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はじめに

WooCommerceショップを立ち上げ、大量のトラフィックが発生し
ているのに、コンバージョンは低いまま。さて、一体、何が原因なの
でしょうか？
 
ネットショップにとって、大量のトラフィックが得られれば、夢のよう
な話ですが、その訪問者が購入に至らなければ、何も意味がありま
せん。
 
ECサイトのコンバージョン率は、作業の結果を測定
し、WooCommerceストアのパフォーマンスを向上させるために不
可欠な指標です。
 
この電子書籍では、商品ページを最適化し、コンバージョンを妨げ
ている可能性のある問題を取り除くことで、コンバージョン率を向上
させる10の方法をご紹介します。 

https://kinsta.com/jp/blog/woocommerce-tutorial/
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コンバージョン率とは
 
コンバージョン率とはそもそも、ECサイトにおいて「目的のアクショ
ンが実行された割合」のことです。 

多くの場合、これは「売上」であり、消費者による「商品購入」を意味
しますが、コンバージョンには様々なかたちがあります。代表的なア
クションは以下の通りです。
• ニュースレター（メルマガ）の購読
• ソーシャルメディアでのシェア
• 商品のショッピングカートへの追加
• フォームへの記入と情報の送信
• （前述のように最も一般的な）商品の購入

これらはどれも重要ですが、この電子書籍では、売り上げのコンバー
ジョン（つまり、「商品購入」の確率）を高めることに焦点を当てます。

 
コンバージョン率の測定 

コンバージョン率とは、サイトを訪れた人のうち、購入にいたった
人の割合を表します。計算式は以下の通りです。

WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法

コンバージョン率の計算式

コンバージョン数の合計 
ユニーク訪問者数の合計

x 100 = コンバージョン率

例

商品の注文10件
ユニーク訪問者数1000人

x 100 = コンバージョン率1%
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Googleアナリティクスをはじめとする、ほとんどのEC分析ツール
を使って、コンバージョン率を簡単に測定することができます。ま
だお使いでない場合は、WooCommerce Google Analyticsなど
のプラグインを使って、WooCommerceストアとGoogleアナリテ
ィクスを統合することをおすすめします。
 
Googleアナリティクスでは、過去のデータを深く掘り下げることで、
商品ページで効果が出ていない理由や、改善すべき点を把握するこ
とができます。
 
例えば、月間訪問者数は10％増加しているのに、商品購入数は50％
減少しているというデータがあったとします。これは、何か問題があ
ることを意味します。そもそも、ターゲットにすべきでない消費者が
サイトを訪れている可能性もありますし、商品ページを見ても、説
得力に欠け、購入まで至っていない可能性もあります。
 
コンバージョンのパフォーマンス評価には、Google アナリティクス
の 3 つのECコンバージョンレポートが利用できます。注）このレポ
ートを表示するには、「拡張eコマース」機能を有効にする必要があ
ります。

ショッピング行動の分析 
このレポートでは、セールスファネルの各ステージにおけるセッション
数が確認できます。どれだけのセッションがファネルを通過し、どれ
だけのセッションが各段階でファネルから離脱したかが分かります。 

セッションとは？
セッションとは、一定の時間内の、ユーザーによるインタラクション
（サイトとの関わりやサイトでの行動）のグループのことです。

WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法

https://kinsta.com/blog/how-to-use-google-analytics/
https://woocommerce.com/products/woocommerce-google-analytics/
https://support.google.com/analytics/answer/6032539


Googleアナリティクスでオーディエンスの概要をチェック

決済行動分析
このレポートは、決済プロセスを通過したユーザー数を分析するた
めのものです。標準的な決済プロセスには通常いくつかのステップ
があるため、請求先や配送先の情報を入力するときなど、それぞ
れの段階で離脱するユーザーも確認できます。

Googleアナリティクスでの決済行動分析

9WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法
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商品の販売状況
このレポートでは、収益、価格、数量、ユーザーエンゲージメントの
観点から、商品の販売状況を確認することができます。

Googleアナリティクスにおける商品のパフォーマンス

Googleアナリティクスについての動画もございます。

 

WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法

https://youtu.be/jFcH7_PQtfU
https://youtu.be/jFcH7_PQtfU
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WooCommerceでの「良好な」コンバージ

ョン率とは 

自分のサイトが他のWooCommerceサイトと比べてどうなのか。
これを知るために、Littledataが2021年8月にまとめた統計データ
をご紹介します。コンバージョン率は、業界やニッチによって異なり
ますので、この点をご留意ください。これらの数字は、あくまでも参
考としてご利用ください。

