








はじめに

　ビジネスが思ったようにいかないとき、いろいろと自問自答することでしょう。「なぜ自

社のWebサイトへの訪問者が増えないのだろう?」「商品やサービスの認知度が上

がらない」「売上を増やすには?」「ネット広告で効果が得られないのはなぜ?」

　そのための回答を見出して業務を改善する……口で言うのは簡単ですが、ノウハ

ウがないと実際は難しいものです。やはり読者の皆さまも「マーケティング」で何か状

況がよくなることを期待して、本書を手に取られたのではないでしょうか。

　書店に足を運ぶと、マーケティングについて解説した書籍が数多く見受けられます。

ただしそうした知識を実際のビジネスで活かす話になると、どのようにして実践すれば

よいのか途方に暮れた経験はないでしょうか。中には自己流で分析を行った結果、誤っ

た結論を元にビジネスを進めてしまった方もいるかもしれません。

　本書はマーケティングの基本的な知識を知ったうえで、実践できるようになってもら

うことを目的に執筆しました。

　せっかくマーケティングの用語を理解しても実際に使えないのでは、もったいないでしょ

う。そのためにも著名なマーケティング研究者によるフレームワークや、分析のテクニッ

ク、そして戦略の立案などを具体的に解説しています。

　Webマーケティングとなると、さらに別の知識が必要になりますが、マーケティング

の基礎をしっかり押さえておけば、スムーズに理解できるはずです。本書も前半はマー

ケティングの基礎知識や環境分析の方法、後半から最新のWebマーケティングにお

ける必須テクニックという構成になっています。特に分析の手法については、マーケティ

ング戦略を立案するベースになるため、厚めに解説しました。

　近ごろはさまざまな新手のマーケティング手法が登場しています。本書はそうしたト

レンドを押さえつつ、「マーケティング戦略を基本から学びたい」「Webマーケティング

を実践に活かしたい」と考えている方に向けた入門書です。本書が読者の皆様のビ

ジネスに役立つことを切に願っています。

2015年11月　佐藤和明
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第1章

マーケティングの
キホンを知ろう

そもそもマーケティングとは「売れるカラクリを作ること」です
が、さまざまなノウハウを含んでいます。まずはWebマーケティ
ングの前に、一般的なマーケティングについて理解しましょう。
特に「マーケティングの基本プロセス」と「PDCAサイクル」は、
本書で何度も出てくるキーワードです。

「マーケティングの基本プロセス」（R→STP→MM→I→C）をPDCAサイクル
に当てはめることで、Webマーケティングの施策を振り返り、改善する流れが効率
よく行えるのです。

Webビジネス
の方向性を

決定

R→STP→MM

計画

マーケテイングの
基本プロセス

I

マーケテイングの
基本プロセス

C

マーケテイングの
基本プロセス

P
複数の小プランを
PDCAサイクル

で実行

実行D
これまでの

運営内容・結果
を評価

評価C
ビジネスの
改善案を作成

改善A

次なるPDCA
サイクルへ!
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マーケティングの定義から見ていこう

マーケティングと聞くと、集客するための仕組みづくりや、客層に合わせ

た広告制作、そして顧客のリサーチなどをイメージする方も多いと思います。

最初にマーケティングの定義を確認しておきましょう。

●マーケティングの3つの定義

日本でマーケティング活動の研究や調査を行っている日本マーケティング

協会によれば「マーケティングとは、企業および他の組織がグローバルな視

野に立ち、顧客との相互理解を得ながら、公正な競争を通じて行う市場創造

のための総合的活動である」と定義しています。

なんだか堅苦しい内容ですが、「もしドラ※1」に登場する現代経営学とマ

ネジメントの発明者、ピーター・ドラッカー氏※2は、「マーケティングの狙

いは、顧客というものをよく知って理解し、製品が顧客にぴったりと合って、

ひとりでに売れるようにすること」と定義しました。

また、そのピーター・ドラッカー氏に敬意を払い、現代マーケティングの

神様と呼ばれるフィリップ・コトラー氏※3は、「どのような価値を提供すれ

ば、ターゲット市場のニーズを満たせるかを探り、その価値を生み出し、顧

客に届け、そこから利益を上げること」と定義しています。

いったい
マーケティングって何?

