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　なぜこの本を書こうと思ったのか？　日ごろ、売上が伸び悩んでいる通
販会社、中小規模の店舗促進を行っている会社、大手広告代理店とお取
引させてもらっている中で、気づく点、伝えたい点が多々あります。その
気づいた点が明確になれば、もっと具体的な改善策について試行錯誤でき
るのに……。そう思い、今回筆をとらせていただきました。
　今、Web活用は過渡期を迎えています。
　ソーシャルメディアの流行による、商品購入の入り口の分散。グーグル
グラスなど様々なウェアラブルデバイスの発展により、24時間365日ど
こでもWebにつながっている環境になり、Webを参照しながら行動する
人々の増加。AISAS、AISCEASいずれでも言える、「興味」の段階での
オンライン、オフライン両方の関与。今までにはなかった、「流れ」が生
まれてきています。
　このような環境下で、競争のルールが変化し、360度全てが競合企業に
なり、小手先のテクニックだけではプロモーションの影響力が弱くなって
います。では、企業がするべきことは何なのでしょう？　Webを活用し、
他にはない情報、他にはないサービスを提供することではないでしょうか？
　たしかに、細かなプロモーションの策略は必要ですが、前提として、商
品やサービスの差別化が計られていなければ効果はありません。まずは「事
業の吟味」をする必要があるのです。その上で、「いかにデジタルを変化
に合わせて利用し、価値を創造できるか」を意識し始めることが最も重要
と言えるでしょう。
　本書では、その「事業の吟味」といった大きな話から始まり、実際のプ
ロモーションの施策まで、順に掘り下げる形で解説を行っています。経営
に携わる方から、現場のWeb担当者の方まで、この本によって、少しで
も仕事や考え方の変革のお手伝いができ、より効果的で本質的なプロモー
ションの展開・実践につながれば、幸いです。
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まず、担当者がプロモーションに関して持つ悩みについて、まとめてみましょう。
ここでは「通販事業」と「サービス事業」の場合を取り上げてみます。

通販事業の担当者の悩み

通販事業は年々市場が拡大していますが、その分新規参入も多く、他社との差別
化や、生き残ること自体が難しくなってきています。特に次のような問題を抱えて
いるのならば、早急な対策が必要です。
悩みを放置していると、その間も売り上げの減少となり、広告費の減額、そして

また売り上げ減少という危機がじわじわと近づいてきます。早い段階で、解決へ向
けての行動を起こしましょう。

・ 集客のための施策として「オンライン広告」を利用したが購入につながらず、改
善策が分からない
自社でオンライン広告の運用をしていたが、クリック率が低かったり、購入まで
誘導がなかなかできなかった。バナーのデザインを何度かテストしてみたが、や
はり購入にはつながらないでいる。より効率の良い運用ができないかを検討して
いるところ。

・ 「オフライン広告」の効果がきちんと測定できていないまま、ダラダラと出稿し
て「無駄な費用」ばかりがかかる
雑誌のペイドパブリシティや記事広告などに出稿をしているが、以前のように効
果を感じられない。Webサイトの更新など他の業務の片手間でしか作業ができ
ず、満足な効果検証が行えていない。新規会員の獲得のためにリスティング広告
なども運用しているが、なかなか効果を出せないでいる。

・ どのような新規顧客獲得施策が適切か分からない
現在の店舗に足を運んでくれているお客さまは、以前からの顧客が9割以上。新
規顧客は、ほとんど「ゼロ」という状況。
既存の会員組織による販売チャネルだけでなく、将来を見据えた上でネット直販
による新規顧客層の開拓が経営課題となっており、ファーストステップとしてEC
サイトのリニューアルを行った。

プロモーションに関する
悩みとは？

1-1
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・ リピーターがつかず、売り上げが安定しない
既存客のリピーターが頭打ちだったため、ニュースレターや会報誌などを作って
送っているが、売り上げにはつながらない。
最近、挨拶状を送る施策を行ったが、それにもかかわらず、売り上げが20％程
度ダウンしていた。