Littledataは235のWooCommerceストアのコンバージョン率を調
査しました。その結果は以下の通りです。

• 平均コンバージョン率0.7%
• トップ20％のコンバージョン率2.4%
• トップ10％のコンバージョン率4.3%

また、Littledataは110のWooCommerceストアで、商品のカートへ
の追加率を調査し、次のような結果が得られました。

• 平均的なカートへの追加率3.4%
• トップ20％のカートへの追加率5.8%
• トップ10％のカートへの追加率8.3%

これらの指標に加えて、注目すべき指標を他にもいくつかご紹介します。 
• カゴ落ち：消費者カートに商品を入れたものの、決済に進むこ

となくサイトを離れてしまうこと
• 決済の中断/放棄：消費者がカートに商品を入れて決済プロセ

スを開始したものの、途中でその場を離れてしまうこと 
• 直帰：サイト上でセッションが発生した（ユーザーがあるページ

を開いた等）ものの、そのセッションで追加のリクエストを発生
させることなく終了すること 

• 離脱：訪問者がサイトの複数のページを閲覧した後に、サイト
を閉じること 

WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法

https://www.littledata.io/average/ecommerce-conversion-rate-(all-devices)/WooCommerce
https://www.littledata.io/average/ecommerce-conversion-rate-(all-devices)/WooCommerce
https://www.littledata.io/average/ecommerce-conversion-rate-(all-devices)/WooCommerce
https://www.littledata.io/average/add-to-cart-rate/WooCommerce
https://www.littledata.io/average/add-to-cart-rate/WooCommerce
https://kinsta.com/blog/shopping-cart-abandonment/
https://kinsta.com/blog/how-to-reduce-bounce-rate/
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また、トラフィックソース、ターゲット市場、ロケーションなど、考慮
すべきことは、他にもあります。ご理解いただけたと思いますが、
多くの要素がコンバージョン率やWooCommerceショップ全体の
成功に影響を与えます。

それでは、商品ページのコンバージョンを高める10の方法をご紹
介します。

WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法



13

ヒント1. 高性能
WordPressサーバーを
選ぶ
せっかくWooCommerceストアにトラフィックを集めたのに、読み
込みの遅さで「追い払ってしまう」のはもったいないことです。実
際、47％の人がサイトの読み込みが2秒で完了することを期待し、3
秒以上かかると40％の人がサイトを離れてしまうと言われていま
す。
 
サイトスピードが遅いと、SEOにも影響します。というのも、検索エ
ンジンはユーザーエクスペリエンスを非常に重要視しており、上記
の統計で見たように、サイトが遅いと、たいていの訪問者は立ち去っ
てしまうからです。これでは、検索エンジン検索結果ページ上位の
座を、競合他社に明け渡すことになりかねません。
 
幸いなことに、WordPressサイトを高速化する方法は数多くあり
ますが、その中でも重要なのが、高速WordPressサーバーを選ぶ
ことです。

今すぐダウンロード

その他のパフォーマンスに関するヒント
は、WordPressサイトの速度アップについてご紹
介している電子書籍をご覧ください

WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法

https://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2011/04/loading-time.pdf
https://blog.kissmetrics.com/wp-content/uploads/2011/04/loading-time.pdf
https://kinsta.com/jp/ebooks/wordpress/speed-up-wordpress/
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共用WordPressサーバーからの脱却 

SiteGround、GoDaddy、Bluehostなどの共用WordPressレンタ
ルサーバーは、非常に安価ではありますが、パフォーマンスが犠牲
になる傾向が否めません。共用サーバーでは、他のサイトとリソー
スを共有することになります。速度が低下するだけでなく、頻繁な
500エラー、さらに悪いことにはサイトのダウンも予想されます。 

KinstaのマネージドWordPressホスティング

代わりに、Kinstaのようなコンテナベースのサーバーをおすすめ
します。
 
Kinstaでは、お客様のサイトに必要なすべてのリソース
（Linux、NGINX、PHP、MySQL）を備えた、他とは分離されたソフ
トウェアコンテナを採用しています。つまり、各サイトのソフトウェア
は完全に切り離され、お客様自身のサイト間でも共有されることは
ありません。
 
私たちは、Google Cloud Platformのプレミアム階層ネットワーク
上にインフラを構築しました。また、Nginx、PHP 8.0、LXDソフトウ
ェアコンテナ、MariaDB、最適化VM（仮想マシン）などの最先端の
技術を使用して、サイトの高速読み込みを徹底しています。
 
売り上げのチャンスをみすみす逃さないために

KinstaのサーバーがWoocommerceサイトにおすす
めである理由

WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法

https://kinsta.com/jp/siteground-alternative/
https://kinsta.com/jp/godaddy-alternative/
https://kinsta.com/jp/bluehost-alternative/
https://kinsta.com/jp/blog/wordpress-errors/
https://kinsta.com/jp/blog/wordpress-errors/
https://kinsta.com/jp/blog/php-8/
https://kinsta.com/jp/woocommerce-hosting/
https://kinsta.com/jp/woocommerce-hosting/
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ヒント2. 商品ナビゲー
ションの改善
消費者による商品購入プロセスの第一歩は何でしょうか？そうで
す、「気になる商品を見つける」必要があります。
 
オンラインショップを訪れてもらっても、そこで消費者の注意を引く
ことができるのは、わずか一瞬です。お目当ての商品を見つけるの
に手間がかかればかかるほど、コンバージョンに至らない可能性
が高くなります。
 