「Webマーケティング」以外にも「Facebookマーケティング」「Twitterマー
ケティング」など、「◯◯マーケティング」と称するさまざまなマーケティングを
耳にします。けれど、そもそもマーケティングって何? そんな疑問を持っている
方もいるでしょう。まずはマーケティングのキホンを解説していきます。

［第1章］　マーケティングのキホンを知ろう

1-1

マーケティング、ピーター・ドラッカー、フィリップ・コトラーKEYWORD



●3つの定義の根底にあるものとは?

のっけから定義が3つも登場して、難解な印象を持ったかもしれませんが、

こうした定義はマーケティングを知るうえで非常に大切なのです。これらの

根底にあるのは、マーケティングが「商品やサービスが売れるカラクリを作

ること」ということが理解できます。

売れるカラクリを作るための3ステップ

ただ「売れるカラクリを作る」と言われても、どのような手順を踏めばい

いのでしょうか。ここでは、①企画開発&調査→②販売手法の選定→③販

促活動の3ステップで、マーケティングの定義を考えてみましょう※4。

1-1　いったいマーケティングって何？　11

企画開発&
調査

販売手法の
選定と計画

販促活動の
実施

図1-1　マーケティングの定義を理解する3ステップ

※1　2009年に発行された小説「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読
んだら」（岩崎夏海 著）のこと。女子高生がピーター・ドラッカーの教えを野球部のマネジメントに
活かす。

※2　アメリカの経営思想家。はじめて「マネジメント」を体系化した。
※3　アメリカの経営学者。現代マーケティング論の第一人者。
※4　後に解説する「マーケティングの基本プロセス」は、これをさらに細分化したもの。
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❶企画開発&調査

まず新たな商品やサービスの企画を発案する段階では、世間の流行などを

取り入れることを考えます。実際に市場で受け入れられるか否かを調査し、

商品やサービスの企画内容を再考するわけです。

これはピーター・ドラッカー氏の定義でいうところの「顧客というものを

よく知って理解し、製品が顧客ぴったりと合って」の部分を実行するステッ

プです。また、フィリップ・コトラー氏の定義では、「どのような価値を提

供すればターゲット市場のニーズを満たせるかを探り、その価値を生み出す」

という部分に該当しています。

❷販売手法の選定と計画

次に新製品や新サービスをいかにして売っていくかを考え、実施する販売

活動について考えます。何らかの商品を販売したい場合、4大メディア※5で

の広告展開、ネット上でのプロモーションのほか、パンフレットを使ったり、

販売先となるお店などを選定してアプローチすることになります。

その際の手法はピーター・ドラッカー氏のいう「ひとりでに売れる」まで、

フィリップ・コトラー氏の「顧客に届け」という定義に該当します。商品が

売れるように認知度をアップして、市場調査を元に販売手法を決定し、展開

していくステップです。

図1-2　3ステップと定義の関係

3ステップ 企画開発&調査 販売手法の選定 販促活動

ピーター・ドラッカー氏
の定義

顧客というものをよく知っ
て理解し、製品が顧客
ぴったりと合って

ひとりでに売れる

フィリップ・コトラー氏
の定義

どのような価値を提供
すればターゲット市場の
ニーズを満たせるかを探
り、その価値を生み出す

顧客に届け そこから利益を
上げること



❸販促活動の実施

販促活動では、選定した販売手法を基本に、市場で販売されている商品や

サービスの売上を拡大させる手法や、さらに認知度をアップし、ブランディ

ングしていく手法が取られます。これはピーター・ドラッカー氏の定義でい

う「ひとりでに売れる」に含まれ、フィリップ・コトラー氏の「そこから利

益を上げること」の定義に該当しています。

3ステップとピーター・ドラッカー氏&フィリップ・コトラー氏の定義を

組み合わせることで、マーケティングの概要が少しずつ浮き彫りになってき

ました。次は「商品やサービスが売れるカラクリを作る」ための手法をより

具体的に見ていきましょう。

※5　新聞、雑誌、ラジオ、テレビのこと。

売れるための3ステップとは

企画開発&調査
↓

販売手法の選定
↓

販促活動

1-1　いったいマーケティングって何？　13
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消費者との接点から
マーケティングを考えよう

マーケティングは1つの部署だけでは実践できません。商品やサービスの開
発、パッケージやパンフレットのデザイン、販売の営業など、マーケティング活
動はさまざまな業務から成り立っているのです。ここではマーケティングの骨子
となる組織について考えてみましょう。

