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00 | はじめに

ゴール

Googleタグマネージャー（以下 GTM）

を使って

Google Analytics４（以下 GA4）

のコンバージョン設定（＝目標設定）ができるようになること



00 | はじめに

Googleタグマネージャー（以下 GTM）とは？

「タグ」＝「命令」を一元管理できる
  支配人がタグマネージャー

＼ Hi ／

Googleが無料で提供している

タグマネジメントツール のこと

前提

サイトのパフォーマンス＝どれくらい成果が出ているか？を計測するためには、

サイト内に「タグ」＝あらゆる種類の「命令」を設置する必要がある



00 | はじめに

GTMの基本構造

アカウント（１社あたり１個）

コンテナ（サイトごとに１個）

コンテナ

タグ（トリガー＋変数）

例：問合せ完了したら記録
　　資料請求されたら記録
　　ページを最後までスクロールしたら記録

ワークスペース

ワークスペース



00 | はじめに

Google Analyticsとは？

Googleが無料で提供している

アクセス解析ツール のこと

例えば

サイトに訪れたユーザーが

どこから来たのか/サイト内をどのように回遊したのか/どこで離脱したのか

どんな属性のユーザー（地域、性別、利用デバイス）なのか

を解析できる＝広告運用の際に重要な参考指標として用いることができる

GA4 ＝ 最新版（2022年7月10日時点）のGoogle Analyticsのバージョンを指します



00 | はじめに

① 一度設置すればタグの設定はGTM内で完結できる

　（毎回ソースコードを書き換える必要がない）

GTMを使わずコンバージョン設定をすると…

・毎回ソースコード（HTML）を書き換える必要がある

・コード設置する担当者ごとにやり方が異なる場合があり引継ぎに時間がかかる

・タグが増えすぎると処理速度が遅くなり読み込みスピードも下がることがある

GTMを使って GA4のコンバージョン設定をするメリット

② 広告タグなど他のタグも一元管理できる

③ Webサイトの読み込み速度が下がらない



01 | 事前準備
①Googleで「Googleタグマネージャー」と検索

②「Google tag manager」をクリック

③「無料で利用する」をクリックし、ログイン



01 | 事前準備

GTMのアカウント・コンテナを作成

※アカウント：企業単位（通常1個）

※コンテナ：サイト（またはドメイン）単位



01 | 事前準備

③サイトURLを入力

①アカウント名（社名）を入力

②国（日本）を選択



01 | 事前準備 ここが「ワークスペース」です。

この中で「タグ」「トリガー」「変数」を設定します（後述） クリック



01 | 事前準備
表示されたインストールタグをコピーし、GTMを導入するサイトのHTMLへ追加します。

※上側のタグは<head>タグ内

※下側のタグは<body>開始タグの直後

ここまでがGTM側の事前準備です。



01 | 事前準備

①管理画面へ

②データストリームをクリック



01 | 事前準備

該当のサイトをクリック



01 | 事前準備
「G-」から始まる測定IDを確認

※あとで使用します。

ここまでがGA4側の事前準備です。



02 | タグの設定

①「タグ」をクリック

ここからはGTM側の設定です。

②「新規」をクリック

前提

コンバージョン＝資料請求完了

→問合せ完了ページが表示されること（＝トリガー）でタグが反応するよう設定



02 | タグの設定

①タグの名前をつける
※わかりやすく「GA4」などでOK

②タグの設定画面をクリック



02 | タグの設定 タグタイプ「Googleアナリティクス:GA4設定」を選択



02 | タグの設定

GA4画面で確認した「G-」から始まる測定IDをペースト



トリガーの設定画面をクリック

※厳密には「配信トリガー」と呼びます

02 | タグの設定



①「Initialization - All Pages」を選択

②「保存」ボタンをクリック

02 | タグの設定



03 | トリガーの設定

①「トリガー」をクリック

②「新規」をクリック



03 | トリガーの設定

①タグの名前をつける
※わかりやすい名前でOK

②トリガーの設定画面をクリック



03 | トリガーの設定

「ページビュー」を選択



03 | トリガーの設定

①条件（変数といいます）を設定

例：トリガー＝問合せ完了ページが表示されること

＝問合せ完了ページのURLが表示されること

②「保存」ボタンをクリック

③ここまででタグとトリガーの設定（コンバージョン設定）ができました。



04 | 反映の確認

※拡張機能「タグアシスタント」の追加はこちら 

タグが正しく機能するか（＝発火するといいます）確認するために、拡張機能を用います。

https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-legacy-by-g/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk


04 | 反映の確認

プレビューをクリック



04 | 反映の確認

①お問合せ完了ページ

のURLを入力

②「Connect」をクリック

③クリックすると、①で指定したURLが別タブで開きます。



04 | 反映の確認

元のタブに戻ると、うまく発火していれば「Hits sent」という欄に表示されます。

※ここまで確認ができれば、タグアシスタントのタブは閉じてOKです



04 | 反映の確認 「公開」ボタンをクリック



04 | 反映の確認

GoogleAnalytics側で

「リアルタイム」で自分のアクセスが確認できればOKです。

設定は以上で終了です。おつかれ様でした！



1万円/月

LP（＝ランディングページ）をコードを書かずに誰でも簡単に作れる

新感覚制作ツール。Webサイトの画面を直接編集できる画期的技術で、

御社の集客力を底上げします。

05 | おわりに
他サービスのご紹介

★イベントページを簡単に作成したい企業様におすすめ



05 | おわりに

15万円〜/月

15年間工務店を支援してきたシンミドウが、独自ノウハウ

を余すことなく提供するWeb集客内製化プログラム。

Z世代が家を建てる時代に突入する中で必須スキルとなる

「Web集客」を学び、外部広告に頼らず自社だけの力で集

客できることを目標にご支援いたします。

1年で完結！集客を2倍にする

詳細はこちら

他サービスのご紹介

★Web集客を学びたい、内製化したい企業様におすすめ

https://global-builder.com/service/komuten-marketing/


05 | おわりに

10万円〜/月

他サービスのご紹介

全国平均CV単価 シンミドウ平均CV単価 平均クリック単価

¥35,000  ¥14,644  ¥43.3 

※広告費用の20％を運用手数料として頂戴しております。

広告運用代行

★結果の出る広告運用を目指したい企業様におすすめ



附録 | よく使うトリガー/変数

トリガー 詳細

ページビュー サンクスページを見たとき 等

すべての要素 リンク以外の要素をクリックしたとき 等

リンクのみ リンク（aタグ）をクリックしたとき 等

スクロール距離 スクロールイベントを計測するとき

フォームの送信 form要素をクリックしたとき 等

要素の表示 特定の要素が表示されたとき（URLの変わらないサンクスページ） 等

変数 詳細

Page URL 完全なURLが入ります

Page Path URLのパス部分のみ入ります

Click URL クリックしたURLが入ります

Click TEXT クリックした文字が入ります

Scroll Depth Threshold スクロールした割合が入ります



会社概要

社　　名：株式会社シンミドウ

住　　所：さいたま市大宮区桜木町4丁目

　　　　　244-1 都築ビル2階/4階

従業員数：25名

事業内容：工務店特化型経営コンサルティング

　　　　　埼玉県特化型採用コンサルティング

　　　　　マーケティングコンサルティング

　　　　　ブランディングコンサルティング

　　　　　コーポレートサイト制作



Thank you.


