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近年、市場環境の多様化や急速な変化、グローバル化や産業間の融合などによる
複雑化によって、企業に求められるものやそのあり方は急速に変化してきました。

これまで提供してきたものを磨いていくだけでなく、環境の変化に対応しながら、
新たな価値を生み出し続けなければなりません。

そんな中、 “イノベーション” という言葉をよく耳にするようになりました。イノベー
ションとは、それまでの制約を打ち破るようなアイデアに気づき、それを適切に実
現させることによって、新たなビジネスや顧客の行動、体験を生み出すことです。

そのプロセスにおいて、顧客を理解することが肝要と言われています。それは次の
ような効果があるためです。

• 新たな視点を取り込み、制約に縛られない思考ができる
• 顧客の現実を理解し、ニーズに合ったアイデアを生み出せる
• アイデアを顧客と確認しながら、プロジェクトを進められる

制約に縛られない思考ができる

ある分野に精通した人は、経験則に従って効率的に考えることができます。素早く
判断ができるうえ、問題を事前に予測して避けながら前進できます。一方で経験
則は、手堅い答えを出すよう促します。経験が豊富な人ほど、とりうる選択肢の幅

を無意識に狭めてしまいがちです。変化に対応したり、従来と異なるアイデアを求

めたりする際、こうした熟練者の知恵が逆に制約となることも多いのです。
『問題解決ファシリテーター』で解説されているように、思考の制約を緩め、解の探
索空間を広げる作業を“発散”と呼びます。発散の手法には、自由連想法、強制連
想法などがありますが、その多くは、自分たちの頭を有効に使うことで思考の幅を
広げようとするものです。一方、顧客に接し、現実が持っている多様性や意外性に
触れることも、制約から抜け出す方法となります。特に、初めて会う人や初めて聞

く話から受ける刺激は強力です。知っていたつもりのことでも、目的を持って改め

まえがき



iv

まえがき

て見直すと、見過ごしていた事実に気づき、自分の理解が浅かったことが鮮明にな
ります。そして、新たな気づきや理解が、新しい発想をもたらします。

顧客ニーズを理解できる

顧客との対話を通じて、思考はより現実的な方向へと導かれます。アイデアは顧客

に求められ、受け入れられなければなりません。顧客が持っている期待や制約を理
解せずに、そのようなアイデアを生み出すのは難しいことです。競合の中で生き残

るためには、他社の動向やポジショニングを意識し、同じ評価軸でみたときに他社

に勝てる商品を考えることも必要かもしれません。しかし、その評価軸は、顧客の
持っている評価軸と同じとは限りません。

インタビューをしていると、「そんな理由でうちの製品が選ばれているのか！」「お客様

がそんなところで苦労しているとは思ってもみなかった！」などと、驚きの発見を得る
ことが珍しくありません。その発見を他社より一歩先に得るために、顧客と接する
時間が大きな意味を持ちます。

顧客と確認しながらプロジェクトを進められる

製品やサービスを検討するプロセスの中で、アイデアや計画を顧客に投げかけ、そ
れに対する反応をみることもできます。肯定的な反応がみられれば、自信を持って
前に進むことができますし、反応が思わしくなければ、どこがよくないのか、どうす
るべきなのかを調べて修正できます。
製品やサービスは、最終的に顧客に評価され、受け入れてもらえなければ価値を
生みません。顧客に接することは、それを実現するために必須の活動と言ってよい
でしょう。

顧客を理解するための手法には、インタビュー、アンケート、Webでの行動解析、
生活空間における行動観察など様々なものがありますが、インタビューは特に活用
範囲が広く、多くのプロジェクトで用いられています。

インタビューの原型は、“人と会話する” ことです。家族や友人、あるいは同僚や上
司と、わたし達は日常生活の中で当たり前のように言葉を交わしています。そのため、
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インタビューは誰にでもできる簡単な手法と捉えられることが多く、実際、誰もが
簡単に始められることはインタビューの特長の一つです。しかし、日常会話と異なり、

インタビューは何らかの目的のために行われます。目的を満たすには、準備や心構

えを含め、様々な工夫が求められます。
本書では、とにかくインタビューをやってみよう！ という皆さんに最低限知っておい
てもらいたい基礎的な知識を中心に紹介していきます。また、持って生まれたコミュ
ニケーション能力ですんなりとインタビューができている皆さんには、慣れからくる
失敗を回避するための心構えや一段高みを目指すときのポイントをお伝えしたいと
思います。
読者の中には、プロジェクト全体を見据えながらインタビューをどのタイミングで
実施すべきかを考える立場の方や、インタビューで得られたデータを踏まえてデザ
インや開発の方向性を決める方、あるいはデザインや開発の担当者として、そのク
オリティを高めるために顧客の声を聞こうとされている方もいるかもしれません。そ
うした方々にも参考となるよう、インタビューの前後で必要となる作業についてもで
きるだけ触れるつもりです。