イチオシ商品ページへと消費者を誘導する策を、いくつかご紹介
します。 

レイヤードナビゲーション

レイヤードナビゲーションでは、カテゴリ、価格帯、色、サイズ、そ
の他の属性に基づいて商品を簡単に見つけることができます。こ
れを実装する方法として便利なのが、Ajax-Enabled, Enhanced 
Layered Navigationの使用です。
 
下の例では、Hidden Grounds Coffee Coの商品が、「すべてのコ
ーヒー」・「ブレンド」・「カフェインレス」・「人気の商品」・「シングルオ
リジン」といったカテゴリに分けられています。

WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法

https://woocommerce.com/products/ajax-layered-navigation/
https://woocommerce.com/products/ajax-layered-navigation/
https://thehiddengrounds.com/products/coffee/
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Hidden Grounds Coffee Coの商品カテゴリー

サイト内検索

サイト内のナビゲーションをざっと見ただけでは不十分である場
合、次はサイト内検索を利用することになります。サイト内検索実
装でお困りの方は、関連記事「WordPress検索機能を改善する方
法（＋検索を高速化）」をご覧ください。 

Printing New Yorkのサイト内検索オプション

WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法

https://thehiddengrounds.com/products/coffee/
https://kinsta.com/jp/blog/wordpress-search/
https://kinsta.com/jp/blog/wordpress-search/
https://www.printingnewyork.com/
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ライブチャット

積極的なサポートを提供することも重要です。お客さんが質問を
気軽に投げかけられるように、チャット機能を実装してみてはいか
がでしょうか。Beeketing for WooCommerceなどのプラグインを
使って、ライブチャットをサイトに組み込むことができます。

Chuckling Goatのライブチャット

商品比較

消費者による購買決定プロセスの一つに、商品の比較がありま
す。例えば、機能、利点、価格の比較などです。どの商品が一番な
のか把握する上で重要なステップです。Product Compareを使え
ば、簡単にこの機能を実装できます。

WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法

https://kinsta.com/jp/blog/woocommerce-plugins/
https://www.chucklinggoat.co.uk/
https://woocommerce.com/products/woocommerce-products-compare/
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ヒント3. 質の高い商品
画像を使う
オンラインショッピングでは、商品画像が重要視されます。質の低い
画像ではダメです。
 
ここでは、商品画像とビジュアルコンテンツ戦略全体を改善するた
めの簡単なヒントをご紹介します。
 

高解像度の画像

高画質の商品画像を掲載することで、商品をより詳しく紹介でき、結
果的にコンバージョンにつながる可能性が高まります。また、画質
が低いと、非常に「アマチュア」感が出て、信頼性に欠けると判断さ
れてしまいます。

ズーム機能

商品画像をインタラクティブに拡大・縮小できるズーム機能は、消
費者に喜ばれます。実際に、オンラインショップ利用者の38％が、
画像のズーム機能があるオンラインショップで商品を購入する可能
性が高いと回答しています。
 
オールブラックスのショップでは、高解像度の画像とズーム機能を
併用することで、消費者に商品に関する視覚的な情報をできるだ
け多く提供するようにしています。

WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法

https://kinsta.com/blog/visual-content-strategy/
https://kinsta.com/blog/conversions-woocommerce-product-pages/
https://allblackshop.com/
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オールブラックスのユニフォーム商品ページ（高解像度画像＋ズーム機能）

360度ビュー

この機能があると、商品をさまざまな大きさ、角度、視点で見ることが
できます。オンラインストアでは、360度画像を採用した商品は、静止画
像のそれよりも6％も売り上げがアップしたという結果が出ています。
 
Heal’sでは、（この電子書籍でご紹介している）画像に関するあら
ゆるヒントが採用されています。下の例にあるように、ソファの画
像は高解像度で、ズームと回転も可能です。

Heal’sで販売されているソファの360度パノラマ写真

WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法

https://allblackshop.com/
http://www.marketplacesellers.com/360-3d-product-photography/
https://www.heals.com/
https://www.heals.com/matera-right-hand-corner-chaise-sofa.html
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しかし、鮮明な画像を使っても、ページの読み込みが遅ければ意味
がありません。
 
画像の最適化をお忘れ無く。不要な余白や情報を削除、可能な限り
非可逆圧縮を使用、適切なファイル形式を選択し、WordPressと相
性の良いCDNを導入しましょう。

WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法

Woocommerceに強いサーバー

Kinsta CDNのご紹介 
CDN（コンテンツ・デリバリ・ネットワーク）は、ウェブサーバーの負荷を軽
減し、訪問者へのコンテンツ配信を高速化するのに効果的です。
 
Kinstaのお客様には、無料のCloudflare統合により、Cloudflareの堅
牢なグローバルネットワークを利用した高性能HTTP/3 CDNを追加費
用なしでご利用いただけます。
 