・ 顧客単価を向上させる方法が分からない
スキンケア商品を扱っているが、キャンペーンなどのディスカウント購入はある
ものの、なかなか定価商品の売れ行きがよくならない。

・ 競合との価格競争に陥り、商品が売れても利益にならない
競合に既存のお客さまをどんどん取られている。大手量販店は大量仕入れを行っ
ているため、価格ではまったく勝負にならない。

・ CPOがかかりすぎているので改善させたい
美容系サプリメントの通販を行っているが、従来に比べCPR/CPOが悪化してき
ている。改善を行っているが、新規顧客獲得単価が売り上げを上回ってしまい、
利益にならなくなってきた。

利益収支の悪化

通販事業
の悩み

顧客獲得
サイト離脱率

広告の非効果

チラシ
Web

キーワード
CPO（Cost Per Order）：1件の注文を獲得するのにかかった広告宣伝費
CPR（Cost Per Response）：見込み客1人あたりの問合せや資料請求などにかかった広告宣伝費

003プロモーションに関する悩みとは？
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サービス事業の担当者の悩み

サービス事業者の方からよく聞く悩みとして、次のようなものがあります。
飲食店などのサービス業は「来店」がゴールとなるので、プロモーションがうま

くいかなければ死活問題につながります。解決策はできるだけ早い段階で行ってく
ださい。

・ 問い合わせはあるのに集客につながらない
新聞社などの業者の売り込みの問い合わせはあるが、顧客からの反応が薄く、売
り上げもなかなか上がらない。どこに問題があるのか毎日悩んでいる。

・ 自社の認知度がなかなか上げられない
チラシ、ポスターなど紙媒体での販売促進が主流だが、サービスの認知度や利便
性が低いと感じられる。

競争で敗北
市場で生き残れない

広告費の減額売上げの減少

売り上げ減少と広告費減額の悪循環
悩みを放置していると、売り上げの減少となり、広告費の減額、そしてまた売り上げ減少という危機がじわじわ

と近づいてくる

・ サイトアクセスは多いのに離脱率が高すぎる
サイトの情報量は多く、商品内容や価格も魅力的なはずなのに、サイトの離脱率
が高くなってしまっている。
参考サイトの周辺情報は見られているという点から、悩みを持つ方は多いとも考
えられるが、実際のところ、それが本当かどうか分からない。

004 1　プロモーションの基本と考え方



・ 同業他社との差別化が図れない
近隣のスーパーと価格競争になってしまっているため、オペレーションの効率化
や商品説明の分かりやすさを工夫するなどして、差別化しリピートしてもらえる
ようにしたい。

・ 新規で来店したお客さまのリピート率をもっと上げたい
店舗の立地や資金のかけ方、技術力、スタッフの数の違いにより他店には及ばな
い売り上げとなっている。

・ 顧客単価を向上させる方法が分からない
周りの店に比べ1人当たりの顧客単価が低いので、1人当たりの顧客単価を上げ
る方法はないかと考えている。

サービス
事業の
悩み

集客
認知度

リピート率
顧客単価

集客率の悪化

競合との差別化

顧客単価の低下

飲食店などのサービス業のゴールは「来店」
プロモーションがうまくいかなければ死活問題につながる。解決策はできるだけ早い段階で実行する

顧客の来店プロモーション
の成功解決策の実行

005プロモーションに関する悩みとは？

1-1



スマートフォンやタブレットなどのデバイスの普及、チャネルの多様化により現
代人はいつでもどこでも知りたい情報にアクセスできるようになりました。そして、
クチコミサイトが消費行動における重要な情報源となったことにより、消費者間で
のコミュニケーションにも変化が生じてきました。
また、インターネットの発達からインターネット通販の利用は拡大し、ITC（情報

通信技術）によるコミュニケーションを楽しむ人が増えました。
その一方で、情報量が膨大になることで、消費者はどの商品を買えばよいのか迷

い「商品やサービスに関する情報が多すぎて困る」と考える人も多いのも事実です。
情報過多時代の、情報の氾濫により購買の意思決定が以前より難しくなったと感じ
る消費者が多くなっているのです。