インタビューは誰にでも簡単に始められ、様々な目的や対象に活用できる柔軟さを
持っています。失敗も少なく、多くの学びと深い洞察へ繋がる手法です。千を越え
る数の顧客と言葉を交わし、対話を持ち、多くを感じ取ってモノづくりの現場へ顧
客の声を伝える仕事をしてきた筆者らの経験が、読者の皆さんの仕事に役立つもの
となりますことを、さらには、その結果として皆さんが生み出すことになるモノやコ
トに触れる顧客の喜びがより一層大きなものとなることを期待します。
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1 インタビューの特長と効果

1.1    インタビュー調査の特長 

インタビュー調査は、顧客を調査する際の代表的な手法です。本書で紹介するのは、
半構造化（semi-structured）インタビューと呼ばれ、あらかじめ決められた質問と、

インタビュー中に必要となった質問とを適宜行っていくインタビューです。このやり
方は非常に使いやすく、幅広い問題や目的に対応できると思います。

まず、主にアンケートと比較しながら、この方法の特長として以下の３点を説明し
ます。

• 柔軟性

• 効率と確実性
• 直接の出会い0-0-01
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1インタビューの特長と効果

柔軟性

アンケートでは、あらかじめ用意した質問にしか答えてもらえません。聞くべき話題

をよく理解していて、確認が必要な質問、問題解決につながるよい質問を準備して
おく必要があります。ところが、そうした質問を準備するのは容易ではありません。
例えば “伝統工芸の道を志す若い作家さんたちを支援したい。支援が必要な課題

は何か” といった問題を扱うとします。いくら事前調査をしても明確な課題は見えて
こない。状況も個人で異なりそうだ。そうなると、調査で現状把握をしようにも、
何を調べなければならないのかさえわかりません。というか、シロウトが用意した
型通りの質問に答えてもらう、という方法で、作家たちの世界や思いが理解できる
気がしません。もしアンケート調査を行って作家さんたちに「課題だと考えているこ
とはありますか」と質問したとしても、聞かれた側は、何も理解していない相手に状
況がわかるように書くのは大変でしょう。「面倒だから当たり障りのないことを書いと
こうかな」と思ってしまうかもしれません。

そんな場合には、まずは大雑把に教えてもらい、そこから詳しく聞きたいところを掘

り下げてゆきながら、徐々に理解を進めていきたいですよね。インタビューはそうし
た柔軟な手法です。「手がけておられる作品を制作するとき、どんなことをやってい
るか大雑把に教えていただけませんか？」と始めて、相手の話でわからないところが
あれば「先ほど “きんま（蒟醤）” とおっしゃいましたが、それはどういうものですか？」
「それだけの工程を経て制作してきたものが、最終段階で失敗する、なんてことも
あるのでしょうか。そういった場合にはどうするのですか」などと、徐々に理解や課
題の探索を進めることができます。

さらにインタビューでは、アンケートと異なり、質問しなかったことについて情報を
いただくこともできます。お話をうかがう中で、相手から「話がそれますが、実は
少々困っていまして。というのも……」といった展開になるように。予定した内容で
なくとも、参考になりそうな話題に話が展開したなら「なるほど。それからどうなり
ました？」と付いて行く。相手のお話に熱が入って、こちらからの質問をいくつかで
きずに話題が進んだとしても、その話題が一段落してから「先ほどのお話ですけど、
△△に関してはいかがでしたか？」と聞けばいい。また、例えばお話をうかがううち
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に「あ、この方はこの話題についてあまりご存じないのだな」と気づけば、その話題

に関する質問はしても意味がないので飛ばし、他の話題に時間を使えばいいのです。

このように、相手や話の流れに応じて柔軟に進められるのが、インタビューの特長

です。

効率と確実性

インタビューでは、様々な言葉が手に入ります。言葉は、理解や共有がしやすいデー
タです。

インタビューの中で理解の精度を上げることも可能です。発言が曖昧だったら「○
○とのことですが、例えばどういうことですか？」と具体例を求めたり、「……という
ふうに理解したんですが、そういうことでしょうか」と、自分が適切に理解している
かを確認したり。相手が答えてはいるんだけど、まだ何か考えていそう、という状
況を読み取って「他にも何かお考えのことがありますか」と聞くことにより、ヒントと
なる情報を聞き漏らすことがなくなります。こうした調整は、アンケートでは不可能