その効果は折り紙付きです。パフォーマンスベンチマークテストで
は、Kinsta CDNを有効にすることで、ページ読み込み時間が最大44％
短縮されています。
 
Kinsta CDNでページ読み込み速度を引き上げましょう。

https://kinsta.com/jp/blog/optimize-images-for-web/
https://kinsta.com/jp/blog/wordpress-cdn/
https://kinsta.com/jp/blog/wordpress-cdn/
https://kinsta.com/jp/woocommerce-hosting/
https://kinsta.com/jp/knowledgebase/cloudflare-integration/
https://kinsta.com/jp/help/kinsta-cdn/
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ヒント4. 商品ページの
説明文を最適化する 
商品のビジュアルコンテンツ最適化が完了したら、次はテキストの
最適化です。
 
これに着手する前に、以下のような標準的な商品ページのテキスト
がすべて揃っていることを確認してください。
• 商品名
• 商品の概要（価格、機能、カスタマイズオプション）
• 商品の詳しい説明
• レビュー・評価
• コール トゥ アクション ボタン

確認できたら、次はスタイルを考えます。既存のコンテンツは、お客
さんの購買意欲を高めるものになっていますか？
 
感情的な結びつきを強め、価値を絞り込んだ商品説明にすること
で、コンテンツを理解しやすいものにしましょう。また、不必要な専
門用語を使わず、利用者が日常的に使用する言葉を採用すること
も重要です。
 
例えば、人気の水筒ブランドであるNalgeneは、利用者の最大の懸
念事項が「水漏れ」と「破損」であることを理解しています。このこと
を商品説明に反映させた結果がこちら。

WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法

https://nalgenecanada.com/
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オリジナリティ。ザ・トレイルブレイザー。ウォーターボトル界のエド
モンド・ヒラリー。（※注釈: エドモンド・ヒラリー = ニュージーラン
ド出身の登山家）
水分をしっかり補給でき、衝撃や衝突、落下にも耐え、一滴の漏れ
も許さない水筒をお探しであれば、容量32オンス、広口の水筒が
おすすめです。何十年もデザインを変えていないのには訳があり
ます。（圧倒的な）機能性が答えです。

Nalgeneのユニークな商品説明（水筒）

もちろん、販売している商品やサービスの種類によって、語り口調は
変わります。例えば、靴下の説明に、最新型の携帯電話ほどの精密
さは必要ないでしょう。ターゲットとなる消費者層が、特定の商品に
ついてどのように会話を繰り広げているのかを調査し、A/Bテストを
使ってサイトに最適な説明のしかたを探ることをおすすめします。 

WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法

https://nalgenecanada.com/
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WooCommerce商品ページのSEO

商品ページの説明文は、WordPressサイトのSEOに大きな（直接的な）
影響を及ぼします。ここでは、いくつかの項目に注目してみましょう。

構造化データ 
構造化データを使用して、商品に関する情報を「Googleに理解して
もらいやすい」言語で提供することができます。 

構造化データにより、Googleの検索結果に表示される評価、在庫、価格など

構造化データの種類については、Googleによるこちらの説明をご覧ください。
 
ファセットナビゲーション
ファセットナビゲーションは、ユーザーが好みに応じて商品を簡単
に絞り込めるようにする（ECサイトで特に一般的な）手法です。以下
のProtestの例では、サイズ、色、価格、機能、売上などで商品を絞
り込むことができます。

 

Protestに搭載されている豊富なフィルターオプション

WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法

https://developers.google.com/search/docs/advanced/structured-data/product
https://www.protest.eu/en/rw/
https://www.protest.eu/en/rw/
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これは消費者にとってはありがたいことですが、SEO担当者にとって
は、まるで悪夢です。というのも、ありとあらゆるフィルターの組み合
わせで固有のURLが無数に生成されるからです。これを放置してお
くと、膨大な量の重複コンテンツが発生してしまいます。
 
コンテンツの重複は、いくつもの理由で避けるべきです。重要なペ
ージにスポットが当たらなくなります。そして、Googlebotは、どう
でもいいページをクロールし、インデックスしていきます。また、検
索結果に表示されるべきでないページにまで「リンクを共有」する
ことで、リンクを介して伝達される価値（オーソリティ）を薄めてしま
います。
 
この問題を解決する方法については、Googleによる「ファセットナビ
ゲーションのベストプラクティス（＋5つの悪い例）」をご覧ください。
 

類似商品ページの最適化

色やサイズなどの微妙な違いを除いて、ほとんど同じ商品が並ぶ
ことはよくあります。このような場合、事実上同じ商品であるため、
すべてのバリエーションに対して独自のコンテンツを作成すること
は困難です。また、先に述べたように、Googleの見解という意味で
も、重複コンテンツは決して良いものではありません。
 
これにはいくつかの対処法が考えられますが、canonicalタグが優
れた選択肢です。商品群の各商品にcanonical URLを追加するこ
とで、グループを代表する1つの商品ページを強調し、これが検索結
果で上位に表示されるようにすることができます。
 

https://developers.google.com/search/blog/2014/02/faceted-navigation-best-and-5-of-worst
https://developers.google.com/search/blog/2014/02/faceted-navigation-best-and-5-of-worst
https://developers.google.com/search/docs/advanced/crawling/consolidate-duplicate-urls
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また、消費者が色やサイズを指定できるように、基本のみに特化し
た商品ページをメインに据えることもできます。これにより、その他
のそれぞれの商品ページにあるオーソリティを1つの重要なページ
にまとめ、検索結果で上位に表示される可能性を高めることが可
能です。 

