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　IT専門調査会社 IDCによると、2013年の世界に

おけるパーソナルコンピュータの出荷台数は、前年

比9.8％減の3億1,510万台と過去最大の落ち込み

を記録した。この傾向は今後も続き、2018年には

2億9,170万台にまで落ち、3億台を超える水準に

は戻らないという。これは日本国内もほぼ同様だ。

2014年上半期はWindows XPのサポート終了な

どもあり、ビジネス市場こそ前年同期比でプラス成

長しているものの、コンシューマー市場では20%

以上減少するなどその効果は一時的なもので、最終

的には2014年も6%程度の落ち込みになると予測

コンピュータ市場による「主役」の交代

「スマホ全盛の時代」といわれる現在、

スマートフォン、タブレットなどのスマートデバイスは

世界的にどのくらい普及しているのだろうか。

まずは統計でその勢いを見てみることにしよう。

1. スマートデバイスの現在

世界市場における年間出荷台数推移
IDCやガートナーなど IT専門調査会社各社のレポートをベースに、2007年実績から2018年予測までの出荷台数推移をグラフにしたもの。吹き出しの中の数字の単位は100万台。PC市場は
完全に鈍化し減衰傾向が始まっているが、モバイル市場はこの10年で20倍以上の成長を遂げるのは間違いない。「パーソナルコンピュータ」の定義が変わるのは時間の問題だろう

2007 2009 2011 2013 2015 2018

270 300 350 310 290 280
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タブレット

されている。

　減少するPC市場を尻目に大きく伸びている分

野が、スマートフォンだ。2007年にAppleの初代

iPhoneが発売されたタイミングから急速にその存

在感を増しはじめ、市場予測をはるかに上回るペー

スで成長してきた。2013年には10億台を超え、市

場全体の65%という圧倒的な市場シェアを誇る。

同様にノートPCよりもさらに薄いタブレットデバ

イスも、2013年は前年比68%増の1億9,500万

台を記録し、市場全体の15%のシェアを持つよう

になった。これはすでにPCに迫る勢いであり、単体

で見ればすでにノートPCよりも多い出荷台数だ。

　実際、人々がスマートデバイスを利用するシーン

は日常になっており、その範囲はビジネスにおいて

も重要性を高めてきている。「コンピュータを使う」

という意味が、従来のデスクトップ型からモバイル

型へと、主役の座を渡しているのは間違いない。

　この成長のピークは2018年に北米など先進国

での普及率がほぼ100%に達し、世界レベルでのス

マートフォン契約者数が40億人を超えるところま

では続くと見られている。
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　年間10億台を超える出荷台数を誇るようになっ

たスマートデバイスは、今後どのように成長してい

くのだろうか。スマートデバイスのメリットは、コ

ンパクトながら従来の「ケータイ」と比較してはる

かに大きなディスプレイで、充分な情報量を手軽に

表示できる。Webページの閲覧や電子メールなど

コンピュータで日常的に行っていたことも、文字通

り「いつでもどこでも」使えるようになったことが

大きい。通話やメッセージ、カメラ、多機能なアプ

リが追加できるスマートフォンは、多くの人にとっ

てもはや「パーソナルコンピュータ」として充分な

機能を提供するまでに成熟している。

低価格帯により、新興国の成長が著しいスマートデバイス

リージョン別スマートデバイスシェア
2014年と2018年のスマートフォンの出荷台数と人口あたりの普及率を、10のエリアに分けて予測したもので、数字の単位は100万台。中国はすでに出荷数ベースで世界最大のマーケットに
成長している。また、成長率でみるとインド、南米、東南アジア、南アフリカの伸びしろの大きさが台数と普及率の両方から一目瞭然と言える

　さらに、タブレットデバイスなどは、同クラスサ

イズのディスプレイを備える低価格ノートPCの半

額程度という価格帯が主流になったことで、購入に

対するハードルも大きく下げている。こういった好

材料が、従来までコンピュータを積極的に利用して

来なかった層に大きくリーチし、結果として新規顧

客を大きく獲得することに成功した。これが、購買

層が買い替え需要中心へと移行し、完全に鈍化した

従来までのコンピュータ市場との差を決定付けた。

　先進国での所持率の多さが目立つ印象のあるモ

バイル分野だが、ここ数年は新興国での成長が著し

い。すでに中国におけるスマートフォンユーザー数

は北米を超え、単一国としては世界最大規模となっ

ている。これもスマートデバイスの低価格化が大

きく寄与していると言われており、同様の傾向はイ

ンド、東南アジア、南米、南アフリカなどにもみられ

る。これらのエリアの人口は世界人口の70%近く

を占めるため、低価格デバイスの普及に伴って、地

域別販売台数の勢力図が大きく描き変えられつつ

ある。潜在的な新規ユーザーを膨大に抱える新興

国への広まりは、グローバリゼーションの視点から

見ても一過性のものではなく、今後も大きな成長が

期待されるマーケットとして注目される。
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（参考資料）
IDC Expects PC Shipments to Fall by -6% in 2014 and Decline Through 2018（IDC）
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24700314

