。
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その他の
リソース

より詳しい情報やヒントは、
business.pinterest.comにアクセスしてく
ださい。また成功事例から、他社が
Pinterest でどのように成長を遂げたかをご
覧いただけます。

追加のリソース、コンテンツ、アップデー
トについては、newsroom.pinterest.comと
help.pinterest.comをご覧ください。

Pinterest の YouTubeチャンネルでは、プ
ロダクトガイド、広告素材のスポットライ
トなどをご紹介しています。ぜひチャンネ
ル登録してください。また、Twitterと
Facebookのフォローもお待ちしておりま
す。

Pinterest で実現できるブランドのさまざ
まな可能性を、インスピレーションを得な
がら追求していきましょう。

http://business.pinterest.com
http://newsroom.pinterest.com
http://help.pinterest.com
https://www.youtube.com/c/pinterestjp
https://twitter.com/PinterestJP
https://www.facebook.com/PinterestJP/
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