今すぐダウンロード

Kinsta直伝！SEO戦略強化ガイド
アナリティクス、サイト全体にわたる注意事項、
コンテンツキーワードの最適化、メンテナン
ス、オンページSEO、メディア、被リンクなどな
ど、WordPressサイトのSEOについて、こちらの電
子書籍で詳しく解説しています。

https://kinsta.com/jp/ebooks/wordpress/how-to-improve-seo/
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ヒント5. コールトゥア
クションボタンを明確
にする
これまで高画質の画像や印象的な商品説明について説明してきま
した。商品に興味を持ってもらった後は、明確なコール トゥ アクシ
ョン（CTA）を用意して、購買意欲を高めます。

コール トゥ アクションのテキスト  

あなたは、CTAボタンに、決済プロセス開始を後押しする明確な
文言を使用していますか？
 
質の高いCTAには“パワーワード”が使われるものです。EC商品
ページでは、「カートに追加」や「今すぐ購入」などが広く採用され
ています。 

コール トゥ アクションのデザイン

せっかくのCTAボタンも、お客さんに見てもらえなければ意味があり
ません。サイトの背景やページ上の他の情報とのコントラストを保つ
ように、そして、ごちゃごちゃしないようにご注意ください。
 
ボタンやリンクなどのアクション性の高い要素を強調するには、サイ
トを代表するプライマリーカラーを使うのが効果的です。ただし、ペ
ージにその色が多く使われている場合は、ブランドの二次的な色に
切り替えるか、新しい色を導入してその視認性を確保しましょう。
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Weber の明確な「カートに入れる」コール トゥ アクションボタン

コール トゥ アクションのテスト

A/Bテストは、CTAが期待通りの効果を上げているかどうか確認する
ための最終ステップです。A/Bテストはスプリットテストとも呼ばれ、2
つのページの要素を直接比べて、どちらの要素に読者がより反応す
るかを調べられます。

EC商品ページのCTAの場合、そのテキスト、デザイン、サイズ、配置
などをテストすることができます。

ここでは、独自のA/Bテストを実行する方法をご紹介します。 

1. どの要素を評価したいかを選択する
2. テストの成功を測るKPIを決める
3. サンプルサイズ（“勝者”を決定するために必要なテストの数）を

決める

https://weber.co.za/shop/braais/q2400-dark-grey-electric-braai/


28WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法

4. テスト対象の要素だけが異なる2つのバージョンを用意する
5. テストを実行する
6. 事前に設定したKPIに基づいて、結果を評価する
7. テストに影響を与えた外的要因があれば、それを記録する 

詳しくは「コンバージョン最適化を助けるWordPressA/Bテストツー
ル10選」をご覧ください。

https://kinsta.com/blog/wordpress-ab-testing-tools/
https://kinsta.com/blog/wordpress-ab-testing-tools/
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ヒント6. 信頼の構築 
ヒント4では、商品ページの最適化としてレビューや評価について学
びました。続いては、その理由について説明します。

オンラインストアのコンバージョンを引き上げるには、信頼感を確保
することが不可欠です。お金のやりとりに加えて、買い物客は名前、
住所、クレジットカード情報など、数多くの個人情報を入力する必要
があります。

この情報を共有する前に、普通、誰もが、「オンラインショップが信
頼に足るものかどうか」確認したいと思うものです。 

社会的証明（ソーシャルプルーフ）

お客さんからの正直な声やレビューは、サイトの正当性を高めてく
れます。実際、91％の人がオンラインでレビューを読み、84％の人が
知り合いからのおすすめを信頼するのと同じようにレビューを信頼
するとのことです。
 

商品ページにレビュー機能を実装することで、購入を検討する人
に、実際の評価を確認してもらいましょう。Good Dye Youngで
は、原材料の横にレビューを掲載しています。

https://www.bigcommerce.com/blog/online-reviews/
https://gooddyeyoung.com/product/gdy-steal-my-sunshine/#reviews
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Good Dye Youngの商品ページにあるレビュー
  

 
お墨付きマーク 

McAfeeやTrustPilotのような目に見えるマークは、オンラインショ
ッピングをする人がはじめてのウェブサイトを信頼し得る2番目に大
きな要因となっています。
  
Chuckling Goatのウェブサイトでは、Trustpilotの「4.9/5」という
評価と承認の証をサイトのフッターに表示することで、信頼性をア
ピールしています。

Chuckling Goatのフッターに表示されているTrustpilotの評価

https://gooddyeyoung.com/product/gdy-steal-my-sunshine/#reviews
https://vwo.com/blog/vwo-ecommerce-cart-abandonment-report-2016/
https://vwo.com/blog/vwo-ecommerce-cart-abandonment-report-2016/
https://www.chucklinggoat.co.uk/
https://www.chucklinggoat.co.uk/
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WooCommerceとSSL証明書 

