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■  本書に記載された内容は、情報の提供のみを目的としております。したがって、本書を用い
ての運用はすべてお客様自身の責任と判断において行ってください。

■  本書の制作にあたっては正確な記述につとめましたが、著者や出版社のいずれも、本書の内
容に関して何らかの保証をするものではなく、内容に関するいかなる運用結果についても
いっさいの責任を負いません。あらかじめご了承ください。

■  本書は2014年9月段階での情報に基づいて執筆されています。本書に登場するサービス情報、
URL、商品情報などは、すべて原稿執筆時点でのものです。執筆以降に変更されている可能
性がありますので、ご了承ください。

■  本書の内容は著作物です。著作権者の許可を得ずに無断で複写・複製・転載することは禁じ
られています。

■  本書中の会社名や商品名は、該当する各社の商標または登録商標です。本書中では™および
®は省略させていただいております。

本書のサポートサイト
http://book.mynavi.jp/support/pc/5172/

訂正情報や補足情報などを掲載していきます。



この本は、
❶これからネットショップを始める方
❷ネットショップをスタートして間もない方
❸売上が数十万～100万円前後で伸び悩んでいる方
などに読んでいただきたいと思っています。

今や、子どもからおじいさん・おばあさんもネットで手軽にモノを買うようになり、私たちの生活に
なくてはならない存在になりました。
そんなネットショップは企業にとっても非常に重要な存在で、新たな販路として参入される例はとて
も多いです。ただ、競争が激しい上に業務も非常に煩雑になることなどから、赤字が続き、うま味を
感じず撤退されるケースも、とても多いのです。
これまで私が多くの方（企業）のネットショップのご相談に乗っている中で、「全然儲からないよ～」「こ
の先、何をやればいいのか分からない……」「スタッフに指示を出したいけど、何から先に指示すれ
ばいいか分からない……」「モールに出店するべき？  費用が高いだけでしょ」などのご質問を多く受
けてきました。
これらのご質問を日々いただく中で、「ポテンシャルが高い方（企業）がネットショップを諦めるなん
て、本当にもったいない!」「正しい方法を知って確実に売上と利益を上げてもらいたい!」と強く思う
ようになりました。そして、これまで私が楽天勤務時代に学んだことや感じたこと、独立後数多くの
ネットショップやそのスタッフの方へアドバイスをした内容をもとに本書を執筆いたしました。
本書は基本的なネットショップ運営のポイントをできる限り体系立ててまとめるようにいたしまし
た。「ありがちな悩みごとへのお返事」コーナーも様々な方に実際にいただいたご質問をもとに書かせ
ていただきました。できるだけ具体的にイメージしていただけるよう努めましたので、これからスター
トされる方は本書を参考に進めていただけると効率的に進めることができると思います。また既に
ネットショップを運営されている方は本書と実際に行われている日々の業務を照らし合わせていただ
き、効率化やレベルアップのヒントとして取り入れていただけると幸いです。

より多くの方（企業）のネットショップのお悩みを解決し、
より多くの方（企業）が自分（自社）らしいネットショップを運営し、
より多くのお客様に熱狂的なファンなってもらえるような、
ネットショップづくりに貢献できればとても嬉しく思います。

2014年10月
高瀬  圭代
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ネット通販の担当者に
なったらまずどうする？

社内の方針を把握して、目標を決める

自分自身・社内のスキルの棚卸は万全ですか？

効率的に外部の業者を活用するには

必要最低限のソフトを揃えましょう

理想のお店を見つけることが大切



もしあなたが突然ネット通販の担当に任命されたら……？　Chapter 1ではまず、ネットショップを立ち上げ
るまでにやっておかないといけないことをまとめておきます。

社内の方針を把握して、
目標を決める

ネット通販市場の状況

国内のインターネット通販（  BtoC※1）の市場は右肩上がりに成長しています。
2013年度では、このBtoCの市場規模は11.2兆円となり、前年比17.4％の増加
となりました。ちなみにそれ以前はというと、2008年6.1兆円、2009年6.7兆
円（前年比＋9.96％）、2010年7.8兆円（前年比＋16.3％）、2011年8.5兆円（前
年比＋8.6％）、2012年9.5兆円（前年比＋12.46％）となっており※2、その勢い
は今後も続くと見られています。
そんな中で、これまで店舗を構えて小売をしていた会社がネット通販に進出す
ることはもちろんのこと、製造業で企業相手にしか取引をしていなかった企業
が一般ユーザー向けにネット通販を始めたり、飲食店がネット通販事業を始め
たりと、様々な業種業態が導入を加速させています。