ニーズ、シーズ、ウォンツ、組織

1-2

KEYWORD

さまざまな部門が顧客との接点をマーケティングに活かせる

業態によって異なりますが、会社組織は必ずマーケティングと接点を持っ

ています。たとえば株取引のシミュレーションゲームを開発するA社をイメー

ジしてみましょう。

ゲームのストーリーを作成する部門、プログラミングを行う開発部門、パッ

ケージをデザインする部門、広報活動を行う部門、店舗や通販会社へ営業を

かける部門など、さまざまな部署がマーケティングと接点を持っています。

これらを前述の3ステップに当てはめてみましょう。

❶企画開発&調査に関連する部門

　「企画開発&調査」のステップは、ゲームのストーリー企画や、プログラ

ム開発の部門が該当します。

マーケティングの視点では、いまどきの流行やユーザーの嗜好性などを市

場調査しつつ、売れるか売れないかを判断してゲームを企画します。そして、

ターゲットとなる市場や顧客に受けそうなキャラクターをデザインし、ユー

ザーが遊んでみたいと思えるインターフェイスでプログラミングを行ってい

きます。こうした作業は常にマーケティングに基づいた発想力が求められます。

［第1章］　マーケティングのキホンを知ろう



❷販売手法の選定と計画に関連する部門

誰もがイメージしやすい業務内容が「販売手法の選定と計画」でしょう。

ポスターの作成や広告の出稿※1、ゲーム紹介サイトの作成など、デザイン

系のクリエイティブ部門や広報部門などが担当します。また、販売先となる

店舗の選定、ワークショップや講演会のようなイベントを企画する業務も考

えられます。

これらはユーザーの嗜好性に合わせてプランニングしていきますが、それ

はマーケティング業務の一環になります。

❸販促活動に関連する部門

「販促活動の実施」では、販売店を回る営業マンからのフィードバックや、

店舗販売員からのヒアリング、ユーザーのアンケートなど、さまざまなデー

タを取得することで、潜在的購入者へのアプローチ方法を模索し、販売拡大

に努めることになります。

以上、簡単ながら企画開発から販売までさまざまな部署がマーケティング

に関わっていることがわかったかと思います。各ステップでは、直接または

間接的に顧客とのコンタクトポイント※2を持っていましたが、ここから得

た情報をマネジメント※3に活かすことが大切です。

コンタクトポイントから得た情報を活かすには

　「ユーザーのニーズ、シーズ、ウォンツ」というマーケティング用語を聞

いたことがないでしょうか。株シミュレーションの3ステップでは、市場調

査やアンケートなどを使い、直接・間接的にコンタクトポイントからユーザー

の嗜好性を探る必要がありました。ここから得られた情報を元にマーケティ

ングを実践する際は、ニーズ、シーズ、ウォンツの考え方が重要です。

※1　新聞、雑誌、テレビ、Webサイトなどに広告を出すことを出稿という。
※2　顧客が企業・ブランドに接するあらゆる機会のこと。
※3　さまざまな人材や資産などを活用して、ビジネスで目的を達成する手法のこと。

1-2　消費者との接点からマーケティングを考えよう　15
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●消費者の必要性がニーズ

