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自己紹介

• 清水 崇之

– ソリューション アーキテクト（西日本担当）

– 大阪から沖縄まで、西日本のお客様にもプライム対応で参上します

– AWS 芸人 (詳しくは https://www.slideshare.net/shimy_net/)
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AWS Black Belt Online Seminar へようこそ！

質問を投げることができます！
Adobe ConnectのQ&Aウィンドウから、質問を書き込んでください。
（書き込んだ質問は、主催者にしか見えません）

今後の機能拡張予定や、GAの時期、リージョン展開の予定などに関する
ご質問はお答えできませんのでご了承ください。

Twitterへツイートする際はハッシュタグ #awsblackbelt をご利用くださ
い。

①Q&Aウィンドウ
右下のフォームに
質問を書き込んで

ください

②吹き出しマークで
送信してください
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AWS Black Belt Online Seminar とは
• AWSJのTechメンバがAWSに関する様々な事を紹介するオンラインセミナーです

【火曜 12:00~13:00】

主にAWSのソリューションや

業界カットでの使いどころなどを紹介

(例：IoT、金融業界向け etc.)

【水曜 18:00~19:00】

主にAWSサービスの紹介や

アップデートの解説

(例：EC2、RDS、Lambda etc.)

※最新の情報は下記をご確認下さい。

オンラインセミナーのスケジュール&申し込みサイト
https://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/webinars/

https://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/webinars/
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本資料では2017年4月26日時点のサービス内容および価格についてご説明しています。
最新の情報はAWS公式ウェブサイト(http://aws.amazon.com)にてご確認ください。

資料作成には十分注意しておりますが、資料内の価格とAWS公式ウェブサイト記載の価
格に相違があった場合、AWS公式ウェブサイトの価格を優先とさせていただきます。

内容についての注意点

AWS does not offer binding price quotes.  AWS pricing is publicly available and is subject to change in 
accordance with the AWS Customer Agreement available at http://aws.amazon.com/agreement/.  Any 
pricing information included in this document is provided only as an estimate of usage charges for AWS 
services based on certain information that you have provided.  Monthly charges will be based on your actual 
use of AWS services, and may vary from the estimates provided.

価格は税抜表記となっています。日本居住者のお客様がサービスを使用する場合、別途消
費税をご請求させていただきます。
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今日のモバイルユーザーの
エンゲージメント

年代や性別など属性でセグ
メンテーション

適切なセグメントに
適切なキャンペーンを

モバイルアプリの
ユーザー獲得コストは

安くない

キャンペーンの結果を
次回に活かす
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ユーザーエンゲージメントの課題

スケール

できない

信頼性が

ない

コストが

かかる

柔軟性が

ない

インハウスシステムや
SaaS には課題がある
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Introducing Amazon 
Pinpoint

ユーザーの行動を分析しキャン
ペーンのパフォーマンスを改善

利用状況・デバイス・カスタム
属性に応じて、キャンペーンや
分析のためセグメンテーション

を定義

キャンペーンのためのカスタム
プッシュ通知でメッセージを作

成
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効果的なモバイルエンゲージメントと AWS のスケール

セグメントと

ターゲット

メッセージと

エンゲージ

改善点の

評価

ユーザー行動

の分析

ダイレクトもしくはインダイレクトなデータを用いたエンゲージメントが増加
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Amazon Pinpoint の機能

ターゲットされたモバイルプッ
シュ通知と高速配信

スケジュールされたキャンペーン
や繰り返しのキャンペーン

キャンペーンとアプリケーション
分析

A/B テストとホールドアウトテス
ト

Quiet タイムとメッセージ制限

リッチな通知：スタンダード通知
とサイレント通知

カスタムイベントとカスタム属性

カスタム分析のための S3 自動エ
クスポート

セグメント分析とファネル分析
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Amazon Pinpoint
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ターゲティングの自動化

