
デジタルマーケター

デジタルマーケティングキャンペーンを成功させ、効果を測定しましょう。

受講期間:

約400時間
個人メンター 受講期間の目安:

6カ月

OpenClassrooms

修了書

マーケティング ＆ コミュニケーション

日本語サポート



デジタルマーケティング担当者の役割

デジタルマーケティング担当者は、デジタルチャネル（電子メール、ソーシャルメディア、Webサイト、オンライン広告

など）を活用しながらマーケティングキャンペーンの設計、構築、および展開を実施し、リードを獲得しながら、顧客

販売活動を推進する役割を持ちます。

また、分析を活用することで弱点を特定し、全デジタルチャネルに亘ってマーケティングの取り組みを向上させる役割

でもあります。

デジタルマーケティング担当者は会社の経営陣、データアナリスト、グラフィックデザイナー、コピーライター、営業担当

者等の社内の様々の部署と連携します。上記のようなステークホルダーは、企業の成長に最適かつ正しいデジタル

マーケティングツールの選択において、デジタルマーケティング担当者の判断に頼ることになります。

何を学ぶ？

このパスを通して、次のようなスキルを習得することができます。

• ブランドにとって最適なソーシャルメディアチャネルの判断
• 有料のオンライン広告キャンペーンの作成
• キャンペーンの効果測定およびコンバージョン目標値の報告
• エディトリアルカレンダーの作成
• メール戦略の作成
• ブランドのトーンに合ったコピーライティング

その他、デジタルマーケティングのプロフェッショナルとして成功するために必要な、多くの重要なスキルを習得します。

デジタルマーケティングの職種

受講後には、下記のような職種にて活躍することができます。

• デジタルマーケティングアシスタント
• デジタルマーケティングエグゼクティブ
• デジタルマーケティングアナリスト
• デジタルマーケティングスペシャリスト
• グロースハッカー
• グローススペシャリスト
• ソーシャルメディアマネージャー
• キャンペーンエグゼクティブ
• サーチマーケティングストラテジスト

デジタルマーケターはほとんどの業界において自社のマーケティング部門だけでなく、広告代理店など多くの企業が積
極的に採用活動をしています。
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受講条件

本パスはどなたでも受講可能ですが、目安となる6カ月間の受講期間内で終えるためにも、以下が推奨される条件
となります:

1. 高校卒業資格、高認、またはGCSEレベル
2. 英語力（CEFRレベルのB2、IELTSバンドスコア6.5、またはTOEFLスコア80 推奨）
3. コンピューター (WindowsもしくはMac）、ヘッドフォン、Webカメラ、安定的なインターネット接続

修了書の発行には、全プロジェクトの実施完了およびメンター評価を終える必要があります。その後、複数のプロ
フェッショナルから成る審査員団が実施内容を審査します。

ご質問がある場合はoffice@opencolassrooms.co.jp までお問い合わせください。
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プロジェクト 1 -40時間

エネルギー会社に対して
マーケティングソリューションをピッチ

あなたはマーケティング代理店の社員として、とあるエネルギー会社を新規顧客として獲得するために
マーケティング企画を売り込まなければいけません。その会社は業績を上げたいと考えているものの、
マーケティング戦略には消極的なため、マーケティング予算を確保するためには説得が必要です。

習得スキル

• 最新コンテンツに関するトレンドを特定
• 生涯学習というマインドセットを取り入れる
• 現代のビジネス世界に合ったデジタルマーケティングの役割を理解し、説明する
• 現代のビジネス世界に合ったマーケティングの役割を理解し、説明する

関連コース

デジタルマーケティング入門

Discover Digital Marketing

初級 8時間

デジタルマーケティングの基礎へようこそ！見込み客をリードに、リードを顧客に、顧客を他
社にも推奨してくれるブランドアンバサダーに変身させるマーケティング戦略方法を学びます。

最新イノベーションに遅れを取らない

Stay Up to Date With Innovations in Your Field

初級 4 時間

業界の変化を常に把握して自身のキャリア開発に必要な領域を特定し、デジタル時代で
の効率的な仕事の仕方を身に着けよう！
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学習法を学ぶ

Learn How to Learn

初級 6時間

迅速かつ効率的に学ぶ力は、生涯を通じて、あらゆる分野やキャリアへの扉を開く重要な
スキルです。このコースを受講することで学習能力を高め、人として、キャリアマンとしての自
分の成長を管理しましょう！



プロジェクト 2 -70時間

ホームクッキングキットの製品ラインアップ
を対象に、ターゲット顧客グループを特定

新たに開始した食材宅配サービスの顧客層を理解し、ターゲティング戦略を改善しましょう。市場調査
担当部署の代わりに分析作業を完了するところまで実施していきます。

習得スキル

• データを使用した顧客オーディエンスの特定と説明
• 顧客ニーズの特定
• 顧客のセグメント化
• 競合分析の実施と完了

プロダクト調査を行う：競合他社を分析し、潜在顧客をインタビューしよう

Do product research: analyze the competition and 
interview potential customers

中級 12時間

アイデアの実現可能性を理解するためには、競合他社の調査、市場セグメントの特定、潜在顧客に
インタビューし、ターゲットペルソナを開発する必要があります。

デザインおよびユーザー調査を行う
Conduct design and user research

初級 10時間

人々が何を言っているのか、それに対して実際にどのような行動を取るのか、実世
界にて調査を行いましょう。期待値や思い込みを打ち破り、エスノグラフィー、イン
タビュー、参加者観察を通じて本質を明らかにしていきます！
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プロジェクト3 -60時間