消費者（ここでは株シミュレーションゲームの購入者）が求めている必要性

を「ニーズ」といいます。ここで覚えておきたいのが「顕在ニーズ」と「潜

在ニーズ」です。

顕在ニーズは、株式投資の初心者が株式をゲームで勉強したいと考えてい

るが、具体的にどのゲーム商品を買うかまでは決まっていないケースです。

潜在ニーズは、単に株の勉強をしたいと思っているケースです。

消費者が求める機能を追及したり、抱えている問題を解決したりするよう

な商品・サービスを市場に提供することを「ニーズ志向」といいます。

　顕在ニーズは「ゲームで株を勉強したい」のように明確なので、他社のゲー

ムと差別化になるようなニーズ志向を考えましょう。

潜在ニーズの場合、消費者は株を勉強するにあたって直面する課題や問題

に気が付いていません。こうしたユーザーには課題や解決法を提示し、ゲー

ムによって得られる未来像をイメージしてもらう必要があります。

●自社独自の技術やアイデアがシーズ

一方、自社の持っている特別な技術や素材、アイデアや企画力を「シーズ」

といいます。そうした技術的に可能であることを着眼点にして、新商品や新

規事業を生み出すことを「シーズ志向」と呼びます。

これらはいわば自社の強みとなりますが、とはいえ自らの技術的なノウハ

ウだけを頼りに新しく商品やサービスを展開するのはリスクがあります。事

業者は消費者の「ニーズ」を知り、「ウォンツ」となる商品やサービスを市

場へ投入する、そうしたバランスが求められるわけです。

●消費者のニーズをウォンツへ

株シミュレーションゲームの場合、株式市場をゲームで直感的に学びたい

という必要性が「顕在ニーズ」でした。しかし、そうしたゲームは既に数多

く販売されています。A社の株シミュレーションゲームは、消費者にとって



「ニーズ」の中にあるただの1商品に過ぎないのです。

しかし、A社の株シミュレーションゲームが、消費者に「どうしてもほし

い」と必要性を感じさせるような存在だったら、それは「ウォンツ」を満た

す商品となります。これは消費者がどうしてもほしいと思うような差別化さ

れた商品ともいえるでしょう。

1-2　消費者との接点からマーケティングを考えよう　17

潜在ニーズ シーズ

顕在ニーズ ウォンツ
ニーズとシーズの円が
重なる部分がウォンツ
といえます。

図1-3　ニーズ、シーズ、ウォンツ

●富士フイルムのシーズとウォンツ

今度は実在の企業「富士フイルム」を例に見ていきましょう。

以前の富士フイルム（富士写真フイルム）は写真フィルムやカラー印画紙と

いった商品が主力でしたが、デジカメが市場を席巻する中、フィルム市場が

下降線をたどることは容易に予測できました。

富士フイルムは2006年、これまでのフィルムの技術などを活かして、まっ
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たく異業種の化粧品事業に参入しました。市場の「ウォンツ」に合った化粧

品を開発し、そこで成功を収めたのです。

富士フイルムが進出した化粧

品市場は、名立たる有名企業が

存在する成熟した市場でした。

しかし、成熟市場の消費者は、

その市場で提供される商品やサー

ビスに慣れてしまい、本当に必

要でほしいと思える商品やサー

ビスに気付けていない場合が多

くあります。

富士フイルムは消費者の潜在

的な欲求を満たした「ウォンツ」

な化粧品を自らの「シーズ」か

ら企画・開発したというわけです。

●ニーズとシーズのバランスが大切

商品やサービスの企画・販売では、ニーズとシーズをバランスよく両立さ

せることが大切です。その際はウォンツを絶えず意識したマーケティング展

開が求められます。

ここまでの話をなんとなくでもイメージできたら、今度は3ステップをさ

らに分解し、調査や環境分析を行いましょう。これが「マーケティングの基

本プロセス」となります。

自らのシーズからニーズを探り、ウォンツとなる
商品・サービスを市場へ投入しよう

富士フイルムは2008年から化粧品事業に参入。シー
ズを活かした成功事例のひとつに挙げられます。図は
個人ユーザー向けの化粧品ページで、通販サイトも用
意されています。

図1-4　富士フイルムの化粧品ページ



「R→STP→MM→I→C」という5つのステップ

3ステップを元にマーケテイングの効果測定※1や評価をより細分化したもの

が、「マーケティングの基本プロセス」です。冒頭でも紹介したフィリップ・

コトラー氏は、マーケテイングの基本的な流れとして、「R→STP→MM→I→C」

という5つのステップを提唱しました。

●市場調査や環境分析を行う

　「R」は「調査（Research）」のステップを意味します。マーケテイングの

基本プロセスにおける最初の作業は、市場調査というわけです。

フィリップ・コトラー氏は著書「コトラーの戦略的マーケティング」の中

で、「調査せずに市場参入を試みるのは、目が見えないのに市場に参入しよ

うとするようなものだ」と指摘しています。市場調査がなければ、マーケテ

イング活動はできないといっても過言ではありません。

とはいえ、いきなり調査といわれても「ウチは大きな会社じゃないから、

大々的な調査は無理がある」と思う方もいるのではないでしょうか。しかし

周囲を見渡せば、市場調査や環境分析をすることも可能です。

ここでいう環境分析とは、市場での機会（チャンス）を探索する手法です。「環

3ステップを
より細分化してみる

ここまで解説してきた3ステップは、少々おおざっぱな考え方といえます。実際
のマーケティング活動では、より細かな「マーケティングの基本プロセス」を元
に進めていきましょう。「R→STP→MM→I→C」という5つのプロセスが主な
流れとなり、難解に思われるかもしれませんが、しっかり覚えてください。

