
Copyright Keyword marketing Inc. All rights reserved. No reproduction without permission. 1

会社紹介資料
中途採用

2023年5月 更新



Copyright Keyword marketing Inc. All rights reserved. No reproduction without permission. 2

目次

会社について

募集職種について

文化・制度について

組織について

1

2

3

4

中途採用選考フロー5



Copyright Keyword marketing Inc. All rights reserved. No reproduction without permission. 3

1 会社について

募集職種について

文化・制度について

組織について

1

2

3

4

中途採用選考フロー5



Copyright Keyword marketing Inc. All rights reserved. No reproduction without permission. 4

誰かの人生の、
分岐点になる広告を。

わたしたちのミッション
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社内のナレッジを積極的に発信し、マーケティング業界でのリーダーシップを取っていく存在を目指します

2004年から続く教育機関を今後も発展させ、正しい情報が広まっていく仕組み作りをしていきます

地方創生に取り組み、地方からも一流のWebマーケティングを提供できる人材教育を進めます

わたしたちのバリュー

Happy 誠実 挑戦

わたしたちのビジョン
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本島祐太郎
社外取締役

ボードメンバー

滝井秀典
代表取締役

2003年、Googleアドワーズが日

本でサービスを開始した直後より、

検索キーワード広告とランディン

グページの実践・研究を行い、そ

の成功理論を書籍『1億稼ぐ検索

キーワードの見つけ方』で発表、

5万部以上のベストセラーとなる。

現在は上場会社や成長率の高いベ

ンチャー企業に対する広告運用代

理事業を拡大している。

2016年7月よりキーワードマーケ

ティングに入社。入社半年で九州

佐賀支社長に就任し、オペレーシ

ョンセンターの立ち上げを成功さ

せる。東京本社に戻った後、プレ

イングマネージャーとして月間

2,000万円以上の広告費を運用し

ながら、広告運用チームのマネジ

メントに関わる。マーケティング

チーム、インサイドセールスのマ

ネージャーを経て、2019年4月よ

り取締役COOに就任。

瀧沢貴浩
取締役COO／ 広告事業部長

全国400社以上の研究会員の運用

型広告・マーケティングコンサル

ティングを担当。養成講座では

500人以上を教育。コンサル・講

師・執筆業から、広告運用代行、

ホームページ制作、システム開発

まで担当。自社ビジネス成長のた

めの製品開発、販売をする実践家

でもある。自他ともに認める変わ

り者。徳島県出身。

石川優二
執行役員／インハウス支援室長

2007年、キーワードマーケティン

グ入社。2013年より社外取締役。

代表を務める株式会社らんたなで

は企業規模、業種、地域性が全く

異なる複数社の運営をサポート中。

自らの膨大な失敗経験を元に、キ

ーワードマーケティングでは主に

コンプライアンスを担当。

松田大学
顧問

新卒入社した外資系経営コンサル

ティング会社にて、大手食品メー

カーにおけるマーケティング戦略

策定・実行支援、大手化学メーカ

ーの新製品開発支援等に関わる。

2022年に㈱ベクトルに入社し、

M&Aやデジタルマーケティング戦

略立案・実行等に従事。現在はキ

ーワードマーケティング社外取締

役として営業の現場にも入りなが

ら、ベクトルとの各種シナジー創

出に奮闘中。
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会社概要

株式会社 キーワードマーケティング社名

代表取締役

設立

事業内容

所在地 東京本社
〒104-0045

東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI 2F

電話：03-6226-5880 FAX ：03-6226-5882

九州佐賀支社
〒840-0816 

佐賀県佐賀市駅南本町5-1 日進佐賀ビル5F

電話：0952-37-0730 FAX ：0952-37-0731

築地駅

本社

滝井秀典

2004年7月12日

運用型広告の運用・コンサルティング

インハウス運用の研究、教育
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2004 年 株式会社 キーワードマーケティング研究所 設立

