
Bigmac 株式会社

会 社 案 内

デジタルマーケティング ／ ホームページ制作

本資料の著作権はBigmacに帰属します。本資料の全部または一部を、Bigmacの明示的な同意なしに、他社へ開示、複製、転送することを禁止します。



Bigmacについて

社会に必要なプロダクトを全力で支援する

私たちのミッションは、変化が激しいこの時代で社会にとって、人々にとって

本当に必要不可欠だと感じたサービス、商品を全力で支援します。

広告という枠組みだけに囚われず何が最善の施策なのかを考え、お客様に向き合います。

スマートフォンが広く普及し、5Gなど新たな情報通信が発展する今日、インターネット環境の変化と、

地球上でクラス人々のライフスタイルやコミュニケーション方法は日々変化を続けています。

ビジネス・物の売り買いに関しても同様に、1年前の売り方が通用しないことも当たり前になりました。

Bigmacでは現代のWebやPRのトレンド・ノウハウに精通したプロフェッショナル集団として、

2013年の創業から企業のデジタルマーケティングを支援してきました。

おかげさまで事業規模は順調に拡大し、規模の大きな企業様からのご依頼も増え、

創業から毎年の増収増益を達成し続けています。事業の拡大に伴って福井本社だけでなく、

東京・金沢オフィスの新たな拠点の開拓、オフィスの環境やスタッフの育成にも努めています。

デジタルマーケティング以外にも、映画館広告や写真/動画撮影、不動産のプラットフォーム事業など

オンライン・オフラインを問わず事業内容も拡大してきました。

事業やPR規模の大きさに関わらず、

「いかにデジタルマーケティングを通じて社会に必要なプロジェクトを支援できるか」を意識し、

お客様と共にレベルアップできるよう全力を尽くして参ります。

［ 会社概要 ］

設　立 2013年

代表者 徳山　佳瑛

所在地

東京 office
〒107-0062　東京都港区南青山5丁目4-30南青山YSSビル5F

福井 Head office
〒910-0854　福井県福井市御幸3丁目3-35

金沢 office
〒920-0362　石川県金沢市古府3丁目148番地3dio事務所001号室

役　員

代表取締役　徳山佳瑛 
常務取締役　中東靖浩 
取締役営業部長　高橋拓矩
取締役事業部長　中山麻依
取締役総務部長　豊岡亜里奈
ブランド推進室 室長 執行役員　寺西 秀樹

顧　問

土屋 裕樹　元 株式会社GAPRISE 代表取締役　　
山下 翔一　株式会社ペライチ創業者
米田 建三　元内閣府副大臣・公益社団法人 国際経済交流協会 会長
谷川 仁　株式会社サンライズ社 取締役営業部長

従業員数 71名（グループ含む）

事業内容

・ デジタル広告運用代行
・ メディア運営（メディアサイト、アフィリエイト）
・ ホームページ制作（ECサイト、コーポレートサイト、ポータルサイト）
・ CRM施策（メールマガジン、アップセル）
・ ウェブ解析
・ ブランディング支援
・ コンテンツマーケティング
・ アフィリエイト支援

運営サービス・メディア
・ Lefty
・ HouseLabo
・ シネマニア

子会社一覧
Think 株式会社
LIFE STORIES 株式会社

取引銀行

三井住友銀行
北陸銀行
福井銀行
北國銀行

Bigmac株式会社

代表取締役 徳山　佳瑛
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お取引先の例  （抜粋）

Bigmacではグローバルに活躍されている様々な企業さまとお取引させていただいています。
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Bigmacのデジタルマーケティング

● 広告運用代行

Google twitter

Yahoo BLAED

Facebook Gunosy

Instagram TikTok

Youtube（Trueview） Smart News

LINE Ads Platform Indeed

● Yahooプレミアム広告
● BuzzFeed Japan企画＆運営
● アドアフィリエイト運用
● 各種DSP運用代行
● Web解析
● デジタルマーケティング
　コンサルティング
● アフィリエイト運営代行
● 市場調査＆分析
● CRMツール支援