2013年 国内クライアントPC市場実績値を発表（IDC Japan）
http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20140212Apr.html

世界スマートフォン出荷台数、初の10億台超え── IDC調べ（IT Media）
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1401/29/news045.html

Worldwide Smartphone Growth Expected to Slow to Single Digits by 2017（IDC）
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24701614

世界のスマートフォン普及予測（シードプランニング）
https://www.seedplanning.co.jp/press/2012/2012072601.html

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24700314
http://www.idcjapan.co.jp/Press/Current/20140212Apr.html
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1401/29/news045.html
http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24701614
https://www.seedplanning.co.jp/press/2012/2012072601.html
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　さまざまなハードウェア・バリエーションが存在

するスマートデバイスの市場は、ベースとなるOS

（オペレーティングシステム）によってカテゴリーを

分けて、シェアを計ることができる。

　現在、もっともシェアが高いのは、Googleが開

発する「Android」だ。市場の80%近くを占める

Androidは、OSそのものはオープンソースでライ

センス費用が発生しない。このため、数多くのハー

ドウェアベンダーが自社開発のスマートデバイス

のOSにAndroidを採用し、販売するムーブメント

が起きて、市場を席巻するようになった。Google

自身もこの流れに乗って、ハードウェア開発を容易

にするキットを提供するなど、そのエコシステムは

非常に強固だ。

　Androidに次ぐシェアを持つのが、Appleの製

品だ。スマートデバイスブームの火付け役ともい

える iPhone、そしてタブレットの iPadは、ハード

ウェアの設計はもちろん、その上で稼働するシステ

ムである「iOS」まですべてApple自身で手掛ける、

Googleとは真逆のアプローチだ。一社のみで提供

しているにもかかわらず、台数ベースでは世界第二

位の規模に成長している。そのブランド力、製品ク

オリティからモバイル市場においても強い影響力

を持つ、業界のオピニオンリーダー的な存在である

のは間違いないだろう。

　このように現在のスマートデバイス市場は、実

質GoogleとAppleというこの2強体勢といって

いいが、この2年弱で大きく割り込んできたのが

Microsoftだ。スマートフォンには専用の「Windows 

Phone OS」を搭載するが、タブレットではPCと同

じくWindowsをOSとして搭載し、ビジネス市場

を中心に、急速にシェアを伸ばしている。現在は

2%以下の小さなシェアだが、2018年には10%程

度まで成長すると予測されており、今後はGoogle、

Appleと同じく市場に影響を与える可能性を秘め

ている。

シェア1位はAndroid、Apple、Microsoftが続く

今後数年は隆盛を続けるスマートデバイス市場にも、いくつかのプラットフォームが存在し、シェ

アの奪い合いを続けている。

その中で頭一つ出ているのがGoogleのAndroid、そしてデバイス自体のシェアは及ばないものの

この市場で強い影響力を持つApple、そして、Microsoftの存在も無視できない。

2. スマートデバイス市場のパワーバランス

85%
Hardware shipment
share in worldwide

OS別スマートデバイスシェア
数で圧倒するAndroidは、複数のメーカーから多種多様なサイズのデバイスが豊富に販売されている。性能に応じて価格も差別化されており、ハイエンドモデルから低価格モデルまで幅広く取
り揃えているため、巨大なエコシステムの構築に成功した。一方の iOSデバイスは種類も価格帯も絞り込みながら効率よく販売戦略を広げている
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　シェアを考えるときに注目すべきは、台数シェア