2005 年 運用型広告のインハウス運用支援サービス『キーワードマーケティング研究会』 発足

2006 年 『1億稼ぐ検索キーワードの見つけ方』（著者：滝井秀典）をPHP研究所より発刊

2007 年 西新宿に本社オフィスを開設

2008 年 子会社株式会社ワードシーカーを設立、運用型広告の代理事業を開始

2011 年 本社オフィスを銀座へ移転

2012 年 子会社株式会社ワードシーカーを吸収合併、事業統合

2014 年 インハウス支援事業で実施したセミナータイトル100本、教材購入者数延べ2万人を突破

2016 年 佐賀県佐賀市に運用型広告のオペレーション業務を専門に行う機関として 九州佐賀支社 を設立

2017 年 会社名を株式会社キーワードマーケティングに変更し、ロゴを刷新

2019 年 コーポレートサイトをリニューアル ミッションを『誰かの人生の、分岐点になる広告を』へ変更

2019 年 本社オフィスを築地へ移転

沿革
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2025年までに達成したいこと

年120％以上の成長継続

オウンドメディアの3か年以上の計画で集客と採用の効率化

堅調なインハウス支援事業、拡大ポテンシャルのある広告代理事業に加え、

マーケティング支援の幅を広げる

2025年までに売上高50億円、経常利益5億円、社員数100名を目指す
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組織について会社について

会社について

募集職種について

文化・制度について

組織について

1

2

3

4

中途採用選考フロー5
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組織図
社員数 66 名（本社48名／九州佐賀支社22名）※ 2023年4月現在

代表取締役
滝井

ボードメンバー

広告事業部経営企画室 インハウス支援室 管理部 九州佐賀支社

広告運用・
コンサルティング部 マーケティング部

マーケティング セールス
（インサイド・フィールド）

採用広報

70
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キーワードマーケティングの事業

運用型広告の運用・コンサルティング インハウス運用支援・教育

https://www.kwm.co.jp/
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運用型広告の運用・コンサルティング
組織について
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セールスチーム 広告運用チーム オペレーションチーム

東京本社 佐賀支社

広告戦略のご提案・ご契約 広告戦略の立案や実行
クライアントワーク

広告入稿業務などの
オペレーション業務

運用型広告の運用／コンサルタント運用型広告プランナー
インサイドセールス／フィールドセールス

業務の役割分担

「1,000個以上ある検索広告の一斉差し替え」「Facebook 広告の週2回定期クリエイティブ差し替え」といったオペレーショ

ン業務をミスなく、素早くおこなうことが可能なオペレーションチーム（九州佐賀支社）を持っています。以前よりも広告運用

者の工数が50～80％削減され、分析やクリエイティブ作成などの本業に集中できる環境が整備されました。
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取扱広告

Indeed広告

Indeed広告枠への求人情報の掲載

リスティング広告

Google広告、Yahoo!広告など

ソーシャルメディア広告

Facebook、Instagram

Twitter、LINEなど

データフィード広告

Googleショッピング、Criteoなど

ゲーム・アプリ広告

Google Play、App Storeなど

その他の運用型広告

SmartNews、各種アドネットワークなど

キーワードマーケティングは、Google、Yahoo!、Facebookの正規代理店です
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近年はBtoBのクライアントが増え

BtoBとBtoCの比率が

約半数となっている。

クライアント業種：BtoB/BtoC 取扱高 推移

2020年 1月 2020年 7月 2021年 1月 2021年 7月 2022年 1月
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2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

予算別広告取扱高の推移

1000万円以上の案件が

増加傾向にある。
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広告媒体比率

100％0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

獲得広告に強い

Google, Yahoo!, Facebookの

割合が95%を超えている。

95％
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会計年度別 取扱広告費の推移

FY 2016 FY 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021

取扱広告費は年々増加しており

2021年度には30億円を突破。
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インハウス運用支援・教育
組織について
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インハウス運用支援・教育

インハウス運用支援・教育事業

運用型広告とランディングページを中心に、

「運用型広告で成果を出すためには何をすれば

いいのか」を学ぶことのできるコンサルティン

グや養成講座を提供しています。



Copyright Keyword marketing Inc. All rights reserved. No reproduction without permission. 22

キーワードマーケティング研究会
(コンサルティング)