［第1章］　マーケティングのキホンを知ろう

1-3

マーケテイングの基本プロセスKEYWORD

1-3　3ステップをより細分化してみる　19

※1　広告を出稿したことなどによる効果を客観的に計測すること。
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境を分析するなんて難しそう」と感じるかもしれませんが、覚えてしまえば

簡単です。具体的には「PEST分析」「3C分析」「SOWT分析」といった手

法を使いますが、いまはこのような分析方法があることをアタマの片隅にで

も入れておくだけでかまいません。

●対象となる市場を決定していく

次に「STP」ですが、これは「セグメンテーション（Segmentation）」と「ター

ゲティング（Targeting）」と「ポジショニング（Positioning）」の頭文字を取っ

たものです。このプロセスでは対象とする市場を決めていきます。

●マーケティングの戦略を立てる

　「MM」は「マーケティング・ミックス（Marketting Mix）」の略で、設定

した「STP」を実施するための戦略を立てるプロセスになります。代表的な

手法として「4P」「4C」があります。

●マーケティングを実行する

ここからは実際にマーケテイングを実行するプロセスとなります。「I」は

「実施（Implementation）」のことで、前述したようなマーケテイングに携わ

る各部門の人々を合わせてマーケテイングの組織体制を構築したりすること

も含まれます。

そして、実施しているマーケテイング活動の効果測定や修正のような、マー

ケテイング戦略をコントロールするのが、「C」の「管理（Control）」となる

わけです。

以上が「マーケティングの基本プロセス」の流れになります。本書でもこ

れを元に解説を進めていきましょう。



R（調査）

PEST分析 3C分析 SWOT分析

マクロ環境分析 ミクロ環境分析

STP
セグメンテーション ターゲティング ポジショニング

MM（マーケティング・ミックス）

4P（製品、価格、流通チャネル、プロモーション） 4C（商品、コスト、流通経路、コミュニケーション）

I（実施）

マーケテイングの組織体制の構築、各部門との連携や実施

C（管理）

マーケテイング施策の効果測定や修正などの戦略

図1-5　マーケテイングの基本プロセス（R→STP→MM→I→C）

マーケティング活動は
「R→STP→MM→I→C」の

5つのステップで行う

1-3　3ステップをより細分化してみる　21
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マーケティング活動は
PDCAサイクルで回そう

「マーケテイングの基本プロセス」はただ実行するよりも、計画→実行→評価
→改善という「PDCAサイクル」に則って行う方が効果的です。本書において
もPDCAサイクルは重要な位置付けで、これに基づいてWebマーケティング
を解説していきます。まずはPDCAサイクルの基本を知っておきましょう。

PDCAサイクル

1-4

KEYWORD

PDCAサイクルの基本的な考え方

マーケティングの「計画（Plan）」を立て、それを元に「実行（Do）」し、

その結果を「評価（Check）」、そこから得られた弱点や新たに浮かんだアイ

デアなどを元に「改善（Act／Action）」する、これらの工程を継続的に繰り

返すのがPDCAサイクルです。

第二次世界大戦中、品質管理を構築したウォルター・シューハート氏※1

やエドワーズ・デミング氏※2らが提唱した理論で、戦後日本でも工業製品

の生産に取り入れられました。

「計画（Plan）」から「改善（Act／Action）」までのPDCAサイクルの流れ

を捉え、これを実行することで、最終的に改善策を見出すことができます。

そうした改善策から次なるPDCAサイクルをプランニングし、継続的にマ

ネジメントしていくわけです。

実はこうしたPDCAサイクルは、複数の小さなプランを策定して実施し

ますが、これらの小プランもPDCAサイクルで回していきます。これにより、

最終目標を実現するPDCAサイクルを回すことが可能です。

それではPDCAサイクルに「マーケティングの基本プロセス」を当ては

めてみましょう。

［第1章］　マーケティングのキホンを知ろう

※1　アメリカの物理学者・統計学者。統計的な視点で品質を維持する考え方を提唱。
※2　アメリカの統計学者。ウォルター・シューハート氏の手法を元に品質管理の手法を構築して広めた。