成果を出します
デジタル広告運用代行・コンサルティング

Google広告やSNS広告を活用して業績を上げたいけれど、

デジタル広告に精通した人材が社内にいない」または、

「施策の選択を誤っていたり、伸びる箇所を見誤っている」

Bigmacのデジタル広告運用代行やコンサルティングは、

「広告費を最適化させ、正しい施策と戦略で

売上を最大化させること」に集中しています。

多くの実績と業種運用経験が豊富なデジタルマーケティングのプロフェッショナル集団が

Google/Yahoo!広告に限らずSNSやYoutubeをはじめとした豊富な広告メニューで

最高のパートナーとして貴社を全力でサポート致します。

［ 事業内容 ］
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デジタル広告運用　Bigmacの強み

こんな悩みを抱えた方にオススメ

● もっと売上を上げたい！

● 1年前の費用対効果(顧客獲得単価やコンバージョン数など)に戻したい

● 競合他社の参入でクリック単価が高騰してしまった…どうしたらよいかわからない

● デジタルマーケティングに十分な時間を割けない

● 新しい機能を使いたいが、学ぶ時間も導入する時間もない

デジタルマーケティング業界は1年足らずで数えきれない程の新しい機能や新しい広告が導入されています。

これだけ動きの激しい業界だからこそ、幅広い知識と多くの実績を持ち合わせたデジタル広告を専門に

取り扱っているプロフェッショナルが、お客様のデジタルマーケティングの

担当者となって運用を最適化・最大化させます。

成果につなげるためのサポート体制

サイトの公開、リニューアルはしたけど、はたして意味はあるのか？

そんな疑問を抱くクライアント様が多い気がします。

サイトといっても一つのショップです。

来たお客様に対して何も接客しない、商品がどこに並んでいるのかわからない。

そのような状態では機能しません。

弊社は、制作＆運用のセットでお客様のサポートをさせて頂き、

問題解決・売上アップに導きます。

Bigmacの
場合

他社の
場合

御社

代理店

マーケティングチーム 制作チーム
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デジタル広告運用実績

モール系ECサイト

雑貨商　材

約10,000円平均客単価

モール系ECサイト

単品通販サイト

● 平均CPA800円、ROAS1500％を達成。

● 既存顧客のリピート購入だけでなく、新規顧客への検索広告や、既存顧客のデータを活かした

　ターゲティングを活用しSNS広告にて新規ユーザーの獲得に成功しました。

雑貨、食器
インテリア

商　材

約12,000円平均客単価

● 広告運用初月でCPA 700円を達成。その後も平均CPA1,000円を継続しながら新規顧客の獲得拡大に成功。

● 企業がそれまで取り組めていなかった自社商品の良さ・見た目の美しさ/インパクトを活かした広告用の

　画像・動画を制作しデジタル広告として展開。SNS広告などで注目を集め初月からCPA700円を記録しました。

美容系、
定期購入商品

商　材

約4,000円平均客単価

● 運用開始から3ヶ月で目標CPAに対して200％達成。（目標獲得コスト20,000円/1件に対して10,000円/1件での獲得に成功）　

● 徹底して広告およびターゲティングのAB比較テストを実施。

　結果の悪い運用方法を停止し、良い広告を残していくことでパフォーマンスの高い広告運用を実現しました。
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※掲載している以外の媒体を希望の方はご相談ください。 手数料を固定で運用するコンサルティングプランもございます。

デジタル広告運用費用イメージ

リスティング広告・ディスプレイ広告

Google & Yahoo! リスティング広告

タイプ 初期設定費

50,000円～

Facebook & Instagran広告

Twitter広告

YouTube広告

LINE広告

合わせて 30,000円

30,000円

50,000円

50,000円

各種デジタル広告

タイプ 広告費 運用手数料

200,000円～ 広告費の20%

初期設定費
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BigmacのWebサイト制作

● 企画・制作・運営

ホームページ

BASEショップ

「売れる」 「集客できる」
ホームページ制作・トータルデザイン

制作して終わりではなく、集客をメインとしている私たちだからこそできる、

集客力のあるサイト、成約率の高い特設LPをご提案します。

Webサイトは制作して終わりではありません。

制作してからの運用が大切になります。

制作会社ではできないマーケティング視点を持ったWebサイトを

ご提案・制作いたします。

Webをはじめ、広告や印刷物などトータルデザインでの

プロデュースも多数実績ございますので、ご相談ください。

［ 事業内容 ］

ネットショップ（ECサイト）

オウンドメディア

キュレーションメディア

ランディングページ（LP） Make Shopショップ

楽天ショップ

Yahooショップ

future shopショップ

Shopifyショップ

STORESショップ
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※ページ数、システム、印刷スピードによりお見積もり金額は変動します。 ※バナーに関しましては都度お見積もり致します。

