
本⽇は、［フリープラン向け］BowNow初回講座に
ご参加いただきまして�誠にありがとうございます。

�
開始時刻まで、BowNowにログインをしてお待ちください。

※映像や⾳声が安定しないことがございますので、
パソコンから有線接続でのインターネット環境を推奨しております。



⾳声は聞こえていますか？ 映像は⾒えていますか？

ご確認いただきたいこと

・PC⾳声のON
・⾳量の調整

・通信環境
・PC設定
・PCのセキュリティ

※有線接続推奨

「問題ないです！」
「聞こえません」
「⾒えません」

チャットで教えて
ください！



第1部



⾃⼰紹介

⼤原�彩七
Ayana�Ohhara
Product�Ops�Group
ActiBook�/�BowNow�Supporter

クラウドサーカス株式会社



本セミナーのゴール

実際にBowNow設定を⾏い、

MAを使ったマーケティング活動に

今⽇から取り組める状態にする



本セミナーの内容 第1部��アクセス計測編

①�会社紹介

②�BowNowとは？

③�第１部でできるようになること

④�⼀緒に設定しましょう！〜作業〜��アクセス計測編

⑤�その後のアクションプラン

⑥�フリープランと有料プランの違い

⑦�質疑応答



セミナー中の質問について�

ご質問は、Q&Aにご⼊⼒ください。
チャットでお送りしたURLで記⼊できます。
セミナー終了後、回答集をメールでお送りします。



セミナー後のアンケートのお願い

セミナー終了後、アンケートのご協⼒を
お願いいたします。

セミナー終了後にアンケートURLが表⽰されますので、
そのままお進みいただき、回答をお願いいたします。

本⽇のセミナー資料はアンケート回答後に
ダウンロードしていただけます。



①�会社紹介



沿⾰
1996.02 スターティア株式会社 設⽴
2005.12 スターティア株式会社 東京証券取引所マザーズ上場
2009.04 スターティアラボ株式会社 スターティア株式会社より分社独⽴
2014.02 スターティア株式会社 東京証券取引所市場第⼀部への市場変更
2018.04 Mtame株式会社 スターティアラボ株式会社より分社独⽴
2020.11 CloudCIRCUS�リブランディング・テレビCM開始
2021.07 スターティアラボとMtameが事業統合を⾏いクラウドサーカス株式会社を設⽴

デジタルマーケティングSaaS「クラウドサーカス」の開発・販売及び、
デジタルマーケティングに関するコンサルティング・受託業務

①�会社紹介





マーケティング全般でご活⽤いただける�Cloud�CIRCUSのSaaSツール



①�会社紹介



働くに�を。

①�会社紹介

PURPOSE

優れたものづくりやサービスを提供する⽇本の企業に
最適なマーケティング�テクノロジーを届け、
⼈がより楽しく働ける社会を。



②�BowNowとは？



とは？

     �や    ���を活⽤して、⾃社サイト 名刺情報

売上につながる商談を�効率的に�最⼤化する

マーケティングオートメーション(MA)ツール�です。

②�BowNowとは？



HOT�!
XXリスト

YYリスト

ZZリスト

②�BowNowとは？

Webサイトのアクセスを元に、
今検討しているホットリードを発⾒したり



MAツールが良いと聞いたけど、
どんなものなんだろう？

⾃社に合ったMAツールをいれたい。
どう⾒つけたら良いかな？

MAツールが
まるわかり！

MAツール選びの
ポイント

顧客のニーズやタイミングに合わせたメール配信で、
適切に検討度合いを育成したりしていきます。



「今すぐ客」が
 ⾒つかる！

「まだまだ客」を
 管理できる！



③�第１部でできるようになること



第1部はここ アクセス計測でホットリードを⾒逃さない！編

「今すぐ客」が
 ⾒つかる！

「まだまだ客」を
 管理できる！



実際の画⾯



Webサイトのアクセス計測を始める�2�STEP

本セミナーで実施 セミナー後タスク

BowNowでURL登録

STEP�1

https://domein.jp/

<script�id=�_bownow_ts�>
var�_bownow_ts�=�
document.createElement(�script�);
_bownow_ts.charset�=��utf-8�;
_bownow_ts.src�=�
�https://contents.bownow.jp/js/UTC_56c2ff6be�
a4ac/trace.js�;
document.getElementsByTagName(�head�)�
[0].appendChild(_bownow_ts);
</script>