では15%に満たないAppleが少なからず市場に影

響力を持っているという事実だ。

　その理由は、スマートデバイスのシェアを計る上

で参考になるのもう一つの指針「アクティブユー

ザーシェア」にある。これはデバイスを持っていて

も使わない人と、積極的に使う人では当然その利用

率に差が出るという考え方のこと。Apple製品を

利用するユーザーは極めてアクティブ率が高く、ス

マートデバイスからのインターネットアクセスなど

を見ると、iOSデバイスからのトラフィックだけで

全体の半分以上を占めている。これはApple製品

のデバイスとしての使いやすさを端的に表してお

り、オンラインが主戦場となるECビジネスを手掛

ける企業などはこの指標を重要視している。

　もう一つの問題が「断片化」だ。さまざまなメー

カーがデバイスを開発するAndroidは、その間口の

広さからさまざまな性能を持つ製品を1つのOSで

サポートしているが、OSのアップデートにハード

ウェアが追従できないものが少なくない。そのため

市場には2.x系から4.x系までのAndroid端末が市

場に広く分散している。一方で iOSデバイスは実績

として最低でも2世代以上のアップデートをサポー

トしている。また、ユーザーのアップデートも早く、

リリースから1カ月程度で40%、1年後には95%

のアクティブデバイスが最新版になるという調査

報告がある。これは最新の機能やサービスが使える

という点でだけでなく、提供するサービスやアプリ

の動作検証と保証というサポートコストにも直結

する重要な意味を持つ。

　このように利用者層がPCより広い層にリーチ

しているスマートデバイスは、その偏差がかなり広

い。「どのデバイスが普及しているか」だけでなく、

継続系のサービスを展開する場合には「頻繁に利用

するユーザーはどのデバイスを使っているのか」も

考慮すべきだろう。

積極的に利用する「アクティブ率」はApple製品

55%
Active-user based
share in worldwide

OLD NEW OLD NEW

(2010.12.6)

A

Android 2.3

4.0 - Ice Cream Sandwich
(2011.12.16)

4.2/4.3 - Jelly Bean
(2012.9.13)

iOS 7.0 
(2013.9.18)

iOS 6.x 
(2012.9.19)

FUTUREPAST FUTUREPAST

4.4 - KitKat
(2013.10.31)

iOS 8.0
(2014.9.17)

OS別アクティブユーザーシェア
複数のリサーチ会社の結果から、ユーザー一人当たりの利用時間の長さは iOSデバイスが圧倒的。製品そのものの使いやすさがユーザーのロイヤリティを高めているのだろう。また、フラグメン
トと呼ばれるOSの断絶化も iOSは圧倒的に低くほぼ最新のOSをユーザーが使うのに対して、Androidは未だ古いバージョンからアップデートできない問題などから互換性の問題が常につき
まとう
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　世界で最も普及しているスマートデバイスは？