●Plan：Webビジネスの基本方針を決める

前述したように「マーケテイングの基本プロセス」は「R→STP→MM→I→C」

の5つのプロセスに分類されます。このうち「R→STP→MM」がPDCAサ

イクルの「Plan（計画）」に当てはまります。

ここはWebビジネスにおける土台であり、考察する要素がたくさんあり

ます。本書でも最も解説にボリュームを割いています。

●Do：Webビジネスを日々運営する

「Do（実行）」では「Plan（計画）」で作成した計画に基づき、業務を遂行し

ます。「マーケテイングの基本プロセス」の「実施（I）」が該当します。

●Check＋Act：Webビジネスを評価して改善

「Check（評価）」はWebビジネスを計画・実行した結果を評価する工程で、

「管理（C）」が該当します。

また、運営結果の良し悪しだけでなく、途中で気が付いたことなどを含

め、「Act（改善）」にて軌道修正すべき点などを洗い出します。これは次な

るPDCAサイクルのベースになるわけです。

1-4　マーケティング活動はPDCAサイクルで回そう　23

図1-6　PDCAサイクルとマーケテイングの基本プロセス

Webビジネス
の方向性を

決定

R→STP→MM

計画

マーケテイングの
基本プロセス

I

マーケテイングの
基本プロセス

C

マーケテイングの
基本プロセス

P
複数の小プランを
PDCAサイクル

で実行

実行D
これまでの

運営内容・結果
を評価

評価C
ビジネスの
改善案を作成

改善A

次なるPDCA
サイクルへ!
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分析の前に知っておこう
論理的な考え方とは?

マーケテイングの戦略を立てるときは、さまざまなフレームワーク（何かを考察
する際に使う汎用的なひな形）を使って分析します。分析は仮説や検証など、
取っ付きにくい作業に思われがちですが、ここでは実際の分析に役立てられる
よう、「ロジカルシンキング」の基本を解説しておきましょう。

ロジカルシンキング

1-5

KEYWORD

的確な戦略を策定するための考え方

さまざまな分析方法を解説する前に「ロジカルシンキング」について知っ

ておくとよいでしょう。これは「論理的思考」のことで、マーケテイング戦

略を考えるうえでは、知っておいた方が間違いが起こりにくく、的確な戦略

を策定できます。

●誤った分析からは誤った戦略が生まれる

なぜロジカルシンキングなのでしょうか。その答えは明白で、有効なマー

ケティング戦略を策定するには、フレームワークなどを使い、社内外を正し

く状況把握し、事実確認を行わなければなりません。

しかし実際は、思い込みや恣意的な情報などから的確に分析が行えず、誤っ

た戦略を策定してしまう可能性があります。正しい戦略を導くには、ロジカ

ルシンキングの基礎を理解し、その思考法をフレームワーク分析に活かすこ

とが重要なのです。

実際のところ、ロジカルシンキングの技術は数多くあるのですが、ここで

は代表的な3つの思考法を用い、的確なマーケテイング戦略の策定に活かし

ましょう。詳細は26ページから解説します。

［第1章］　マーケティングのキホンを知ろう



❶論理展開（演繹法と帰納法）　→ 26 ページ

　「演
えん

繹
えき

」と「帰
き

納
のう

」は、ロジカルシンキングの基礎です。必ず身に付けて

おきましょう。演繹法とは論理を元に結論を引き出す方法です。前提→事実

→結論という流れで導き出します。

一方、帰納法とは多くの事実から類似点をまとめ、そこから結論を出しま

す。複数の事実を元にして論理を展開するため、客観的で説得力のある理由

付けができます。

❷MECEとロジックツリー　→ 28 ページ

「ロジックツリー」は、論点をさらに細かな論点に分けて、問題の構造を

明らかにできます。細かな論点は「MECE（ミーシー）」という手法で分析し

ます。これにより“漏れなく重複のない”全体像を認識し、論点や要素を検

討できるのです。

❸仮説思考とピラミッドストラクチャー　→ 30 ページ

「ピラミッドストラクチャー」は縦組みの構造をしており、論点や要素な

どを下部に配置します。グルーピングしながら積み上げていき（ボトムアップ）、

結論を導く手法です。

逆に、仮説をピラミッドの頂点に配置して、仮説の理由を下部に書き込ん

でいくトップダウン方式も利用できます。

1-5　分析の前に知っておこう 論理的な考え方とは?　25

ロジカルシンキングを使えば
正しい分析が行える!
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2017