Webサイトに

STEP�2

トラッキングコード設置



④�⼀緒に設定しましょう！〜作業〜



ログインをしましょうまずは ※�BowNow�登録⽇により、ログイン画⾯が変わります。

https://client.cloud-circus.com/#/login

2021年5⽉16⽇までに登録されたアカウント 2021年5⽉17⽇以降に登録されたアカウント

https://www.bownow.jp/login

④�⼀緒に設定しましょう！〜作業〜

https://client.cloud-circus.com/#/login
https://www.bownow.jp/login


随時、進捗を「⼿を上げる」からお伺いします。

※ZOOM画⾯下部 メニューから「⼿を上げる」をクリック



STEP１�計測したいWebサイトの
ドメインを登録



実際の画⾯で



STEP２�トラッキングコードを
Webサイトに設置



トラッキングコードの設置⼿順

先程ドメイン登録によって発⾏された
トラッキングコードをコピー。

Webサイトの<head>内に貼り付け。
※セミナー後の作業になります。

<head>
<meta�charset=�UTF-8�>
<meta�name=�viewport��content=�width=device-width,�initial-scale=1,�
maximum-scale=1,�minimum-scale=1�>
<title>サービスサイト</title>
<meta�name=�keywords��content="製品A,�製品B,�OO,�XX��/>
...............

</head>

<script�id=�_bownow_ts�>
var�_bownow_ts�=�document.createElement(�script�);
_bownow_ts.charset�=��utf-8�;
_bownow_ts.src�=�
�https://contents.bownow.jp/js/UTC_56c2ff6bea4ac/trace.js�;
document.getElementsByTagName(�head�)[0].appendChild(_bownow_ts);
</script>



実際の画⾯で



Webサイトの<head>内に貼り付け。
※セミナー後の作業になります。

Googleタグマネージャーを
お使いの場合

CMSツールなど⾃社で
サイト編集が可能な場合

HP制作会社に
委託している場合

※�状況別の設置⽅法は こちら

https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoxOTE3OTl9&detailFlg=0&pNo=1


・原則�全ページを計測することをお勧めします。

PV数を抑えるため、ページを指定して設置することも可能ですが、
設置されていないページへ遷移した場合のアクセスログは取得できません。

全ページを計測することで、閲覧ユーザーのアクセス回遊が⾒えやすく
検討しているユーザーを⾒つけやすくなります。

ご確認いただきたい点

・複数ドメインの計測は、ライトプランから可能です。
※�プランの詳細はこの後解説します。

・コード貼り付け後、反映されるまでに1⽇くらいかかることが
 あります。

設置ができているかは、「システムを設定する」で確認可能です。
設定＞システム設定＞トラッキングID＞設置状況



⑤�その後のアクションプラン



計測できたログを⾒てみましょう！



実際の画⾯



企業ログ

アクセスログの企業IPから特定できた企業名を確認できます。（⼿動登録も可）

から



リードログ から

URLを⼊⼒し、ページを⾒た⼈リストで絞る

検索エンジンや広告のパラメータを⼊⼒し、
オーガニック流⼊や広告流⼊リストで絞る



リードログ Unknownリードの個⼈名を特定するには？

①�BowNowのWebフォームに⼊⼒してもらう
から

問合せフォームに使う ホワイトペーパー施策を実施

「お役⽴ち資料」などの項⽬で掲載され、
個⼈情報の⼊⼒と引き換えにダウンロードを促します。

＞ホワイトペーパーとは？

https://mtame.jp/content_marketing/White_paper/


リードログ Unknownリードの個⼈名を特定するには？

②�メール配信をし、リンククリックをしてもらう
から



リードログ SFA(営業管理ツール)やCRM(顧客管理ツール)としても簡易的に使えます

電話での応対履歴や商談内容を残せます。 案件のステータス管理も可能です。



⑥�フリープランと有料プランの違い



⑥�フリープランと有料プランの違い









質疑応答



第2部



本セミナーの内容 第2部��メール配信編

①�会社紹介（割愛）

②�BowNowとは？

③�第2部でできるようになること

④�⼀緒に設定しましょう！〜作業〜��メール配信編

⑤�その後のアクションプラン

⑥�フリープランと有料プランの違い

⑦�質疑応答



②�BowNowとは？



「今すぐ客」が
 ⾒つかる！

「まだまだ客」を
 管理できる！



③�第2部でできるようになること



第2部はここ

「今すぐ客」が
 ⾒つかる！

「まだまだ客」を
 管理できる！



実際の画⾯



メール配信を始める�4�STEP

本セミナーで実施 本セミナーで
テスト送信を実施

3

配信リスト
作成

4

基本設定

1 2

リード登録
メール⽂作成



④�⼀緒に設定しましょう！〜作業〜



④�⼀緒に設定しましょう！〜作業〜

・�BowNowにメール機能がついていない場合、付与申請ができます。
旧環境をお使いの⽅は、メール機能が付与されていない場合があります。
下記より、付与申請を⾏なっていただくと、営業⽇1⽇ほどで付与対応をさせていただきます。