※2　ht tp:/ /www.meti.go.
jp/press/2014/08/2014082600
1/20140826001.html

※1　Business to Consumer
の略。企業や法人（Business）
が消費者（ Consumer）を対
象に行うビジネスの形。

図1　日本の BtoC- EC 市場規模の推移（出典：http://www.meti.go.jp/press/2014/08/20140826001/20140826
001-2.pdf より一部編集）



社内の方針を把握して、目標を決める

社内の方針を確認して、目標を設定する

これらすべてがあてはまる場合ももちろんあると思いますが、会社としての優
先順位はあるはずなのでそれに沿って 目標を設定していきましょう。

メーカーの会社がネットショップを始めるのによくあるタイプです。この場合
の目標は売上動向・売れ筋商品・顧客レビューなどのデータが重要になります。
他のショップよりも、顧客とのコミュニケーションをどのように図るかに重点
をおいた店舗運営が重要になるでしょう。たとえば、商品と一緒にアンケート
用紙を送ったり、アンケートの回収率を高めるためにプレゼントを実施したり、
FacebookやTwitterなどのSNSを活用して、ネットショップ以外のコミュニケー
ションを図る場所を作ったりするのも方法の1つと考えられます。

あなたがネットショップの担当者に任命されたら、まず社内の方針を明確にす
るようにしましょう。ネットショップをどのような立ち位置に育てていくの
か、会社の方針次第ではその計画や取り組み方が全く変わってきます。
一般的に中小企業がネットショップを始める目的は、次の❶～❹が多いと思わ
れます。

顧客の声・売れ筋商品の把握など
マーケティング的な役割で立ち上げる

❶

❶ 顧客の声・売れ筋商品の把握などマーケティング的な役割で立ち上げる
❷ 現在の営業の補助（売上の補完）的役割で立ち上げる
❸ 会社の中核事業とするべく立ち上げる
❹ とりあえず試しで始めてみる

そんな波に乗るべく、あなたの会社がネット通販事業を立ち上げ、これまで総
務や経理、営業をしていたあなたが突然ネット通販の担当に任命されたら、ま
ず何から手をつけていくべきか、このChapter 1ではネットショップを立ち上
げるにあたってやるべきことを詳しく見ていきたいと思います。

現在の営業の補助（売上の補完）的役割で立ち上げる❷

この場合はもちろん売上の強化が重要になります。ただし、あくまで補助的な
役割なので手間や時間、費用などのコストを極力省いて運営できる体制づくり



とりあえず試しで始めてみる

❶～❸のケースでもまずは、「とりあえず始めてみよう」という感覚でスタート
される場合は多いかもしれませんし、難しいことを考えていても始めてみない
と分からないことも多いので、とりあえず始めてみるというのはとても重要だ
と思います。
この際に重要なのはやはり極力小さくスタートをすることです。また事業計画
ほど具体的でなくても、「いつまでに」「いくら（売上・利益）」「何人顧客を獲得
するか」の目標を明確にして、設定したタイミングで各目標値を見て、継続す
るか、撤退するかのジャッジを行うようにしておくと良いでしょう。

❹

● まずは会社の方針を確認しよう
● 方針に従って、具体的な目標を定めよう

会社の中核事業とするべく立ち上げる

が必要です。
取り扱い商材によりますが、このような目的でスタートする企業は「 Amazon」

などのモール※3を使って、ページ作りや発送などの手間を省いて運営をするか、
運営代行会社などに依頼をして運営をする場合も多いです。
ここで売上の拡大が見込めるようならば、次の❸に移行するのも1つの方法だ
と思います。

この場合はスタートアップの企業か、本業に課題を抱えている企業もしくは拡
大路線を推進する企業が選択されるケースが多いです。
当然のことながら、この場合は 事業計画（事業内容・販売戦略・資金計画など）
を明確にしておく必要があります。

❸

※3　モールについては、
Chapter 4で詳しく説明しま
す。

会社にとってネットショップがどういう位置づけなのか、はっきりさせておくの
が大事なのね。ちょっと聞きにくいけど、社内で確認してみよう!