HTTP接続を使用したサイトで（例えばChromeでアクセスした時
に）表示される「Not Secure」というメッセージは、オンラインショッ
ピングをする人にとっては、思わず立ち止まってしまうほどのもので
す。例えば（英語からの翻訳ですが）次のようになります。

このサイトへの接続は安全ではありません。 
攻撃者によって盗まれる可能性があるため、このサイトに機密情報（例
えば、パスワードやクレジットカード）を入力しないようにしてください。 

Chromeの「このサイトへの接続は安全ではありません」というメッセージ

これを回避するには、WooCommerceストアにSSL証明書をインス
トールして、HTTPS接続を有効にします。これにより、ECサイトのセ
キュリティが向上し、悪意のある他者が顧客データにアクセスできて
しまうリスクが軽減されます。

 

WooCommerceサイトと相性のいいサーバーがこちら

Kinstaでは、ドメイン所有権等の確認をするだけで、Cloudflareとの統
合が行えます。これには、ワイルドカードをサポートする無料のSSL証明
書が付帯します。そのため、別途契約のSSLを利用する特別な理由がな
い限り、SSLを手動で設定する必要はありません。

https://kinsta.com/jp/knowledgebase/woocommerce-ssl/
https://kinsta.com/jp/woocommerce-hosting/
https://kinsta.com/jp/cloudflare-integration/
https://kinsta.com/jp/cloudflare-integration/
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ヒント7. プロモーショ
ンで緊急性を高める  
 
信頼感と優れた商品説明は、コンバージョン上昇のための土台です。そ
こに緊急性を加えることで、購入までの後押しをすることができます。

緊急性とは、つまり、商品購入までの制限時間を設けることを意味します。

“希少性”の法則を利用することで、商品ページにおける緊急性を高
めることができます。希少性には2つの種類があります。
• 数量的な希少性（例. この価格は残り2点のみ）
• 時間的な希少性（例. あと1時間で販売終了）

商品の在庫に限りが無い場合には、時間を区切ってボーナスを出し
たり、「先着○〇名様」に無料でプレゼントを用意したり、一定期間
内での購入に割引を適用したりできます。

下のストアのように数量が限られている場合は、「残り8点」といった
メッセージを使って、コンバージョンを促すことができます。

希少性を強調した戦略─1861の商品ページ

https://1861.ca/
https://1861.ca/
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ヒント8. 決済プロセス
の簡素化 

購入完了までに、何回クリックし、何回フォームに情報を入力する
必要があるでしょうか？この質問をしたのには理由があります。オ
ンラインショッピング利用者の21％が、決済プロセスが長すぎたり
複雑すぎたりすると、その場を離れてしまうからです。
 
ここで、Googleアナリティクスの「決済行動分析」レポートが役に立
ちます。

ゲストとして決済を続行 

オンラインショッピング利用者の34%は、決済時にアカウント作成・
使用したくない、という事実が調査により判明しています。「ゲスト
としての決済」というオプションは、このようなニーズに応えるのに
欠かせません。
 
この機能をオンにするには、WooCommerceの「アカウントとプラ
イバシー」に移動し、「購入処理中に顧客が既存のアカウントにロ
グインできるようにします。」の項目にチェックを入れます。

WooCommerce設定の「アカウントとプライバシー」タブ

https://fitsmallbusiness.com/shopping-cart-abandonment-statistics/
https://fitsmallbusiness.com/shopping-cart-abandonment-statistics/
https://sleeknote.com/blog/cart-abandonment-statistics
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独自の決済フィールド 

WooCommerceストアを作成すると、プラグインにより自動的に
決済ページが作成され、これが使用されます。デフォルトでは、請
求先情報、名前、会社名、住所、電話番号、メールアドレス、補足
事項、プライバシーポリシーなどが含まれています。
 
これはあくまでも「デフォルト」です。皆さんにとってぴったりとは限
りません。好みにあわせて調整することをお勧めします。例えば、物
理的な商品を販売していないのでれば、配送先住所は不要です。
 
WooCommerceの決済ページを変更するには、WooCommerce
の機能、ブロック、ショートコード、プラグインや拡張機能、ページ
テンプレートやテーマ、コーディングなど、様々な方法があります。

R.E.D.D.のオンライン決済ページ

https://kinsta.com/blog/woocommerce-checkout/#why-you-might-want-to-change-your-woocommerce-checkout-page
https://www.reddbar.com/
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送料無料

ECサイト運営において、送料の話は避けて通れませ
ん。WooCommerceショップのオーナーとして、これにどのように
対処するかで、大きな違いが生まれます。実際、53%のオンラインシ
ョップ利用者は、決済時に送料などの余計な料金が発生すると、決
済を放棄します。
 

もし、送料無料サービスを提供できるのであれば、商品ページに
この情報を加えることで、消費者に確実に知らせることができま
す。Strandberg Guitarsは、価格とコール トゥ アクションボタンの
横に「100ドル以上で送料無料」と明記しています。