Web制作　料金一覧

名　刺

タイプ

はがき

A4サイズ （片面）

A3サイズ （片面）

サイト

タイプ 料　金

ECサイト

テンプレートをもとにしたサイト制作

発注後 約1ヶ月

発注後 約2ヶ月

発注後 約3週間

LP（ランディングページ）

800,000～7,000,000円　

1,200,000～8,000,000円　

500,000円～

300,000円～ 発注後 約3週間

広告・印刷物

WEBサイト

納期 （デザインイメージや内容を発注時にいただいた場合）

料　金

2営業日 + 印刷

3営業日 + 印刷

5営業日 + 印刷

5,000円～（内容により変動）

8,000円～（内容により変動）

20,000円～（内容により変動）

40,000円～（内容により変動） 7営業日 + 印刷

納期 （1ページの場合）
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ECサイト制作事例

業務代行サービスLeftyを活用いただくことで、制作後の運用・アクセス解析・改修までを定額でサポートすることが可能です。

栄養商品の販売 美容商材 食品販売
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コーポレートサイト制作事例

業務代行サービスLeftyを活用いただくことで、制作後の運用・アクセス解析・改修までを定額でサポートすることが可能です。

求人・人材育成事業 地域ポータルサイト 採用・求人
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ランディングページ制作事例

業務代行サービスLeftyを活用いただくことで、制作後の運用・アクセス解析・改修までを定額でサポートすることが可能です。

サプリメント サプリ・美容商材 サプリ・美容商材 美容商材 物販・EC 美容商材
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バナー制作事例

業務代行サービスLeftyを活用いただくことで、制作後の運用・アクセス解析・改修までを定額でサポートすることが可能です。

インターネット・通信 物販・EC 住宅・不動産

ファッション・アパレル 美容商材 教育
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関連サービスのご紹介

Lefty https://lefty-service.com/

お客様専門のWebチームを「定額制Webサポートサービス」として、月10時間からご提供。

業務ごとで外注先を使い分けるのが大変、外注費を抑えたい、

社内にWeb専門家がいないなどのお悩みを解決します。

Webデザインからチラシなどの印刷物制作、webアクセス解析、

記事ライティング作成など、幅広いサービスを定額制にて承っています。

House Labo https://house-labo.net

北陸3県（福井県・石川県・富山）で展開する暮らしのすべて『House Labo』。

注文住宅、建売住宅、中古住宅、空き家、不動産、インテリア、ガーデニング、家具、

雑貨、ローン相談、インターネット見直し、引越しなどインフラの圧倒的情報ポータルサイト。

3000社以上の施工業者の掲載や、プレゼント企画、オリジナルのYoutubeチャンネルで情報を発信中。

暮 ら し の 、 す べ て 。
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関連サービスのご紹介

MATE https://mate-app.jp/blog/

MATEは暮らしのアイデアが集まる、アイデア投稿SNSです。

節約レシピや収納・お掃除の裏ワザなど、日々の暮らしを豊かにする

アイデアをMATEアプリのユーザーが、毎日投稿しています。

アカウントのフォロワーは、女性が96%。

25歳以上のフォロワーが多いため、結婚・出産・育児などで生活が変わる

タイミングが多いため、 ライフスタイルジャンルの広告は非常に相性が良いです。

わたしのネット https://flets.hikakunet.jp/

「インターネット回線の契約って複雑で分からない」と

感じたことはありませんか？

私のネットでは、皆さまの楽しいインターネットライフを実現するために、

インターネット回線に関する「分からない」を解消できるコンテンツを

発信しています。
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関連会社のご紹介

動画制作＆写真撮影　プロモーションプロダクション

Think inc. https://thinkinc.jp/

Think inc.はこれからの5G時代に最も重要視される動画コンテンツに特化した、クリエイティブ集団です。

CM動画制作、企業PR動画、SNS動画、サービスイメージ動画などの動画制作だけでなく、

商品の物撮り、イメージカットなど写真撮影、ナレーション、キャスティングなども対応可能です。

ユーザーに反応してもらえる素材の準備をお手伝いします。提案・撮影・編集・運用までを

ノンストップでできる、新しいタイプの制作プロダクションです。

LIFESTORIES https://lifestories.jp/

映画の感動を出発点に、広告をさらなる可能性へ「進化」させていく。

映画という強力なエンターテイメントコンテンツのデジタル活用によって、

よりエンターテイメントが人々の身近に生活にフィットするサービスを

展開し、人々の心と生活を豊かにすることを目的とします。
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最後までご覧いただき、ありがとうございました。

Bigmacは、Webデザインからチラシなどの印刷物制作、

Webアクセス解析、記事ライティング作成など、幅広いサービスを承っております。

私たちのサービスが、お客様のお役に立てることが何よりの喜びです。

今後とも、よろしくお願いいたします。

お電話でのお問い合わせ先

20776-43-0294

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ先

contact@big-mac.jp

ホームページからのお問い合わせ先

https://big-mac.jp/contact
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