自分自身や、会社の中のスキルやリソースを確認して、何がすでにあるのか、何が不足しているのかを確認
しておきましょう。

自分自身・社内の
スキルの棚卸は万全ですか？

ネットショップ運営に必要なスキル

ネットショップをオープンし、運営していくためには様々なスキルが必要にな
ります。もちろんすべてのスキルを最初から担当者や社内が持っている必要は
ありません。うまく外部の専門業者などを活用すればいいのです。ただ何でも
外部業者任せではいつまでも社内に スキルが蓄積されず、コスト増にもなりか
ねません。
ネットショップを始めるにあたって、担当者ご自身や社内で必要なスキルがど
の程度あるのか、無い場合は何が足りないのかを見極める必要があります。こ
こでは具体的にどのようにスキルの棚卸をするのか、また足りないスキルをど
のように補うのかを見ていきたいと思います。
次ページに、ネットショップ運営に必要なスキルや作業とそれを専門で行って
いる外部業者を一覧にまとめました。もちろん外部業者は一部ですのでもっと
他にも良い業者があるかもしれませんが参考に見ていただければと思います。

外部に仕事を依頼するときに注意すべきこと

ネットショップに必要なスキルや作業は、ほぼ外部業者で賄うことが可能です。
これらの中で、自社で対応できる部分と不可能な部分を棚卸し、不可能な部分
は上手く外部業者を活用するようにしましょう。その方がかえって時間・費用
などのコストが安くつく場合もあります。
ただし、注意することもあります。
たとえばページ制作など、今ではフォトショップ※1なども非常に簡単に操作
ができるようになっているため、素人の方でもある程度のものが作れるように
なりました。でも、それで何とか自分たちで頑張って作ってもデザインなどは

※1　Adobe Photoshop。制
作に使うソフトについては、
Chapter 1-4で詳しく説明し
ます。



ネットショップ運営に必要なスキルと外部専門業者一覧

項目 作業 必要スキル 外部業者 外部専門業者 URL

 仕入れ

仕入れ業者選定

仕入れ専門
サイト

アリババ株式会社 http://www.alibaba.co.jp/

商品選定・買付 「DeNA BtoB market」 http://www.netsea.jp/

値決め 「楽天BtoB」 http://b2b.rakuten.co.jp/

ページ制作

 写真撮影 カメラ撮影の技術
カメラマン・
撮影スタジオ

株式会社バーチャルイン http://www.photo-o.com/

「おまかせWEB 商品撮影サ
ービス by GMO」

http://ec.omakaseweb.com/

 画像加工
フォトショップの
操作

Web制作会社

株式会社 アイ・オーダー http://www.i-order.jp/

 バナー作成
フォトショップ・
イラストレーター
の操作

株式会社 ファンクション
http://www.funcushion-group.
com/

 コーディング
HTML・CSSなどの
記述

株式会社 スタジオカレン http://www.studiokaren.co.jp/

顧客とのコ
ミュニケー
ション

 電話応対

コールセンター
運営代行業

「EC-REVO」 http://www.ec-revo.biz/

 メール対応
日本マルチメディアサービ
ス株式会社

http://www.jmscom.co.jp/

 手紙 物流代行業でほぼ対応

 梱包・ 発送

在庫管理

入荷・棚卸・在庫
確認など

物流センター・
物流倉庫

「ECEx」 http://ec-express.com/

ピッキング 「EC-REVO」 http://www.ec-revo.biz/

梱包
「ハートもっとエクスプレ
ス」

http://www.takasue.co.jp/buturyu/

発送
「DMS通販出荷代行サービ
ス」

http://www.tsuhan-dms.jp/

イベント・
キャンペー
ン開催

企画立案

ネットショップ
運営代行業・
Web制作会社

「ネットショップ総研」 http://www.netshop-soken.co.jp/

メルマガ配信 「EC運営代行 retro」 http://daiko.retro.jp/

企画ページ作成
クリックコンサルティング
株式会社

http://click-consul.com/

バナー告知

効果測定
コンサルティン
グ会社

クリックコンサルティング
株式会社

http://click-consul.com/

 広告出稿

広告選定
コンサルティン
グ会社

「ネットショップ総研」 http://www.netshop-soken.co.jp/

入稿
ネットショップ
運営代行業・
Web制作会社

効果測定
コンサルティン
グ会社

コマースデザイン株式会社 http://www.commerce-design.net/



自分自身・社内のスキルの棚卸は万全ですか？

素人の仕事とプロの仕事にはどうしても差があり、良いページデザインができ
ない場合が多いです。
以前は素人が頑張って作ったページでも売れている時代がありました。でも最
近ではどのネットショップもクオリティが非常に高くなり、以前のようなペー
ジでは売れにくくなっています。
クオリティの高い売れるページを作るのであれば、最初はプロに任せた方が私
は効率的だと思います。ご自身で作業されるのであれば、プロの作ったものを
アレンジしてページの更新などをされていくと良いと思います。

マッチングサイトで更にクオリティアップ !