ご確認いただきたい点

フリープランお問い合わせフォーム

https://manual.bow-now.jp/contact/free_contact/


随時、進捗を「⼿を上げる」からお伺いします。

※ZOOM画⾯下部 メニューから「⼿を上げる」をクリック



STEP１�メール基本設定



STEP２�リード登録



STEP3�メール配信リスト作成



STEP4�メール⽂⾯作成



⑤�その後のアクションプラン



�実際のリードへの配信を始めましょう。

・基本設定�-�配信停⽌導線の⽤意
�-�⽤意⼿段�
①�ワンクリック配信停⽌を利⽤する
②�配信停⽌フォームをWebサイトに設置し、希望者に⼊⼒してもらう
�-�フォームの⽤意ができない場合

・リード⼀括登録
�-�名刺がまだ紙のまま？データ化する⽅法

・配信リスト作成

・メール作成
�-�ネタに困ったら？→勉強会・ZOOM相談もやってます

⑤�その後のアクションプラン



・基本設定�-�配信停⽌導線の⽤意

▼配信停⽌の⽅法��2パターン

※�メール配信にあたって、配信停⽌(オプトアウト)導線は法律で義務付けられています。

②�配信停⽌フォームをWebサイトに設置し、希望者に⼊⼒してもらう

基本設定

1

⑤�その後のアクションプラン

①�ワンクリック配信停⽌を利⽤する



基本設定

1

ご指定のページ

・基本設定�-�配信停⽌導線の⽤意
※�メール配信にあたって、配信停⽌(オプトアウト)導線は法律で義務付けられています。

⑤�その後のアクションプラン

①�ワンクリック配信停⽌を利⽤する

⼊⼒しない場合

「配信停⽌
リンクリダイレクト
URL」

⼊⼒した場合



・基本設定�-�配信停⽌導線の⽤意

�-�配信停⽌専⽤ページをWebサイトに⽤意し、
���BowNowのフォームを設置します。

動画で⾒る！
配信停⽌フォーム作成

※�メール配信にあたって、配信停⽌(オプトアウト)導線は法律で義務付けられています。

�-�専⽤ページやフォームの⽤意をすぐにできない場合
 配信するメール下部に下記旨を記載することで、対応可能です。
 (例)「配信停⽌をご希望の場合、~~@~~~.jp�へご連絡ください」

基本設定

1

⑤�その後のアクションプラン

②�配信停⽌フォームをWebサイトに設置し、希望者に⼊⼒してもらう

https://mtame-client.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo3NTM0NywiY2F0ZWdvcnlOdW0iOjcyMDF9


2

リード登録

動画で⾒る！
リード⼀括登録

・リード⼀括登録

マニュアルサイトはこちら

�-�名刺がまだ紙のままですか？データ化する⽅法があります！

▼この記事をチェック

⑤�その後のアクションプラン

動画で⾒る！
リード詳細

▼リストのセグメント機能(グループ・タグ)を使って、より効率的なメール配信活動をする

https://mtame-client.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo3NTM0MCwiY2F0ZWdvcnlOdW0iOjcyMDN9
https://mtame.jp/marketing_foundation/Computerization_of_business_cards/
https://manual.bow-now.jp/basic/lead/shelf_registration/
https://mtame-client.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo3NTMzOCwia2V5d29yZCI6Ilx1MzBlYVx1MzBmY1x1MzBjOSJ9


・�メール作成、配信

メールマーケティングやコンテンツについて、BowNow勉強会を定期開催しています。

⑤�その後のアクションプラン

4

メール⽂作成

▼BowNow勉強会をチェック

https://bow-now.jp/media/seminar_information/


⑥�フリープランと有料プランの違い



⑥�フリープランと有料プランの違い









質疑応答



終了です。お疲れ様でした。
�

アンケートへのご回答をお願いいたします。
回答後、本セミナー資料をダウンロードしていただけます。

BowNowの機能・活⽤について、個別のご相談はこちらから
bownowfree@cloudcircus.co.jp