Strandberg Guitarsの商品ページ

あわせて、WooCommerce決済プロセスで無料配送を有効にする
方法もご覧ください。

https://fitsmallbusiness.com/shopping-cart-abandonment-statistics/
https://fitsmallbusiness.com/shopping-cart-abandonment-statistics/
https://strandbergguitars.com/
https://strandbergguitars.com/
https://kinsta.com/blog/woocommerce-checkout/#how-to-trigger-free-shipping-during-the-woocommerce-checkout-process
https://kinsta.com/blog/woocommerce-checkout/#how-to-trigger-free-shipping-during-the-woocommerce-checkout-process


36WooCommerceショップ商品ページのコンバージョンを引き上げる10の方法

MyKinstaの見本を見る

ポイント
 
決済プロセスに大きな変更を加える際には、本番サイトではなく、ス
テージングサイトでテストすることを強くおすすめします。Kinstaで
は、WordPressサイトごとに、MyKinstaから数秒でステージング環境
を作成することができます。
 
MyKinstaには見本もございます。本番サイトとステージングサイトをい
かに簡単に切り替えられるかご確認ください。

https://kinsta.com/woocommerce-hosting/?utm_campaign=10%20Ways%20to%20Boost%20Your%20WooCommerce%20Product%20Page%20Conversion&utm_source=WooCommerce-Conversion-Ebook&utm_medium=Button
https://demo.kinsta.com/register?lang=ja&utm_campaign=10%20Ways%20to%20Boost%20Your%20WooCommerce%20Product%20Page%20Conversion&utm_medium=Button&utm_source=WooCommerce-Conversion-Ebook
https://kinsta.com/jp/help/staging-environment/
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ヒント9. コンバージョ
ン機会損失への対処
 
ここまででご紹介してきた最適化を行っても、訪問者がセールスファ
ネル（つまり購入にいたるまでの道のり）を離れてしまうことがありま
す。「ことがある」どころか、実際、98％の消費者は初回訪問時に購
入に至りません。
 
これは、多くのネットショップにとって、悩ましい問題です。そもそも
トラフィックを獲得するのが難しいことを考えると尚更です。

ただし、初回訪問時に購入まで至らなかった消費者にアプローチす
る方法はいくつかあります。

ウィッシュリスト機能

「あとで買いたい」と思っているお客さんもいます。商品ページに「ほ
しい物リスト」ボタンを設置することで、そんな要望に応えることが
できます。ウィッシュリスト機能を使えば、せっかくのコンバージョン
の機会を無駄にすることはありません。

Simonsのサイトでは、メインのコール トゥ アクションのすぐ隣にウ
ィッシュリストボタンが実装されています。 

https://blog.kissmetrics.com/why-visitors-arent-signing-up/
https://www.simons.ca/en/men-clothing/sweaters-cardigans/crew-necks/rib-knit-sweater--7107-207043?catId=6723&colourId=41
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On Simons’ website, the wishlist feature is right next to 
their  
main call-to-action.

Simonsの商品ページ

カゴ落ち対処メール

カゴ落ちは、コンバージョンを下げる大きな要因です。平均して70
％もの消費者が、カートに中身が入った状態でプロセスを放棄して
います。その理由としては、送料が高い、ゲストとして決済ができな
い（アカウントを作成しなくてはならない）、決済手続きが複雑、サイ
トの信頼性が疑わしい…などが挙げられます。たとえあなたのサイ
トが完璧であっても、消費者が初回訪問時に、購入を完了するとは
限りません。
 
カゴ落ち対処メールを自動で送信し、「カートにこんな商品が入って
いましたよ」と、自然なかたちで、背中を押すことができます。これ
は、WordPressプラグインや拡張機能（woocommerce.comにはた
くさんの選択肢があります）、またはMailChimpやMilerLiteのよう
なメールマーケティングソフトウェアを使って実装可能です。

あわせて、カゴ落ち対処メール戦略もご確認ください。

https://www.simons.ca/en
https://www.simons.ca/en/men-clothing/sweaters-cardigans/crew-necks/rib-knit-sweater--7107-207043?catId=6723&colourId=41
https://sleeknote.com/blog/cart-abandonment-statistics
https://sleeknote.com/blog/cart-abandonment-statistics
https://kinsta.com/blog/shopping-cart-abandonment/
https://kinsta.com/blog/abandoned-cart-email/#abandoned-cart-email-strategy
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See an entire abandoned cart email strategy on our blog.