キーワードマーケティング研究会は、運用型広

告（リスティング広告、Facebook・Twitter広

告など）とランディングページを中心に、「運

用型広告で成功するためには何をすればいいの

か？」を学び、実践していく研究会です。

インハウス運用を支援・教育する取り組み

養成講座

600社以上の広告運用の研究データより得たノ

ウハウをもとに理論化した講座で、検索連動型

広告、ディスプレイ広告などで圧倒的な成果を

出せる人材を養成します。

無料メルマガ
「運用型広告の学校」

Google広告、Yahoo!広告、ソーシャルメディ

ア広告（Facebook・Twitterなど）で成功する

ノウハウ・最新情報から、ホームページの最適

化、その他マーケティング全般の基礎から応用

までをわかりやすく学べるメルマガです。

http://inhouse.niche-marketing.jp/service/kenkyukai/
http://inhouse.niche-marketing.jp/service/kenkyukai/
http://inhouse.niche-marketing.jp/service/kenkyukai/
http://inhouse.niche-marketing.jp/service/kenkyukai/
http://inhouse.niche-marketing.jp/service/kenkyukai/
https://www.kwm.co.jp/in-house/yosekoza/
https://www.kwm.co.jp/in-house/yosekoza/
https://www.kwm.co.jp/in-house/yosekoza/
https://www.kwm.co.jp/in-house/yosekoza/
http://inhouse.niche-marketing.jp/mail/index.html
http://inhouse.niche-marketing.jp/mail/index.html
http://inhouse.niche-marketing.jp/mail/index.html
http://inhouse.niche-marketing.jp/mail/index.html
http://inhouse.niche-marketing.jp/mail/index.html
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代表取締役
滝井

ボードメンバー

広告事業部経営企画室 インハウス支援室 管理部 九州佐賀支社

広告運用・
コンサルティング部 マーケティング部

マーケティング セールス
（インサイド・フィールド）

採用広報

募集職種

・・・ 募集中の職種
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運用型広告の運用・コンサルタント

運用型広告（Google 広告、Yahoo! 広告、Facebook 

広告、Twitter 広告、LINE 広告など）の広告戦略の策

定、クリエイティブの作成、入札調整、広告ランディ

ングページの改善提案、レポーティングなどをおこな

います。

黎明期から積み上げてきたノウハウには自信がありま

す。Web マーケティングの本質的な知識を身につけた

い方や、経験を活かして自身の市場価値をさらに高め

たい方にオススメです。

また、営業担当と役割が明確に分かれているため、広

告運用に集中して専門性を磨くことができる環境です。

・広告戦略案の設計

・入札、ターゲット調整案の決定および

佐賀のオペレーションセンターへの作業依頼

・新規アカウントの構築

・広告クリエイティブの作成

（検索広告・ディスプレイ広告）

・クライアントワーク

（チャットワークやZoomが中心）

・運用結果レポート（結果報告と改善案）の作成

・営業メンバーの提案資料作成サポート

広告運用・
コンサルティング部

仕事概要 具体的な業務

必須スキル

運用型広告（Google, Yahoo!, Facebook いずれ
か）の実務経験6ヶ月以上
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とか出したことなかったですし、お問い合わせ数がめっちゃ

付くっていうのが、B to B でやってた時とは全然違うことで

した。動きがすぐ見えるのって面白いですね。

あとは、誰かがなにかに気づいたらすぐ共有してもらえるの

で、自分だけでやってるのとは全然スピードが違うなと感じ

ます。代理店ならではだと思うんですけど、媒体と直接の関

わりもあるので情報の行き来が早いなと思いましたね。

代理店で働いて「よかった」と感じることは？

単純に一人でやってる、自社の一社をやってる頃に比べて、

たくさんの案件を持たせてもらって、いろんな商材を見て

るというのは、その商材を理解していくたびに面白いです

ね。

会社単位で言ったらかなりの数で、それぞれの商材を真剣

に考えてる人が社内にいるという環境はとても勉強になる

な～って思います。

B to C の商材で広告を出すのは初めてでショッピング広告

Member Interview

中途入社 ／ 運用コンサルタント

広告運用・
コンサルティング部

＞ インタビューの全編は こちら から

※キーマケスタンダード
広告運用のノウハウを組織内で流通させる取り組み

キーマケと他社代理店との違いは？

面接に来たとき、オフィスは綺麗だし、受付の人はハキハ

キしてるし、すれ違うたびにみなさん挨拶してくださるの

で明るくていい人たちだな～って思いました。

あとは面接のときにスタンダード※ を見せてもらって、運

用の基本的なノウハウからテクニックまでが詳細かつシス

テマチックにまとまっていて驚きましたね。

インハウスマーケでやってたときはクリエイティブ作成も

調整も直感やセンスに頼っている感じだったので、「代理

店ってここまでするんだ！」と衝撃を受けた記憶がありま

すね。代理店は広告のプロなので当たり前かもしれないん

ですけど。

https://keymap.kwm.co.jp/post/4345
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インサイドセールス・フィールドセールス ／ 運用型広告プランナー
セールス