です。
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インタビューでは、質問のやり取りのトラブルにも対応できます。例えば、回答者

がある質問の意味を誤解してしまったとします。相手の回答を聞きながら「あ、質
問が誤解されちゃった。××じゃなくて○○について教えて欲しかったのに」と気づけ
ば、お話が一区切りついたところで「なるほど。では、○○についてはいかがでしょ
うか？」と、素知らぬ顔で質問を言い換えたり、繰り返したりすることができ、必要

な情報の取り逃がしを避けられます。一方アンケートでは、いったん調査票を配布
（Webアンケートの場合は公開）してしまうと、誤解のないように質問を修正した
り、説明を加えたりすることはできません。場違いな回答が回答欄に書かれてしま
い、誤解が生じたことに後から気づく（あるいは、気づかないまま分析する）ことに
なります。

直接の出会い

通常、インタビューでは、お互い素性を明かして、直接会って話をします。また、
比較的少数の相手に対して行うため、個別のデータが全体に埋もれることもありま
せん。データは、語ってくださった方と結びついたまま扱われます。
共感しながら話を聞くことが大切、といわれますが、実際にインタビューをしている
と、相手の感じていることが身にしみて伝わってくる（例えば、つらい話を聞いてい
ると胃が痛くなる）ような気がします。というのも、目の前にいる人間の話をしっか
り聞いて、うなずいていると、初対面の相手の話でも他人事に感じない、というか、
相手の身になって理解する、という状態へと自然に入っていくものです。

さらに、面と向かっているわけですから、相手の話し方や身振りも情報となります。

1インタビューの特長と効果
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1.2    インタビューの効果 

これらの特長のため、インタビューは以下のような場面で効果を発揮します。

• 顧客を深く知る
• 顧客の視点で考える
• 顧客の発想を取り込む
• 心理的な効果とチームビルディング

顧客を深く知る

柔軟な質問によって、詳しい情報、複雑な情報を得ることができます。また、答え
る様子を観察することで、言葉に現れていない、ときには、相手がまだ明確に意識

していない考えや気持ちを察知することもできます。事前の計画がすべてではない
ので、予想しなかった意外な事実や感情について知ることもできます。
言葉がどのように話されたか、も情報となります。“自信がなさそうに”、“いかにも
嬉しそうに”、など、言語情報にニュアンスが加わります。字面としての回答を追う
だけではなく、情報に関する情報（メタ情報）が得られることは、インタビューの大

きな特長です。
例えば、ある話題について、こちらが聞かなくても語り始めた人は、こちらが質問

してから思い出して、「うーん、ありますね、そういうこと」と同意した人に比べて、

その話題を強く気にかけていると考えてよいでしょう。あるいは、当然意識している
はずなのに自分から語らない人は、その問題が重大すぎて、語ることを避けている
のかも知れません。こうした豊かな手がかりから、相手の体験や考えについて様々

な気づきが得られます。これは、アンケートで “Yesと回答した人は約67%” といっ
た総体的な情報を得るのとは、理解の内容が大きく異なります。

ときには口べたな方や、感じていることを整理して話すのが苦手な方もいらっしゃい
ます。インタビューでは、質問をしながら相手の考えを徐々に明らかにしたり、不
明瞭な表現を言い換えて確認したり、といった技術で、思いを共有することができ
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ます。このように、このように、質問する-答える、という関係でなく、インタビュー
する側も相手とともに考え、相手の語りを支援する、というアプローチを、アクティ
ヴ・インタビュー（active interview）といいます。

顧客の視点で考える

顧客のことを理解はしていても、会社や自分の立場があるのですから、本当に顧客

の立場で考えるのは難しい、というのもわかります。職場では、顧客にとっての価
値を追求するよりも目先の仕事を納期通りに終えることが優先、と考えてしまいが
ちです。製品開発が分業化されていて、顧客について考える機会がない、顧客の
ためのこだわりが評価されにくい、という現場も多いのではないかと思います。
顧客から話を聞き、理解を進めるうちに、相手の語りの外にある事実や期待も何と
なく見えてきます。特に顧客が仕事や生活を行う現場でお話をうかがう場合には、
高い臨場感の中で頭を刺激され、アイデア発想の環境としては最高です。「それなら、