3.1

1 2
仕事できちんとWebを扱えるように
なりたい人のための新・定番書
そもそもWebサイトって何? というあなたでも、インターネッ
トの基礎からHTMLとCSSの基本や使いこなしを学び、
総まとめとしてシンプルなコーポレートサイトを制作できま
す。環境構築もていねいに説明しました。Web関連の企
業に内定が決まった学生や、Web関係の部署に異動にな
った社会人など、必要に迫られて一通りきちんと学びたい
人のための新・定番書です。ダウンロードできるサンプル
データで実際に作りながら学べます。

HTML5&CSS3
マスターブック

マイナビ出版
デジカル/HONTENTS（著） 
248 ページ
価格：2,138 円（PDF）

HTML
/CSS

ここで学ぶことは何なのか、
どのような用途があるのかを
イメージしよう

デザイン性・機能性に優れた
Webサイトが作れるようになる!
人気のWordPress入門書 第2版です。前回の書籍と同
様、セミナー経験の豊富な著者陣が、実践的なノウハウを
織り交ぜつつ丁寧に解説しています。WordPressの最
新バージョンに対応した手順をすべて画面付きで解説して
いるので、Webサイトをはじめて作る人でも安心して読み
進められます。HTML、CSS、PHPなどの知識がなくても、
パソコン・スマートフォン両方の表示に対応した本格的な
Webサイトを作れることでしょう。

いちばんやさしい
WordPressの教本 
人気講師が教える
本格Webサイトの作り方 
第 2 版 WordPress 4.x 対応

インプレス
石川栄和・大串肇・星野邦敏（著者）
256 ページ
価格：1,663 円（PDF）

CMS

操作の手順は、大きな画面で

ひとつひとつのステップを

丁寧に解説!

実際のセミナーや講義を元にしたやりとりによって、理解を深められる

コードや実際のWebページを

参照しながら学習できる!



4コママンガを交えて
Webサイト制作を解説!
Web

デザイン

UIデザインの原則と
心理学上の根拠がわかる

Web
デザイン

問題は設計にあり!?
UX視点のデザインプロセス

Web
デザイン

写真で顧客の心をつかむ!
Instagramの宣伝ノウハウ

ソーシャル
メディア

絶対に挫折しない
コンテンツマーケティング
Web

マーケティング

WordPress4で迷わず
Webサイトができあがる!
Web

デザイン

わかばちゃんと学ぶ
Webサイト制作の基本

4コママンガを交えて、ユーモアたっぷりにWeb
サイト製作の基本を初心者向けにわかりやすく解
説しています。企画の段階から、HTMLやCSS
の基本、JavaScriptやPHPの概要、Webサイト
の公開・運営に触れています。

シーアンドアール研究所
湊川あい（著者）

価格：2,138 円（PDF・EPUB）

UIデザインの心理学
わかりやすさ・使いやすさの法則

UIデザインコンサルタントによるデザイン原則の
科学。「物事を認識するときにどのようなバイアス
がかかるか」「物事をどのように見分けてとらえる
か」など、UIデザイン原則と心理学上の根拠がわ
かります。

インプレス
JeffJohnson（著者）、武舎広幸・武舎るみ（翻訳）

288 ページ　価格：3,456 円（PDF）

デザイニング
Webアクセシビリティ

この書籍に書かれている内容は、良質なユーザー
体験を生むためのノウハウです。普通に戦略・要
件策定→情報設計→ビジュアルデザイン→実装・
コーディングを行えば、達成基準を満たせること
が理解できるでしょう。

ボーンデジタル
太田良典・伊原力也（著者）

296 ページ　価格：2,700 円（PDF・EPUB）

できる100 の新法則
 Instagramマーケティング

1枚の写真で顧客の心を引き寄せる手法を現役
ソーシャルメディアマーケターが解説。企業が
Instagramでマーケティング、ブランディングを行
い、成果を出すために必要なすべてのノウハウを
収録しています。