（インサイド・フィールド）

インサイドセールス フィールドセールス／運用型広告プランナー

お問い合わせいただいたお客様の一次対応をおこないま

す。お客様のお悩みをヒアリングし、お客様が達成した

い未来像を具体化するスキルが求められます。

個人目標としては自身の行動によって発生したアポイン

ト数を追ってもらいます。失注したお客様への定期アプ

ローチ、インサイドセールス主催のセミナー実施、ホワ

イトペーパーの作成など、ただ与えられたタスクをこな

すのではなく、BtoBマーケティングの手法を活用しな

がら自らの手で戦略的にアポイント獲得を目指すやりが

いのある業務です。

弊社ではお問い合わせやご紹介経由でのお客様が

100% となっており、新規顧客へのテレアポ業務は一

切ありません。

インサイドセールスが設定した商談に対し具体的な提案

をおこないます。

キーワードマーケティングには豊富な実績もあるため、

売れないものを無理やり売るような営業をおこなう必要

はありません。

お客様の満足度条件を把握し、それを満たす提案書をつ

くるスキルが求められます。

Webマーケティングに関する知識に関しては半年間の

研修を通じて学んでいただきます。

広告運用メンバーの協力を仰ぎながら提案を作成する仕

組みがあるため、自身に広告運用の経験がなくても質の

高い提案をすることができます。
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入社前からこうしたサポートをしてくれるホスピタリティの

高い会社であれば、お客様に対してもきっとホスピタリティ

のあるよい提案ができるんじゃないかと思い、入社を決意し

ましたね。

入社の決め手は？

正直なところ他にも候補企業があり、内定をもらったあと

に少し悩んでいました。そんなとき、キーワードマーケテ

ィングは「ぜひ職場の雰囲気を見にきませんか？」と改め

て面談の場を設けてくれたんです。

Member Interview

中途入社 ／ フィールドセールス

メンバーインタビュー

中途入社/フィールドセールス

セールス
（インサイド・フィールド）

どんな時に仕事のやりがいを感じますか？

やっぱりお申込書をいただけたときはすごくうれしいです

ね。「チームのみんなに、全社に報告しなきゃ！」とテン

ションが上がります（笑）。あとはお客様から「お話が丁

寧でわかりやすかったので、ぜひあなた方に任せてみたい

と思いました」なんて言葉をかけていただけるととっても

うれしいです。

入社してギャップを感じたことは？

ギャップというほどではありませんが、「若い人たちがエ

ネルギッシュに働いていてすごいな」と圧倒されました

ね。前職は大手企業だったこともあり年功序列な側面があ

ったのですが、キーワードマーケティングは私と 2〜3 歳

しか変わらない 20 代のメンバーがすでにマネージャーを

務めていて驚きました。とっても尊敬できるメンバーばか

りで、本当にすごいなと思いながら日々働いています。

人としてすごいなと思うことも多くて。たとえば、私たち

セールスが運用メンバーへ「このお客様の提案を考えるた

めに、今こういうことに困っていて・・・」と声をかける

じゃないですか。すると忙しいはずなのに自分の手を止め

て、イヤな顔を一切せずその場で話を聞いてくれたり情報

を提供してくれたりするんですよね。

＞ インタビューの全編は こちら から

https://keymap.kwm.co.jp/post/7166
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基本情報