Wayfairのカゴ落ち対処メール（リマインダーの自動送信）

リターゲティング広告

リターゲティング広告とは、ウェブサイトのクッキーやSNSのピクセルを
使用して、過去の訪問者を対象に、関連情報を表示するものです。これ
を使って、過去にあなたのオンラインストアを訪れ、興味を持ったであろ
うことを消費者に思い出させることができます。
 
リターゲティング広告を実施するためには、サイト訪問者を追跡するピ
クセルやタグをサイトに設置する必要があります。これをもとにして、広
告配信対象を過去の訪問者に限定できます。また、サイト内の特定のペ
ージを閲覧した人や、コンバージョンに至らずともサイト内で最も長い
時間を過ごした訪問者など、各属性の違いをテストすることもできます。

https://kinsta.com/blog/abandoned-cart-email/#abandoned-cart-email-strategy
https://www.wayfair.ca/
https://kinsta.com/blog/ad-retargeting/
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ちなみにですが、Apple iOS 14.5のアップデートにより、利用者自
身がスマートフォンでのトラッキングを無効にできるようになったた
め、リターゲティングのオーディエンスが以前よりも限定的になる可
能性があることには、ご注意ください。この問題に対処するには（例
えばFacebookでリターゲティング広告を実施する場合は）、ウェブ
サイトでファーストパーティデータを収集し、Facebookのイベント管
理方法に従ってください。

 

La petite garçonneアクセス後にFacebookに表示されるリターゲティング広告

https://www.facebook.com/business/help/126789292407737?id=1205376682832142
https://www.facebook.com/business/help/126789292407737?id=1205376682832142
https://1861.ca/
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今すぐダウンロード

プライバシーポリシーのススメ

このような方法で顧客データを追跡・利用する場合
には、しっかりとしたプライバシーポリシーが必要
となります。そこで、Termageddonのプライバシー
エキスパートであるDonata Stroink-Skillrud氏と
協力し、どのようなプライバシー法を遵守する必要
があるのか、また、WordPressサイトでプライバシ
ーポリシーを最新の状態に保つにはどうすればよ
いのかをご紹介しています。

https://hubs.ly/H0YxMSj0
https://kinsta.com/ebooks/wordpress/website-privacy-policies/?utm_campaign=10%20Ways%20to%20Boost%20Your%20WooCommerce%20Product%20Page%20Conversion&utm_source=WooCommerce-Conversion-Ebook&utm_medium=Button
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ヒント10. 競合他社に
先んじて自社を比較 
 
どんな商品やサービスであっても、ライバルが存在します。
 
調査によると、93％の消費者が購入を決定する前にオンラインで価
格を比較しています。そこで、サイト間を行ったり来たりする必要が
ないように、便利な比較表を作ることができます。
 
消費者は、商品の最も重要な部分、つまり価格と機能を見る傾向が
あります。競合他社よりも価格が高い場合は、その価格に見合うだ
けの機能をアピールしましょう。

Kinstaでは、このためのページを用意しています。

WP EngineとKinstaのサーバーを比較したページ

https://www.minderest.com/blog/how-do-consumers-compare-prices-before-purchasing
https://www.minderest.com/blog/how-do-consumers-compare-prices-before-purchasing
https://kinsta.com/jp/wp-engine-alternative/
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さいごに  
 
この電子書籍で紹介されているアドバイスを実行したら、それだけ
で「仕事は終わり」とはいきません。引き続きGoogleアナリティクス
のレポートを観察し、ファネル内の問題点を見つけ、改善を続けて
いきましょう。コンバージョン率のベンチマークと同じように、すべて
のサイトには個性があることも、お忘れなく。あるサイトではうまく
いっても、あなたのサイトではうまくいかない─そんな戦略もあるか
もしれません。
 
最後に、WooCommerceストアにおけるスピードの重要性は、いく
ら強調してもしきれません。ECビジネスとなると「時は、文字通り、
金なり」です。ページの読み込みが1秒遅れるごとに、コンバージョ
ン率は7%も低下すると言われています。
 
Kinstaは、Google Cloud Platformのプレミアム階層ネットワーク
上にインフラを構築することで、お客様のサイトの高速読み込みを
後押ししています。

私たちは、トラフィックの多いWooCommerceサイトの最適化を毎
日のように行っています。おまけとして、パフォーマンスと機能性の
完璧なバランスを追求するために行っているいくつかの施策もご紹
介します。 

• WooCommerceの適切な機能を確保するためのルールに基づ
き、サーバーレベルでの高速キャッシュを実装

• デフォルトでは、cart、my-account、checkoutなどの特定の
WooCommerceページを、キャッシュから除外

https://kinsta.com/jp/woocommerce-hosting/
https://kinsta.com/jp/woocommerce-hosting/
https://kinsta.com/jp/blog/google-cloud-hosting/
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• 「woocommerce_items_in_cart cookie」が検出されたときに
自動的にキャッシュをバイパスし、スムーズかつ確実に同期され
た決済プロセスを実現

• kinsta-cache/purge_listフィルターを使って、プログラムで個
別のURLをパージ

• プログラムによるパージは、サポートエンジニアが提供するプ
レフィックス付きのURLを利用することで、cURL経由で行うこ
とも可能

お客様のオンラインストアに固有の要件を深く理解するレンタルサー
バーで、WooCommerceサイトの成長を加速させてみませんか？

WooCommerceサイトにぴったりのサーバー
に乗り換える

https://kinsta.com/jp/woocommerce-hosting/
https://kinsta.com/jp/woocommerce-hosting/
https://kinsta.com/jp/woocommerce-hosting/
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