インプレス　株式会社オプト・山田智恵・小川由衣・石井リナ（著者）、
できるシリーズ編集部（編集）　240 ページ　価格：1,944 円（PDF）

いちばんやさしい
コンテンツマーケティングの教本 

人気講師が教える宣伝せずに売れる仕組み作り
業界の第一人者が「絶対に挫折しない」をコンセ
プトにコンテンツマーケティングを詳しく解説。商
品の売り込みに限界を感じている人、マーケティ
ングの概念だけでなく実践に本気で取り組みたい
人などにオススメです。

インプレス　宗像淳・亀山將（著者）
200 ページ　価格：1,814 円（PDF）

はじめの一歩！ 
サクサクわかるWordPress 4.x 対応
WordPress4.x（2016年10月最新版）を使って、
ホームページの作り方をていねいに教える本。こ
れまでWordPressを使ったことがない方、HTML
やCSSの知識がない方にとっても分かりやすいよ
う、図解中心で解説します。

マイナビ出版　茂木葉子・天野裕子・遠藤岳史（著者）
256 ページ　価格：1,814 円（PDF）
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マンガと解説のセットで
Webマーケティングを理解

Web
マーケティング

種類の多いWeb広告を
上手に運用するための本

ビジネス視点から
UXの価値を探る!

Web
マーケティング

すぐに役立つ実践的な
グロースハックの手法!
Web

マーケティング

Webマーケティングを
ビジネスに取り入れよう!
Web

マーケティング

タグを効率よく管理して
Webマーケの労力を最小化

Web
マーケティング

マンガでわかる
Webマーケティング 改訂版 
Webマーケッター瞳の挑戦!

マンガとストーリーに沿った丁寧な説明で、Web
マーケティングの本質をわかりやすく解説していま
す。この改訂版では最新のデジタルマーケティン
グに対応し、現場で役立つノウハウをさらに盛り
込みました。

インプレス　村上佳代（著者）、ソウ（イラスト）、
星井博文（原作者・原案）　296 ページ　価格：1,944 円（PDF）

基礎から学ぶ
Web広告の成功法則

本書はWeb広告の上手な使い方を解説する本で
す。特にユーザーをどのようにして動かすのか、
という視点を持つことで、Web広告の種類の多さ
や、新しい技術に惑わされず、長く使える広告運
用のスキルが身に着きます。

マイナビ出版　本間和城（著者）
232ページ　価格：2,462 円（PDF）

UX × Biz Book
顧客志向のビジネス・アプローチとしてのUXデザイン

ビジネスの場面で「顧客とのエンゲージメント」
の重要性が増している中、UXアプローチは不可
欠です。本書はさまざまな現場で活躍する執筆陣
が、複合的な視点で UXおよびUXDのビジネス価
値を分かりやすく解説します。

マイナビ出版　明海 司・井登 友一・奥谷 孝司・川田 学・
坂本 貴史・橘 守・田平 博嗣・塚本 洋・萩谷 衞厚・原 裕（著者）

240 ページ　価格：3,024 円（PDF）

いちばんやさしいグロースハックの教本
人気講師が教える

急成長マーケティング戦略
注目の成長戦略「グロースハック」の実践が学べ
ます。業界の第一人者が自社製品を育てた経験を
もとに、すぐに役立つ手法やフレームワークを解
説。製品やサービスを最短で収益化して成長に導
くノウハウが満載です。

インプレス　金山裕樹・梶谷健人（著者）
176 ページ　価格：1,728 円（EPUB）

いまさら聞けない
Webマーケティング 

初歩から学べる集客のセオリー
近ごろはさまざまなマーケティング手法が登場して
います。本書はそうしたトレンドを押さえつつ「マー
ケティング戦略を基本から学びたい」「Webマー
ケティングを実践に活かしたい」と考えている方
に向けた一冊です。

マイナビ出版　佐藤和明（著者）
272ページ　価格：2,138 円（PDF）

デジタルマーケターとWeb担当者のための
Google＆Yahoo!タグマネージャー

の教科書
「Googleタグマネージャー」と「Yahoo!タグマネー
ジャー」について、設定や運用の実際、さらに効
果測定や運用のTipsまでを詳しく解説。本書を読
んでタグによる効果を最大化し、そのための労力
を最小化しましょう。

マイナビ出版　海老澤澄夫（著者）、ウェブ解析士協会（監修）
304 ページ　価格：2,894 円（PDF）
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