と問われれば、やはり「スマートフォン」が筆頭に挙

がるのは間違いないだろう。ディスプレイサイズが

3～4インチ程度、軽量で手のひらに収まるぐらい

のコンパクトなボディを持つこのタイプは、スマー

トデバイス市場の過半数を占めるいわば「マジョリ

ティ」的な存在だ。「フォン（Phone : 電話）」の名前

が示すように、従来の携帯電話の延長線上に進化し

てきた、「多機能携帯電話」としての要件を満たす

ものであることは言うまでもない。

　ご存じのとおり前面のほとんどをスクリーンで占

める特徴的なデザインは、「フィーチャーフォン」

と呼ばれた従来型の携帯電話と異なり、ユーザーが

画面に触れたことを検知できる「タッチディスプレ

イ」を標準装備し、文字入力を含むほとんどの操作

を画面上で一本、ないし複数の指を使うことで実現

できるように設計されている。その結果、物理ボタ

ンも電源や音量など、必要最低限なものだけに絞り

込まれ、ボタンが多かったフィーチャーフォンと比

較して非常にシンプルなフォルムに仕上がっている

製品が多いのも特徴だ。

　その結果として各ベンダーは、製品ごとの差別化

を外見的な部分よりも、内部のプロセッサやメモ

リ、ストレージ容量、ディスプレイなど、いわゆるコ

ンピュータ的なスペックで比較されることが多い。

高性能なモデルほど高級化、高価格化していくこと

で差別化を図っていくのはもちろんだが、逆に性能

を意図的にある程度に抑えることで製造コストを

圧縮し、「低価格」を武器に新規顧客を開拓して大

きくシェアを伸ばすモデルが登場するなど、成熟と

多様化が進んでいるジャンルであることも注目す

べき点だろう。

　性能面でもう一つ重要なのは「単独でネットワー

クに繋がる」ということだ。前述のとおりスマート

フォンは「通話」という携帯電話としての機能を持

ち合わせている。このネットワークを「常に利用で

きる」ということは、いまや当然のことのように思

えるだろうがアプリを考える際に大きなポイントの

1つとなるだろう。

多機能モデル、低価格モデルと多様化が進むスマートフォン

スマートフォンの登場を皮切りに、一気に普及してきたスマートデバイス。

一言で「スマートデバイス」と言っても、さまざまなサイズ、形状のものが登場している。

それはディスプレイのサイズの違いであったり、身に付けるものだったりと多種多様だ。

では現在、どのようなスマートデバイスがあるのだろうか。

3. 多様化するスマートデバイス

スマートフォン…3～4インチ程度のタッチディスプレイ、電話機能を持つもの
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　スマートフォンはその機動性の良さを活かした

ソリューションが多い。例えばカメラアプリは、そ

の典型例だろう。

　現在ほとんどのスマートデバイスが搭載してい

るカメラは、コンパクトデジタルカメラと同等かそ

れ以上の機能を備えているものが多い。また、単に

カメラ単体の性能の良さだけではなく、アプリを

使ってその場で写真を修整や加工をしたり、ソー

シャルサイトへ気軽に共有できるなど、撮るだけで

はなく、写真の「見て楽しむ」サービスが次々と誕生

し人気となっている。現在のインターネットの投稿

トラフィックの30%程度は写真だといわれており、

その利用率の高さを物語っている。

　アプリそのもののデザインにも特徴がある。コン

ピュータなどと比較して圧倒的にサイズの小さい

ディスプレイは、従来のように「全部入り」の統合型

インターフェイスを作ってしまうと、視認性が一気

に悪くなる。そのため、従来のコンピュータ向けの

ものを単機能に分けて別々に提供したり、スマート

フォン版のみ機能を絞って提供するアプリも多い。

　こうすることで操作感は向上し、ユーザーは使用

する目的に応じてアプリを切り替えて利用する習

慣が身に付いている。一般的なユーザーであればこ

れで事足りるだろうし、ヘビーユーザーであればス

マートフォンを「サブ機」として使い、メインとなる

コンピュータのアシスト役として活用することが可

能だ。いずれにせよ「快適さ」が重視されるのは間

違いない。

　先述の「ネットワークに繋がる」という機能もス

マートフォンのモビリティという点では重要だ。携

帯電話のインフラ網が充実する昨今、スマートフォ

ンでの通信可能エリアは格段に広がっている。こ

れを利用して、例えばスマートフォンに小型のクレ

ジットカードスキャナを組み合わせることで、どこ

でも決済ができるソリューションが、決済サービス

の老舗であるPayPalなどを中心に複数立ち上がっ

ている。その他、「どこでも繋がる」というメリット

を活かしたソリューションは考えられるだろう。

「どこでも繋がる」機動性が活かされるスマートフォン

Apple Pay

SQUAREリーダー

https://squareup.com/jp/reader/

https://squareup.com/jp/reader/
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　ノート型のコンピュータ市場を大きく奪って成

長を続けるスマートデバイスが、タブレット型のも

のだ。「スレート（板）」とも呼ばれるその外見は、

7～11インチ程度のディスプレイを備えるため、競

合として扱われることが多いが、従来のパーソナル

コンピュータに無い特徴を持つゆえに、スマートデ

バイスに分類される。

　スマートフォン同様にほぼディスプレイのみで構

成されるその本体は、操作のすべてをタッチ中心で

行い、ソファに深く腰掛けたり仰向けになったりな

ど自分の好きな体勢で、画面との距離も自由に調節

することができる。また、手に持つだけでなくテー

ブルなどの上に置いて「紙に触れるように」使うこ

ともできる。操作方法が直観的で理解しやすいた

め、その結果、コンピュータを敬遠してきた高年齢

層にリーチし、新しい顧客層を獲得しつつある。

　タブレットがノートPCを凌駕しているのは他に

も理由がある。そのキーワードは「シンプルさ」だ。

折り畳む必要すらないシンプルなフォルムは持ち

運びしやすいだけでなく、使いたい時にすぐ画面が

表示できる瞬発性も持ち合わせている。最近のコン

ピュータであればスリープ状態からの起動も速く

なっているが、家の中でもしくはビジネスシーンに

おいて、簡単な動作ですぐに使える状態になる気軽

さは、タブレットに大きな優位性をもたらしたとい

える。

　近年のタブレットデバイスの進化は著しく、その

処理性能やストレージ容量などはノートPCと同等

か、それ以上のスペックを持つものも珍しくない。

価格帯もPCと同程度のストレージを持つタブレッ

トならほぼ同じということもあり、ビジネスユース

においても充分に検討に値する存在感を出してい

る。オプションとしてワイヤレスキーボードやペン

デバイスなども豊富な選択肢の中から選べるよう

になったこともあり、低価格ノートPCを置き換え

る立ち位置にあるのは間違いない。

低価格ノートPCを置き換える勢いのタブレット

タブレット…7～11インチ程度のタッチディスプレイ、通信キャリアと契約してモバイルデータ通信が使えるものとWi-Fi通信機能のみのものがある
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　タブレットは、その画面サイズを活かし「紙の置