きっとこういった問題をお感じなんじゃないかな」「そういうことであれば、こんな機
能があれば役に立つかも知れないな」といった発想が自然に生まれてきます。

インタビューを終えた後にも、相手の存在感が頭に残っていて、相手が語らなかっ
た感情や、未確認の事実に関しても「この人なら多分このように考えるのでは」など
と推論が働きます。こうして得られるアイデアや仮説は、顧客の現実に即している
点で強力です（後ほど落ち着いて、本当にそうか、と吟味する必要がありますが）。
自分が何かアイデアを考えなければ、と努力する必要はなく、何が求められている
か、自然にわかってきます。

インタビューは相手の心の動きや語りに気を配りながら柔軟にお話をうかがう、と
いう方法ですから、自分が “聞きたいこと” ではなく、話し手が “話したいこと” を
探りながら、それに寄り添っていく形となります。そうした、形から入る姿勢の変化、

というのもあるように思うのです。インタビューを行うと「顧客の視点で考えなけれ
ば」などと構える必要もなく、自然にそうなっていく気がします。

1インタビューの特長と効果
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顧客の発想を取り込む

インタビューの場で、お客さんのアイデアをうかがうことも少なくありません。例え
ば、特定の製品をどのように使っているのか、ユーザーの方にお話をうかがってい
ると、「いま、こういうことで困っているから、こういうモノがあるとうれしいんだけど
なぁ」とか、「この製品、ここはいいんだけど、このへん、こうなっているとちゃんと使

えるんだけど」のように、話の流れで、自分の要求を満たすアイデアが示されます。

アンケートに回答する場合と違い、時間をとって直接会うのですから、参加者の関
与感も高いに違いありません。こちらのために「何か役に立つことを言ってあげよう」

という気持ちになってくださっているかも知れません。
発想はいつ飛び出してくるかわかりません。また、「こんなアイデア話してもしょうが
ないかな」という遠慮をお持ちの方もいるでしょう。相手の表情を見て、いいタイミ
ングで「ん、ご意見がありますか？ 何でもおっしゃってください」と問いかけるからこ
そ、控えめな方からもアイデアを引き出すことができるのです。インタビューではそ
れが可能です。

そのまま製品になるようなアイデアが得られるとは限りませんが、よいヒントになり
ます。

心理的な効果とチームビルディング

お客さんのコメントをいただこう、と製品やサービスに関する自分のアイデアを話し
て、それが相手に全然理解されない、あるいは「え、それで何がうれしいんでしょう？」

なんて逆に質問されたりすると、ショックです。反対に、「それいいですね。いやー、

そういうのあったら絶対買います。ぜひ早くつくってください！」なんて言われると、
自分の思いが通じた喜びで、やる気が高まるでしょう。インタビューでは、客観的

なデータを得るだけでなく、相手から直接うれしい言葉、厳しい言葉をいただいて、
「がんばろう」とか「自分は甘かったかもしれない」などと感じる、心理的な効果も
大きいと感じます。

インタビューが特に優れているのは、顧客と直接会い、その声に耳を傾けることに
よって、お客さんから逃げられなくなる、ということだと思います。実際の顧客にわ
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ざわざお時間をとっていろいろと教えていただき、その方が抱えている現実の課題

を理解すると、ああ、自分はこの人のためにデザイン（あるいは設計、企画）をして
いるんだ、ということを感じます。この人の課題を解消しなくては、この人の期待

に応えなくては、という責任感・使命感が生まれるのです。メーカーやサービスを
運営する企業の方であれば、相手の発言から、その企業に対する期待を受け取る
こともあるでしょう。人々に期待される企業で働く人間として、この人に何が提供で
きるだろうか、と考えずにはいられません。つくる人のこのような感覚こそが、妥協

のない、品質の高い日本人の仕事を支えているのではないでしょうか。人を思い、
人を理解し、人のためにする仕事と、会社に閉じこもって、組織のため、自分のた
めに行う仕事とは、まず緊張感が違います。これは、書き表せるデータでなく、イ
ンタビューをする人の心に残る見えない成果物です。

こうした効果は、チームビルディングにも役立ちます。インタビューは誰でもできる
ので、様々なメンバーが参加できますし、顧客との対話の場を共有しながら、使命
感も高まったいい状態で、自分たちの目指すモノ・コトに対する “思い” を語り合う
ことができます。チームで顧客を訪問する場合には、移動や食事などで多くの時間

をともに過ごすことになります。その過程でのハプニングや、楽しい出来事を共有

することも、仲間としての意識醸成につながります。

また、「お客さんはこう言っている」という “言葉” を手に入れることは、様々な点で
強力です。顧客の言葉はわかりやすいので、他の関係者と “お客さんの真実” を示