カスタム属性でアプリ計測

サイレントプッシュとデータ通知

フル API と CLI のサポート

デベロッパーにとって…
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リッチなコンソール体験

リッチなメディア通知の作成

動的なユーザーセグメンテーション

A/B テストとホールドアウトテスト

…マーケッターにとっても

Pinpoint はマーケッターにもデベロッパーにも大きな価値を提供
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セグメントの例

• Usage attributes – どの程度アプリを利用されているか

• Device attributes – デバイス種類, モデル, 国, バージョンなど

• Custom attributes – 独自に設定可能。たとえば、好きなシーズン, 
興味のあるNewsトピック, ゲームのクリアレベル など

• 40 の custom attributes をサポート

セグメント例

セグメントサイズ
(ユーザー)

All users

10,000

Used app in 
last 30 days

3,000

Last 30 days 
and in US

2,000

Last 30 days, in 
US, like winter

1,000
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ターゲットされたプッシュ通知

プロモーション

ユーザーヒント

ニュースアップデート

スポーツスコア

リテンションメッセージ

友達申請
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キャンペーン結果の集計

アプリ分析とキャンペーン分析を利用して、ユーザー行動を把握できる

1500 のカスタムイベントをサポートしておりパーソナライズした情報を計測
ができる

デモグラフィックスとファネル分析を利用して、ユーザーセグメントとドロッ
プオフポイントを調査できる
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Demo
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あらゆるユースケースにおける拡張できる信頼性

信頼性に心配は不要、成長にあわせて拡張できる！

• 1 分間に 100 万通のメッセージを配信

• 1,500 カスタムイベント、 40 カスタム属性

• 4 分間で 100 万件のプロファイルをインポート

H
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低価格 – 大きな価値と柔軟性

3 つの価格指標でユースケースに合わせて価格を調整

• $1 : 100 万メッセージの送信ごとに

• $1 : 100 万イベントの受信ごとに

• $0.0012 : 1ヶ月ごとのターゲッティッドユーザーごとに (MTA)
※１ヶ月間に少なくとも１回メッセージを送ったユニークユーザー

十分な無料枠

• 100 万メッセージ、 1 億イベント、 5000 MTA*

* MTA 無料枠はカスタマーごとに初めの12ヶ月に適用されます

十分な無料枠でお試し; 柔軟で透明な価格



21

まとめ
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まとめ

ユーザーの行動を分析しキャン
ペーンのパフォーマンスを改善

利用状況・デバイス・カスタム
属性に応じて、キャンペーンや
分析のためセグメンテーション

を定義

キャンペーンのためのカスタム
プッシュ通知でメッセージを作

成
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Q&A

[導入に関しての問い合わせ]

http://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/

[課金・請求内容、またはアカウントに関するお問い合わせ]

https://aws.amazon.com/jp/contact-us/

2
3

http://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/
https://aws.amazon.com/jp/contact-us/
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オンラインセミナー資料の配置場所
• AWS クラウドサービス活用資料集

– http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/

• AWS Solutions Architect ブログ
– 最新の情報、セミナー中のQ&A等が掲載されています

– http://aws.typepad.com/sajp/

http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/
http://aws.typepad.com/sajp/
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公式Twitter/Facebook
AWSの最新情報をお届けします

@awscloud_jp

検索

最新技術情報、イベント情報、お役立ち情報、
お得なキャンペーン情報などを日々更新しています！

もしくは
http://on.fb.me/1vR8yWm
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AWSの導入、お問い合わせのご相談
• AWSクラウド導入に関するご質問、お見積り、資料請
求をご希望のお客様は、以下のリンクよりお気軽にご相
談ください
https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/

※「AWS 問い合わせ」で検索してください

https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/
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AWS Black Belt Online Seminar

• 今後の配信予定
– 5月10日(水) 18:00～19:00

• Amazon RDS

– 5月11日(木) 12:00～13:00

• AWS for Game Developer

– 5月17日(水) 18:00～19:00

• Amazon Cognito

• 申し込みサイト
– http://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/#webinar

(もしくは「AWS イベント」で検索)

http://aws.amazon.com/jp/event_schedule/
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ご参加ありがとうございました
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