ユーザーデータを収集し、
コンバージョンを最大化

フランスの高級手作り家具ブランド「 Maison Dubois」を対象に、ランディングページとウェルカムメー
ルプログラムを作成してオンラインでの新たな流通計画を成功に導きましょう。

習得スキル

• 基本的なHTMLとCSSを使用したメール作成
• ウェブサイトのランディングページを編集
• リード獲得キャンペーンの効果測定とコンバージョン目標値のレポート作成と報告
• ユーザー行動のトリガーに基づいた自動メールの設定

グロースハッキングでビジネスを拡大しよう

Scale up your Business with Growth hacking

中級 6時間

新しいマーケティング手法や実験方法から、どのようにしてビジネスに急速な成長と
発展性を生み出すことができるのでしょうか？ハッカーの考え方を応用しながら、顧
客ライフサイクルのすべての段階で顧客とどう関わりを持つべきか、その最新の戦略
方法について学びます。
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プロジェクト4 -40時間

小規模のローカルビジネスが展開する
ウェブサイトを監査し、SEOを最適化

小さなローカルビジネスの事業改善のために重要なキーワードを特定してSEO戦略を最適化し、エ
ディトリアルカレンダーを作成します。デジタルマーケターとしてのスキルを活用し、次第にサーチエンジン
でのランキングが高くなるまでのお手伝いをしましょう。

習得スキル

• エディトリアルカレンダーの作成
• SEOのベストプラクティスを活用してコンテンツを制作し、オーディエンスをウェブサイトに誘導させる方法
• コンテンツマーケティング戦略の効果測定に関するレポート作成と報告

検索エンジン最適化 (SEO) でWebサイトへの

トラフィックを増やす

Drive Traffic to Your Website With Search Engine 
Optimization (SEO)

初級 10時間

組織の全体的なオンラインマーケティング計画の一部として、効果的なSEO戦
略を実行する方法を学びます。GoogleからあなたのWebサイトへのオーガニッ
クトラフィックを増やします。

編集者のように考える（コンテンツ戦略とUXライティング）
Think like an editor (content strategy and UX writing）

初級 10時間

デザイン市場における競争優位性を手に入れるために、ご自身のライティングスキルを磨きま

しょう！ UXデザイナーは、コンテンツストラテジストやUXライターといった役割も一部担う必要

があります。
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プロジェクト5 -60時間

SaaS会計アプリを対象に、
Appストアページを改良
中小企業向けの会計アプリ「Flow」は、様々なAppストアでさらに効果的なプロモーションを必要としてい
ます。クリエイティブチームが制作したプロモーション用ビジュアルを批評し、自身でも制作できるようになりま
しょう。

習得スキル

• デジタルマーケティングキャンペーンのアセット開発案をクリエイティブチームに説明
• アセットが当初の企画や業界基準に準拠しているか確認
• スタイルガイドに基づいて基本的なマルチメディアアセットを制作
• ブランドのトーンに合ったコピーライティング方法

クリエイティブプロジェクトを管理しよう

Manage creative projects

初級 8時間

プロジェクトを整理し、チームメンバーと効率的に協業する方法について学びます。

創造力を高めよう

Develop Your Creativity

初級 8時間

創造力は、問題を解決するために重要なスキルの一つです。実践的
な手法を身に着け、収束的かつ発散的クリエイティブ思考を高めるこ
とでイノベイティブな仕事の仕方を習得しましょう！
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プロジェクト6 -60時間

ラグジュアリーブランドの新フレグランス
製品を対象とした広告キャンペーン制作

あるラグジュアリーブランドが新しいフレグランスを新発売します。多数のメディアで新製品をプロモー
ションするために有料広告キャンペーンを開始しましょう。本コースではGoogle Ad Certificateを
同時に習得できる実践的な学習が可能です。

習得スキル

• チャネル内で有料のオンライン広告キャンペーンを制作
• オンライン有料広告キャンペーンの企画化
• 有料キャンペーンの効果測定とコンバージョン目標値に関するレポート作成と報告

広告キャンペーンを開始

Launch an Advertising Campaign

中級 6時間

広告キャンペーン制作に必要なステップを学びます。目的を定義し、オーディ
エンスの規模を計算し、広告代理店とも協力しながら、広告キャンペーン結
果を測定しましょう。
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スプレッドシートでデータを管理する

Organize your data in a spreadsheet

初級 10時間

Excel、LibreOffice Calc、MacのNumbers、またはGoogle Sheets

on Drvieに対応した、スプレッドシートの基礎を学習します。 基本データを

フォーマット化、分析、視覚化する方法を学びましょう。

関連コース



プロジェクト7 -70時間

非営利団体のソーシャルメディアキャン
ペーン戦略を考案

とある非営利団体が扱うソーシャルメディアを分析し、ポジショニング、ターゲティング、コンテンツの
改善に取り組みましょう。

習得スキル

• ブランドのデジタル評価を分析する
• ブランドにとって最も効果的なソーシャルメディアチャネルを判断
• ソーシャルメディアを介してリードまたは顧客とコミュニケーションする
• ブランドメッセージに適したオリジナルもしくは厳選されたコンテンツをSNS上で配信
• ソーシャルメディア戦略の効果測定に関するレポート作成と報告

ソーシャルメディア戦略を開発
Develop a Social Media Strategy

初級 10時間

Instagram、Facebook、LinkedIn、またはその他ソーシャルメディアをマーケ
ティング戦略に取り入れる方法を学びます。コミュニティを構築し、エンゲージメン
トを促進しながら、価値あるコンテンツを提供するためのソーシャルメディア戦略
方法を学びましょう。
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