す際に便利です。「お客さんはこう言っているらしいぞ」と、その言葉が広まっていく
こともあるでしょう。しかも、顧客の言葉の例を示すとたいていの関係者は「あ、こ
の人はお客さんのことがわかってるんだ」と思ってくれ、意見を聞いてもらいやすく
なります。もちろん、一人の顧客の言葉が語った断片的な言葉で、顧客の全体を
説明してしまうのは危険です。偏った使い方をしないよう気をつけねばなりません。

1インタビューの特長と効果
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1.3    インタビューの制約と回避策 

一方で、インタビューには制約もあります。まず、インタビューの実施には個別に、

ある程度の時間がかかりますから、多くのサンプル数を得ようとすると多大な時間

や労力がかかります。容易に数万件のデータを得られるアンケート調査と比べると
サンプル数は少なくなるため、想定する市場の全体を予測する力では劣ることを理
解しなければなりません。
多くの人にインタビューする場合には、それぞれの対話内容を詳細に分析すること
は難しいため、インタビューならではの価値も失われがちです。さらに、インタビュー
相手に関する条件が厳しい場合には、条件に合った人が見つかっても、その人々
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が地理的に分散していることも考えられます。そうすると、直接会ってインタビュー
するには移動のコストもかかります。遠く離れた場所にいる人とのインタビューが
必要な場合には、電話やWeb会議サービスなどの利用も考えるとよいでしょう。

また、インタビューの担当者には特別な技術が求められます。インタビューは基本
的に“会話”ですから、誰にでもできます。しかし同時に、会話では時折、曖昧なや
り取りや誤解、何となく話しづらい感覚が生じることは皆さんもご存知でしょう。イ
ンタビューでは、人それぞれに性格や知識の異なる、初対面の相手と会話をするこ
とになります。大切な意思決定の参考となる、信頼のおけるデータを得るためには、
待った無しの本番でミスのない会話術が必要です。話しやすい雰囲気を作るラポー
ルの形成など、話を聞く上での技術は、Chapter03『実施』で詳しく解説します。
目的によっては、互いに身分を明かすことが問題となることもあります。例えば、
競合他社製品の利用者にその製品の利点や問題を聞く際には、こちらの社名を相
手に知らせることで、様々な問題が生じます。身分を隠したり偽ったりして調査す
ることは倫理的に問題があるため、このような場合には社外のリサーチャーを雇う
ことが有効です。

インタビューの制約を、他の方法や情報と組み合わせて解決することも検討してく
ださい。例えば、サンプル数が限られるという制約をカバーするため、インタビュー
で得られた事実が多くの人々に当てはまるかどうか、アンケート調査で確認する、

ということができます。このような手法の組み合わせは、トライアンギュレーション
（triangulation）と呼ばれます。

1インタビューの特長と効果
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2 インタビューにのぞむ姿勢

2.1    インタビューの相手に敬意をはらう 

インタビューでまず重要なのは、相手に対して敬意を払い、誠意ある対応をするこ
とです。インタビューは、答えてくれる人の存在なくして成立しません。貴重な時
間と知識を自分のために提供してくれている相手に感謝し、大切に扱うことは、調
査の目的や技術以前に求められる基本です。
敬意は心の中だけでなく、言動に表されるべきです。インタビューにおいては、相
手を気遣って、例えばわかりやすい言葉で質問する、とか、傷つけるようなことを
しない、ということになります。わかりやすい言葉で質問する、というのは、こちら
からの質問で誤解されそうなポイントをあらかじめチェックして、その要因を除いて
あげる、ということです。専門用語やなじみのない単語を避け、聞いて誤解なく理
解できる質問になっているか、話題の展開が不自然になっていないか、事前に考え
ておきます。“大半の人には適切に伝わるだろうけど、こういうふうに誤解する人も
いるかもしれない” という落とし穴に気づいて、その問題を取り除きます。

また、相手が楽に話せる状態を作り、語りに寄り添いながら、しっかりと聞く、と
いうことも大切です。例えば、話があちこちに飛んで、何を言おうとしているのか
わからないような方もいらっしゃいます。でも、しばらく話を聞いていれば、次第に
意図はわかってくるものです。うなずきながら、相づちをうちながら興味を持って聞

き、時には「こういうことですか？」と助け舟を出して話を進める。一人で苦労させる
のでなく、相手を気遣いながらともに理解してゆきます。
途中で「あ、失礼しました。大事な質問を一つ飛ばしてしまっていました」なんてこ
とになれば、そのインタビューに対する真剣さがない、すなわち、相手を尊重して
いないことになり、大変失礼です。インタビューの内容は、練習してしっかり頭に
入れておきます。
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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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