き換え」を実現するアプリが豊富に出揃ったことで

その魅力が高まった。

　その先鋒たる電子書籍は、タブレットと相性の良

いジャンルの一つだ。膨大な量の書籍をデジタル化

して、一つのタブレットに収めることができる電子

書籍は、まさに「思い立った時にすぐ読める本棚」と

して大きく評価された。

　特に日本においてはコミックスのデジタル化が

重宝がられ、蔵書を自分で裁断してスキャナーで取

り込む、いわゆる「自炊」と呼ばれる行為がブームに

なった。現在は出版社もこの需要に気付き、絶版本

の復刻やカラー原稿をそのまま提供するなど、従来

の「紙」のビジネスではコスト的に難しかった付加

価値を提供するようなアプローチも始まっている。

　軽量もタブレットの魅力だ。この特徴は教育の

分野でも大きな利点となっている。欧米ではテキス

トブック（広義での教科書）を電子化する動きが活

発化している。重い教科書の束を持たせるのではな

く、タブレット一つでまとめられるのは、子どもた

ちへの負担が大きく下がるのは想像に難くない。

　この利点を利用して、業務向けにタブレットのソ

リューションも登場している。たとえばタブレット

の大きな画面はレジの代用になるだけでなく、売上

や在庫の管理といったバックエンドまでこなすこと

ができる。レジオペレーションに必要なスキャナー

やレシートプリンタ、現金ドロアーなどもタブレッ

ト対応機器も増え始めている。従来のレジ設置ス

ペースの数分の一で展開が可能になるため、導入も

容易になった。クレジットカードも対応可能になる

ため、このソリューションを導入する飲食店などが

国内でも急速に増えつつある。

ビジネス・教育分野にも普及するタブレット

Amplify Tablet

http://www.amplify.com/tablet

SQUAREレジ

https://squareup.com/jp/register/

iBooks

プラットフォーム：iOS

http://www.amplify.com/tablet
https://squareup.com/jp/register/
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　スマートデバイスはスマートフォンとタブレット

によって市場が形成されてきたが、近年になって新

しいタイプのデバイスに人気が出てきた。

　タブレットは持ち歩くのには大きすぎるが、ス

マートフォンは画面が小さい。かといって使い分

けるのはやはり面倒、できれば両方のいいとこ取

りをしたデバイスを‥‥というニーズから誕生し

た「ファブレット（Phablet）」はPhone（電話）と

Tablet（タブレット）を合わせた造語で、5～7イン

チ程度のディスプレイサイズを持ち、片手でギリギ

リ掴めるサイズのデバイスだ。

　日本でも徐々に増えつつあるこのサイズは海外

では高い人気を誇っており、各メーカーが主力製品

として投入してきている。

　画面が大きくなったことで、より文字やアイコン

といった情報を大きく読みやすくレイアウトするこ

とも可能になった。また、本体のサイズが大きくな

り内蔵するバッテリーサイズが増えたことを評価

するユーザーも多い。スマートフォンでは1日以下

でバッテリー切れになってしまうこともよくある話

だったが、ファブレットになると2～3日程度であ

れば充電なしで動作するものも出てくるようになっ

た。日に何度も充電するストレスから開放される、

というメリットは日常生活はもちろんだが、旅行な

ど移動時間が多く充電が難しいシーンにも大いに

役立つ。現状、Androidデバイスの売れ行きはこ

のサイズのものが中心になっていることもあり、今

後のスマートデバイスのスタンダードはこのサイズ

に集約されると予測されており、アプリの開発など

もこのサイズがターゲットになってくるだろう。

スマートフォンとタブレットの中間に位置するファブレット

ファブレット…5～７インチ程度のタッチディスプレイ、電話機能を持ち、メーカーによっては「大きめのスマートフォン」という位置づけで販売されている
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なりたい人のための新・定番書
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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!
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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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