現代の消費者動向

1-2

情報の氾濫
消費者は、消費に失敗したくないという気持ちを持ち、情報に騙されないように意識している

消費者の心理変化
・情報の選択が難しい
・どの情報を頼るか
・失敗したくない

膨大な情報量
クチコミサイト

ブログ
SNS

…
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そのような状況の下でも消費者は、消費に失敗したくないという気持ちを持ち、
情報に騙されないように意識しています。
「有名人御用達」「もう時代遅れ」「ランキング1位」など過剰な情報は信用せず、
日々多数の「広告」を目にすることになった消費者は、自分が欲しい情報を手に入
れるために、初めから「広告」と見抜けてしまうようなものには、なびかなくなっ
てきました。
装飾が多いきらびやかなサイトや、見た目・インパクト重視のデザインが施され

ている看板を見ても、消費者は心をつかまれるどころか、むしろ「嘘くさい、商品
や企業の本質が見えない、見る価値がないコンテンツ」と見なし、嫌がられ売り上
げにつながりにくくなってしまうのです。

見る価値がない

嘘くさい
商品・企業の本質は？

過剰な情報は信用されない
むしろ「嘘くさい、商品や企業の本質が見えない、見る価値がないコンテンツ」と見なして嫌がられ、売り上げ
につながりにくくなってしまう

ランキング1位！

消費者

007現代の消費者動向
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明確に企業理念、商品やサービス特徴を提示する

情報過多時代により、企業側
は競合と容易に比較されてしま
うことから、企業理念や商品特
徴、サービス特徴を分かりやす
く表現することが求められてい
ます。

消費動向を意識したシナリオに合わせたツールの選択をするように
迫られている

たった1つの商品でも、消費者によって「商品を知るきっかけのメディア」も違
えば、「どんな目的で商品を求めているのか」も違います。
「1つのメディア」「1つの訴求ポイント」「従来通りの広告デザイン」では、いつま
でたっても集客は見込めません。
消費者のこのような心理変化を理解し、どうすればより深く消費者の心に届くメッ

セージを発信できるかを見直す必要がでてきています。
デジタルもアナログも、マスメディアもマーケティングのツールであり、最適な

道具をどう使うかが重要です。ソーシャルメディアの台頭により、オンラインツー
ルを主に考えている企業もありますが、「オンライン・オフラインどちらかだけ」で
は対応できなくなってきています。
ではどのようにツールの選択をするのかというと、ターゲットの消費者特性、製

品のカテゴリー特性、販売チャネルの特性などによって変わります。
　消費者にメッセージを伝え、実際の消費行動につなげていくために、企業は統合
的なアプローチを行う必要に迫られているのです。
そして、統合的なアプローチを行うには、それぞれのツールを理解する必要があ

ります。これは、メディア選定に限った話ではなく、制作物1つにおいてもいえる
ことです。単に制作を行えばよいというわけではありません。疑いの目で見ている
消費者の動向を理解した制作物を提供することが求められているのです。

現代消費者に求められる
プロモーション

1-3

企業理念や
商品・サービスの
特徴が知りたい

消費者
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サイズは？
質感・手触りは?
フィット感は?

リアル店舗の重要性が上昇

IT化が進む中で情報の氾濫が起こり、どの情報を重視し、どのように判断してよ
いか、分からなくなってきています。こうした中で、微妙な色合いや質感・サイズ・
手触り・におい・フィット感などが分かるリアル店舗を基に消費につながる実例も
出てきました。実際の商品に五感で触れることで「自分の心が動かされるかどうか」
が消費行動の判断として用いられるようになっています。
このように、デジタル情報の氾濫で判断に迷った消費者は、リアル店舗に回帰し、

購入の決め手にしようとしているのです。

最適なツールの選択
ターゲットの消費者特性、製品カテゴリー、販売チャネルなどによってツールを選択する

リアル店舗への回帰
実物に触れて「自分の心が動かされるか」が、消費行動の判断として用いられる

オンライン　　　　　　　　　　　　　　　オフライン

ツール選択

消費者特性・動向

製品カテゴリー

販売チャネルの特性
企業

消費者

009現代消費者に求められるプロモーション
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みなさんは、ただやみくもに売り上げのみを掲げてプロモーション活動を取り組
まれていませんか？　戦略を持たずにいると、売り上げが維持されている間は問題
なかったとしても、将来の見通しが立ちません。まして、経営状況が悪い企業は、
早期に戦略の組み立てに取り組む必要があります。
直近の事業のための戦略から、現在事業を行っている市場における自社の位置づ