前述の表の中で様々な専門業者をご紹介させていただきました。ページ制作や
デザインなどは、最初から1つの業者に依頼するパターンが多いですが、マッ
チングサイトなどのコンペ機能を活用して様々なデザインの中から自分・会社
のイメージにあったものを選ぶことも可能です。
以下は マッチングサイト※2の例です。

●ランサーズ

図1　http://www.lancers.jp/

※2　これらのサービスは、
「 クラウドソーシングサービ
ス」と呼ばれることもあり
ます。

スキルについての
よくあるお悩みへ
のアドバイスが、
P.109にあるよ!



●クラウドワークス

前述のマッチングサイトでの業務依頼方法は、大きくコンペ形式とプロジェク
ト形式に分かれており、 コンペ形式は発注者がサイト上で仕事を依頼し、それ
に対して登録している業者や個人が提案をします。
たとえば、会社やネットショップのロゴマークを作りたい場合、発注者が要望
やイメージを書き込むとそれを見た業者や個人は要望に合わせたロゴを提案し
てくれます。それを見て発注者が自分のイメージに合ったものを選ぶといった
流れです（図3）。

 プロジェクト形式は仕事そのものの提案を受けたり選んだりするのではなく、
発注者が業者や個人を選定し、じっくりやり取りをしながら進めていくといっ
た流れです。
たとえば、Web制作を依頼したい場合、まず発注者は、仕事の依頼（サイトデ
ザインやECサイト構築など）とその具体的な要望（サイトイメージ、金額、納
期など）を提出します。それを見た業者や個人で活動するデザイナーなどは見

これらのサイトには仕事を依頼したい人と仕事を受注したい人が集まってお
り、Web制作やデザイン、開発、ネーミング、その他作業など様々な業務の受
発注が生まれています。

図2　http://crowdworks.jp/

コンペ方式とは

プロジェクト方式とは



自分自身・社内のスキルの棚卸は万全ですか？

積もり提出や提案を行い、発注者が業者を選定し、仕事の発注・進行に移って
いくというものです。これらのサイトの特徴は他の見積もりサイトなどとは異
なり、進捗管理をサイト上で行うことができたり、依頼金額の仮押さえをサイ
トが行ったりしてくれることです（図4）。

❶仕事の依頼
（例えばロゴ制作の依頼）

❷提案
（ロゴ画像）

サイトの登録者❸気に入ったものを選ぶ

発注者

図3　コンペ方式の流れ

図4　プロジェクト方式の流れ

発注者

❶仕事の依頼
（例えばWeb制作の依頼）

❷応募

サイトの登録者
❸気に入った人を選ぶ

❹やり取りしながらプロジェクトを進めていく



私がお勧めなのは、まずコンペ形式でロゴやチラシデザインなどを依頼される
ことです。
1つの業者に確定してしまうとどうしてもその業者の色・特徴がある程度決まっ
てしまいます。コンペ形式であれば様々な業者・個人のセンスを見ることがで
き、自分がこれまで想像できなかった新たな発見ができるからです。
ロゴ制作なら30,000円程度からトライできるのでぜひ一度試してみてはいか
がでしょうか？

●  ネットショップを立ち上げて、運営していくのに必要なスキルを確認して、
何を外部に依頼するかをはっきりさせよう

●  外部に依頼するときは、どんな業者があるのかよく調べ、その仕組みや注意
点を理解しておくようにしよう

いろんな方法があるんだな～。デザインの発注なんて初めてだけど、小さなもの
から発注してみようかな。



Section 2ではネットショップを開設・運営するのに必要なスキルとそれを外部に委託するにはどのような
業者があるのかを見てきました。このSection 3では、「外部の業者をどううまく活用するか」というところに
視点をおいて見ていきたいと思います。とりわけ、活用することが多い  Web制作会社にフォーカスを当てて
ご説明します。

効率的に外部の業者を
活用するには

まず、制作会社に依頼する際は必ず何社かピックアップした上で選定していき
ましょう。最初の数社をピックアップするには、「楽天ビジネス」などの一括見
積サイトや、Section 2でご紹介した「ランサーズ」などのマッチングサイトを
活用するのが、一番多くの業者を選定しやすいと思います。

●一括見積サイト ： 楽天ビジネス

図1　http://business.rakuten.co.jp/

選定先の探し方と選定のポイント



●一括見積サイト ： NEXGATE

●マッチングサイト：ランサーズ

図2　 http://www.nexgate.jp/

図3　http://www.lancers.jp/
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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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