雇用形態

勤務地

勤務時間

昇給

保険

研修制度

福利厚生

諸手当

休日休暇

東京都中央区築地7-2-1 THE TERRACE TSUKIJI 2F

年俸350万円～1,000万円 （12回分割で支給）

※能力・経験による

※固定残業手当（月30h）含む（超過分別途支給）

割増手当（時間外勤務手当、深夜勤務手当、休日勤務手当）、通勤手当、奨学金手当、近距離手当 など

完全週休2日制（土日祝日）、夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇、時間休暇、ボランティア休暇、

慶弔休暇、リフレヴァカンス制度（年次に応じた連続休暇）

9:30～18:30（実動8時間）

年1回

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険完備

創業から行ってきた研究・教育事業により、教育へのノウハウが数多くあり、

社内研修も充実しています。また提携している社外の研修機関では、数多くあるコンテンツの中で、

一般的な知識・スキルを学ぶことができます。

在宅勤務制度、忍者体操・保健室、外出作業、書籍購入補助、一次情報取得、セミナー参加補助 など

正社員 ※ 契約期間の定めなし

給与
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文化・制度について

会社について

募集職種について

文化・制度について

組織について

1

2

3

4

中途採用選考フロー5
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キーワードマーケティングで働くメンバーが大切にしていること

１.

２.

３.

４.

５.

社会人4基本「報連相」「あいさつ」「身だしなみ」「気を利かせる」を常にしっかり守ること

プロとして、モチベーションを自分で管理し、常に質の高い仕事ができること

できない理由を考えるのではなく、できる理由を考えること

事実を確認し、報告すること。事実と解釈を混同しない。

ボールを動かせ

チーム・キーマケとして、仲間に助けを求める勇気をもつこと

常に予測すること

目の前の目標に集中すること

速くなくていいから、早くすること（5分で終わる仕事を後回しにしない）

ポジティブな遊びごころを大切にすること

まずやってみよう

仕事は親切

事実をテーブルの上にのせる

６.

７.

８.

９.

10.

11.

12.

13.
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数字で見るキーワードマーケティング

しっかり成果を出すため、運用担当者の案件

数は10件までを目安としています。また、定

常的な運用（一部の入札調整、予算調整な

ど）に関しては、佐賀のオペレーションセン

ターで作業をおこなっているため、日々の課

題解決にかける時間を確保できるようになっ

ています。

新卒で入社する未経験のメンバーが一人前の

運用者となれるよう、Webマーケティング、

構築、分析など幅広く研修を用意しています。

運用経験のあるメンバーが中途入社する場合

にも、研修をしっかり受けて「キーワードマ

ーケティングの広告運用」を習得してもらい

ます。
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教育体制

理念研修

キーワードマーケティングのヒストリー

評価方法と考え方

一般研修

リスティング広告の基礎

ターゲットを正確に絞り込む

アナリティクス

SEO

定常運用研修

分析研修

最適化研修

構築研修

クリエイティブ研修

クライアントワーク研修

研修例

キーワードマーケティングでは、未経験で入社する新卒メンバーだけでな

く、実務経験のある中途入社のメンバーも研修を受けます。

中途入社して半年は定量目標を設定しない期間を設けており、その期間で

しっかり「キーワードマーケティングの文化」に触れながら「キーワード

マーケティングの広告運用」を学びます。



Copyright Keyword marketing Inc. All rights reserved. No reproduction without permission. 34

広告運用のノウハウを組織内で流通させる取り組み

「キーマケスタンダード」

Kibela という情報共有ツールを使って、広告運用に関するノウハウを

体系化し、誰もがいつでも確認できるようになっています。新人はま

ずこの「スタンダード」を研修を通して学び、2年目以降からはこの

スタンダードを基盤にそれぞれの広告運用の形を作っていきます。

そして、各個人の成功事例は常にチャットで共有され、必要に応じて

「キーマケスタンダード」に追加されます。このような仕組みを通し

て、広告運用が属人化されず、誰もが平均以上の広告運用ができるよ

うになっています。

キーワードマーケティングには、未経験の方はもちろん、経験者の方

が改めて広告運用を学ぶ場が用意されています。

その他にも、多様な取り組みを通して移り変わりの激しい広告運用の

最前線で常にノウハウをアップデートする体制を整えています。
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評価制度