けを明確にした将来の戦略を用意する必要があります。

戦略を練らないと
起こりうる失敗

1-4

戦略の緻密さ 有無

消
費
者
満
足
度

高

低

戦略の緻密さと消費者満足度

戦略を立案するメリットには次のようなものが挙げられます。

・ 新たな競合が出てきても、独自の強みが明確化されているため計画性を持っ
た、市場での競争を行うことが可能

・ 競争に勝つ：戦略は企業の調和を保つため、また競争に勝ち残っていくため
に必要となる

・ 施策の一貫性：戦略を立てずに事業を進めた場合、戦術が分散してしまい、
非効率なプロモーションを行うことになってしまう

戦略を立案しておくことで、施策に一貫性が持たれ消費者へのメッセージも明確
になります。そして、方向性が保たれているため、アイデアの創造、気づきや新た
な発見が生まれやすいのです。

010 1　プロモーションの基本と考え方



企業内の統制

企業内、企業外の環境変化などにより、企業内の統制が乱れそうになった場合も、
企業方針に対して社員の意思を統一したり、事業の効率的な運営を行うことが可能
です。
たとえば、みなさんが顧客の立場になって考えてみると分かりやすいと思います。
化粧品を購入するとき、価格だけで購買行動に至りますか？　商品の特徴や他社

との比較をしているのではないでしょうか？
ターゲットとする消費者に価値を感じてもらうには、強みが明確に伝わり、ター

ゲットとする消費者に満足してもらえる製品やサービスでなければいけないことが
分かるはずです。

消費者 消費者 消費者

企業

戦術 戦術 戦術
消費者

消費者

消費者消費者

消費者

消費者

消費者 消費者

企業
戦術

戦術戦術

戦術
戦術

戦術

戦術

戦術

非効率的なプロモーション 効率的なプロモーション

施策の一貫性
戦略を立てずに事業を進めた場合、戦術が分散してしまい、非効率なプロモーションを行うことになってしまう

消費者に価値を感じてもらう
価格だけでなく、ターゲットとする消費者に満足してもらえる製品やサービスでなければいけない

価値
商品の特徴
他社との比較

商品A 商品B

満足のいく買い物

商品情報検討

消費者

011戦略を練らないと起こりうる失敗
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オンラインとオフラインを行き来する消費者

スマートフォンなどのデバイスが普及し、消費者がどんな場所からでもインター
ネットを利用できるようになったことで、実店舗で商品を見つけネット上でより安
く買える場所を探し、購入する「ショールーミング」という購買行動が見られるよ
うになりました。また、商品購入前に商品のクチコミを探したり、購入後のレビュー
をTwitterやFacebookなどのSNS上に投稿するなど、消費者は商品購入前後に「オ
ンライン・オフラインの行き来」をしていることが分かります。
このように消費者はオンラインとオフラインを簡単に行き来できるようになった

ことで、その場で情報を得て、商品を比較し「どこで買うのが一番賢いか」と考え
るようになりました。消費者はオンライン・オフラインどちらか一方だけの情報を
頼りに商品購入をしていないのです。

オンラインもオフラインもうまく
融合したプロモーションを図る

1-5

オンライン オフライン

消費者

オンラインもオフラインもうまく融合したプロモーションを図る必要
性がある

Web上で得た情報を基に実店舗で商品を購入したり、その逆も起こったり、実
店舗で購入した商品のレビューをネット上に投稿したり、消費者の購買行動が複雑
化したことで、「オンラインのみ、オフラインのみのプロモーション」で収益を得る
ことは難しくなってきており、これからはオンラインとオフラインの両方を組み合
わせたプロモーションを行わなければ、すべての見込み客を取り込むことはできな

012 1　プロモーションの基本と考え方



消費者

SNS

TV
ショッピ
ング

ECアプリ

DM店舗

カタログメルマガ

くなっています。実店舗からオンラインショップ、またはその逆など、自社での商
品購入につなげるためには、オンライン・オフライン両方をうまく融合させた広告
アプローチや顧客満足度向上施策を行うことが重要なのです。

オムニチャネルの視点を持つ

これからは、消費者のオンライン・オフラインを自由に組み合わせた消費行動に
合わせ、「オンライン・オフライン両方をうまく融合させた広告アプローチや顧客満
足度向上施策」、具体的に言うと、企業も消費者がどこからサービスを利用しても
満足できるように、また消費者が自社にアクセスしてきた場所に合わせた訴求がで
きるように、オンライン・オフラインを融合させた仕組み作りをしなければなりま
せん。
このオンライン・オフラインを融合させた仕組みを「オムニチャネル」と言い、

今後企業と顧客の関係作りに必要とされている考え方です。
たとえば「この商品は若い女性向きだから実店舗よりECでよく売れるようにし

よう」といった「1つの販売方法」しか考えないのではなく、「1つの販売方法に縛
られずに、顧客がどんな購入経路をたどっても満足のいく買い物ができるように」
という視点です。店舗やECサイトだけでなく、ソーシャルメディアや雑誌、スマー
トフォンサイトなどからのアクセスにも対応できるようにすることで、様々なチャ
ネルから自社にアクセスしてきた人の顧客満足度を高い状態に持っていくためのも
ので、「店舗・商品中心」から「顧客中心」の視点にシフトしていくとも言えます。

オムニチャネル
消費者の消費行動に合わせるために、オンライン、オフラインを融合させたオムニチャネル化が必要

013オンラインもオフラインも上手く融合したプロモーションを図る
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オムニチャネルを活用するメリット

オムニチャネルを取り入れ、顧客情報を一括管理することで、ECサイトやSNS
など様々な場所からアクセスしてくる顧客が、いつ何をどのように自社で購入した
のかを把握できます。そして、初来店の店舗での「好みを考慮した的確な商品案内」
や「他店舗に在庫がないか確認」、「手荷物を減らすための、お買い上げ商品郵送の
手配」などをスムーズに行い、顧客のストレスを軽減します。
また、顧客情報を基にしたコミュニケーションをとることで企業と消費者との距

離を近づけ、ブランディングの効果も期待できます。
オムニチャネルを活用することでもたらされるメリットには次のようなものが挙

げられます。

マーケティング施策への利用 ●

実店舗・EC上にある顧客情報を統一・共有することで顧客情報の管理が楽にな
るとともに顧客のセグメントも行いやすくなり、「顧客の属性別」などの情報を利用
した詳細なマーケティングが可能になります。またキャンペーンの効果測定なども
正確に行うことが可能で、キャンペーンの流入元など消費者の動きやキャンペーン
の課題点が見つけやすくなり、PDCAサイクルの最適化に貢献します。

ネットから実店舗への誘導・再来店の促進 ●

会員限定のポイントカードやクーポンを利用している企業がECサイト・実店舗
両方での購入履歴や顧客データを共有していれば、顧客が買い物などで得たポイン
トを共通で使えるようにしたり、顧客データを基にした「より強く興味を引くクー
ポン」を発行することが可能です。
ポイントのたまりやすさや、購入したいと思う内容のクーポンを利用するために

顧客は実店舗に来店する回数が増え、購入機会の創出につながります。
また、会員カードの機能をスマートフォンなどに組み込んでしまうことで、より

一層情報共有が手軽になるとともに、顧客側もカードレスで利便性が上がり再来店
を促すことができます。

顧客のニーズに適した接客 ●

オムニチャネルを利用して店舗やEC上の購入履歴や顧客が利用しているソー
シャルメディア内に登録されているデータを共有しておくことで、顧客が実店舗で
再度商品購入を行う際に、顧客データを基にした顧客好みの商品の提案など、的確
な接客を可能にして、満足度の向上と「また来店したい」という気持ちを持たせる
ことができます。

014 1　プロモーションの基本と考え方
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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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