キーワードマーケティングのメンバーは、定量目標の達成とルールの遵守

が求められています。定量目標の達成具合は昇給へ、社内ルールの遵守は

昇格や案件の割振りへ反映されます。

処遇に反映される項目は「定量」のみで、昇格や案件の割り振りに反映さ

れる「ルールの遵守」も明確な事実のみを扱うため、評価の同一性を担保

しています。また、目標達成に対するサポート制度として、上司との1on1

ミーティングである、GS（グロースサポート）※ を毎月実施しています。

前月の目標達成状況を振り返りながら自分自身が「いま取り組むべき課

題」を明確にします。

※ GSでのチェック項目※運用コンサルタントの例

1．定量目標の達成具合 昇給へ反映

2．社内ルールの遵守 昇格、案件の割振り条件へ反映
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基本給レンジ

※ 新卒、一般職を除く
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福利厚生

リフレヴァカンス

年次有給休暇とは別に、連続して必ず

取得することができる特別休暇。年次

により日数が増加。休暇を利用して国

内・海外旅行にいくメンバーも多く、

心身ともにリフレッシュできる。

在宅勤務制度

新型コロナの感染拡大に伴う緊急事態

宣言を機に整備。最大週2日まで在宅

勤務が可能。実施後の満足度アンケー

トでも高い結果が出ており、業務の効

率化に大きく貢献している制度。

一次情報取得

広告運用で成果を出すために重要な、

一次情報の取得費用を会社が負担する

制度。実際にお客様の商品やサービス

を購入し、その過程や商品の良さ、ア

フターフォローの方法などを実体験す

ることができる。商品やサービスの良

さを引き出すことで、マーケティング

メッセージに活かし、機会損失や無駄

があればアドバイスのネタとすること

を目的としている。

セミナー参加補助

提携している会社の研修を通学・Web 

に関わらず無料で受講可能。その他の

セミナーを受講する場合も補助がでる。

忍者体操・保健室

毎週月曜は忍者さんの日。朝は忍者体

操からスタートし、午後は保健室がオ

ープン。デスクワークで鈍った身体を

ほぐし、仕事のパフォーマンスを向上

させる。身体や心の悩みを聞いてもら

える保健室は、毎月申込みフォームが

開かれると同時に一瞬で予約が埋まる

ほど大人気。

人事制度一覧は こちら

https://keymap.kwm.co.jp/post/3080
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中途採用選考フロー文化・制度について

会社について

募集職種について

文化・制度について

組織について

1

2

3

4

中途採用選考フロー5
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中途採用選考フロー

1week

2weeks

3weeks

カジュアル面談後、応募書類の提出をもって選考スタート

一次面接

課題提出

最終面接

書類選考

希望職種、役職により異なります

書類選考から最終面接までは3週間～1ヶ月ほどです

選考に進まれるかどうかは応募者の意思にお任せしております
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よくある質問

在職中なのですが、19時以降の面談は可能ですか？

可能です！LINE登録公式アカウントからお問い合わせください！

佐賀支社への転勤はありますか？

本社と佐賀支社はそれぞれで採用をおこなっているため、転勤はございません。

佐賀支社への入社を検討されている方は、 saiyo_saga@kwm.co.jpへご連絡ください！

リモートワークはできますか？

週2日まで可能です。出社日は拡大時差出勤制度（出社時間を7：00～10：30で選択可）を利用できます。

有休はいつから取得できますか？

入社後3ヶ月目から取得可能です。

広告運用経験者の研修もしっかり用意されているらしいですが、ひとり立ちするまでにどれくらいの期間がかかりますか？

「キーワードマーケティングの広告運用」を習得してもらうために、早くて半年、平均1年くらいを見ています。

カジュアル面談を終えて、もう少し自分のスキルを付けてから選考を受けたいと感じました。今回は選考を辞退してもいいでしょうか。

選考に進むかどうかは求職者のご判断にお任せしております。

数年後にまた面談でお話することができたら私達もうれしいです！！！
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中途採用に関するお知らせはLINE公式アカウントで配信中！

中途採用にご興味がある方は、まずは カジュアル面談 でお話ししましょう！

※オンラインでの実施となります（在職中の方は19時以降の面談も対応可能です）

LINEで「キーワードマーケティング」と検索！
or
QRコードから「友だち追加」

中途採用情報をチェック！

カジュアル面談予約もLINE公式アカウントから！
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