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Web Creative Productions Portfolio

Year Book 2015

●デバイスアイコンの見方

●凡例

●特徴グラフの見方

AD … Art Director アートディレクター

Ag… … Agency 代理店

CD … Creative Director クリエイティブディレクター

CL … Client クライアント

Co … Cooperation 協力

Dr … Director ディレクター

Ed … Editor 編集

GD … Graphic Designer グラフィックデザイナー

HT … HTML Coding HTMLコーディング

Il …… Illustrator イラストレーター

P …… Producer プロデューサー

Ph … Photographer 写真

Pl…… Planner プランナー

PM … Project Manager プロジェクトマネージャー

Pr … Programmer プログラマー

So … Sound サウンド・音響制作

V …… Video 映像・ビデオ制作

Wr …Writer ライター

Smartphone スマートフォン

Tablet  タブレットTAB

SP
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東京
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北陸
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四国

九州
沖縄

北海道
東北
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な

や

は

ら

ま

わ

あ

プロモーション提案 アプリ開発

その他

Web標準対応

低価格・経済性

デザイン品質

ECサイト構築

システム開発 モバイル対応

サイトの運営小規模案件対応 SEO対策

か

さ

た

な

は

ら

ま

わ

や

株式会社イーストクリエイティブ

http://www.east.co.jp/

組織形態　株式会社　資本金　4,950万円　代表　東 あど　

受注額の目安　おおよそ1万円～1億円

〒104-0041　東京都中央区新富1-3-11 GINZA BLD.3F

TEL 03-3551-1510　east@east.co.jp　

関東

中部
北陸

関西

中国
四国

九州
沖縄

北海道
東北

レ・メルヴェイユーズ ラデュレ
http://www.lm-laduree.com/

Webデザインやシステム開発、コンサルティングまで請け負う全方位的なWebデザインプロダクションです。

CMSやSEOなどにも最新のナレッジとスキルを活用して幅広く対応可能。モットーは「スキルやセンスに

溺れないクオリティ重視のWebサイト構築」。御社のビジネスの発展・サービスの向上など、それぞれのター

ゲットを達成するために、常にお客様の声に耳を傾け、最適なWebサイトを制作いたします。ぜひ、イースト

クリエイティブの圧倒的なクオリティと充実したサービス内容を比較検討してみてください。

http://www.east.co.jp
http://www.lm-laduree.com


WD Year Book 2015  019

SP



020  WD Year Book 2015

関東

東京

中部
北陸
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四国
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北海道
東北

か

さ

た

な

や
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ら

ま

わ
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株式会社イーストクリエイティブ

http://www.east.co.jp/

か

さ

た

な

は

ら

ま

わ

や

関東

中部
北陸

関西

中国
四国

九州
沖縄

北海道
東北

東京書籍株式会社
http://www.tokyo-shoseki.co.jp/
教科書・教材データを動的に管理。フルスクラッチCMS開発。

http://www.east.co.jp
http://www.tokyo-shoseki.co.jp
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第一法規株式会社　コーポレートサイト
http://www.daiichihoki.co.jp/

第一法規株式会社　法律図書・法律情報販売
http://www.daiichihoki.co.jp/store/
ECサイト構築

http://www.daiichihoki.co.jp
http://www.daiichihoki.co.jp/store
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四国
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あ

株式会社イーストクリエイティブ
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や

関東

中部
北陸

関西

中国
四国

九州
沖縄

北海道
東北

東京商工会議所02

東京商工会議所　検定試験情報
http://www.kentei.org/
各所にシステムを導入し、更新管理の効率を向上させています。フルスクラッチCMS開発。

http://www.east.co.jp
http://www.kentei.org
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株式会社エイアンドティー
http://www.aandt.co.jp/
WordPressベースのスクラッチ開発。

沖縄トラベルインフォ
http://okinawatravelinfo.com/ja/

TAB

SP

http://www.aandt.co.jp
http://okinawatravelinfo.com/ja
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関東

東京

中部
北陸

関西

中国
四国

九州
沖縄

北海道
東北

か

さ

た

な

や

は

ら

ま

わ

あ

株式会社イーストクリエイティブ

http://www.east.co.jp/

か

さ

た

な

は

ら

ま

わ

や

関東

中部
北陸

関西

中国
四国

九州
沖縄

北海道
東北

パレットプラザ・55ステーション
http://shashinprint.jp/

株式会社レオパレス21
http://www.leopalace21.co.jp/introduction/

SP

http://www.east.co.jp
http://shashinprint.jp
http://www.leopalace21.co.jp/introduction
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東京商工会議所　イベントカレンダー（CMS）
http://event.tokyo-cci.or.jp/

株式会社プラザクリエイト　おもいで玉手箱
http://www.omotama.jp/

東光ローンコンサルタント
http://www.toukoulawn.com/

株式会社アクティブ・ワーク
http://www.active.co.jp/

株式会社ケアネット
http://www.carenet.com/

伊藤忠商事　道の駅ポータルサイト（CMS）
http://www.michi-club.jp/
フルスクラッチCMS構築

http://event.tokyo-cci.or.jp
http://www.omotama.jp
http://www.toukoulawn.com
http://www.active.co.jp
http://www.carenet.com
http://www.michi-club.jp
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プロモーション提案 アプリ開発

その他

Web標準対応

低価格・経済性

デザイン品質

ECサイト構築

システム開発 モバイル対応

サイトの運営小規模案件対応 SEO対策
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株式会社イー・バード

http://www.e-bird.biz/

組織形態　株式会社　資本金　1,000万円　スタッフ数　12名　代表　香月 聡　

受注額の目安　おおよそ1万円～2,000万円

〒150-0031　東京都渋谷区桜丘町29-17 さくらマンション501

TEL 03-3461-8111　info@e-bird.biz　

株式会社イー・バードは、東京の渋谷区にあるWeb制作会社です。10年以上の豊富な実績と

技術を活かし、お客様のご要望やお悩みに合わせてご提案します。Webサイト制作、スマホ

制作、アプリ開発、多言語展開など、ワンストップで提供。お客様とコミュニケーションを積

み重ねながら制作します。ご一緒に旅をするように、ゴールを目指し、長期的に使い勝手の良

いWebサイトを創ることで、お客様のビジネスの成果に貢献します。

関東

中部
北陸

関西

中国
四国

九州
沖縄

北海道
東北

その他低価格・経済性

株式会社ベネッセコーポレーション 食育データランド
http://blog.benesse.ne.jp/syoku/

チャレンジウェブ
キミの「あるある」を送ろう！
チャレンジあるある広場

チャレンジウェブ
教えて！なるほど！インターネット

http://www.e-bird.biz
e-bird.biz
http://blog.benesse.ne.jp/syoku
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株式会社石澤研究所
http://www.ishizawa-lab.co.jp/

ラブドロップス
http://www.ishizawa-lab.co.jp/lovedrops_urumi/

つけまのおふろ
http://www.ishizawa-lab.co.jp/eyetool/

http://www.ishizawa-lab.co.jp
http://www.ishizawa-lab.co.jp/lovedrops_urumi
http://www.ishizawa-lab.co.jp/eyetool
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株式会社イー・バード

http://www.e-bird.biz/
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関東

中部
北陸

関西

中国
四国

九州
沖縄

北海道
東北

ハンドバッグのキタムラ　カラーオーダー
http://www.motomachi-kitamura.com/colour_order/

Lanxiang Design（ランシャンデザイン）を支えるモノづくり
http://www.lanxiangdesign.co.jp/interview/

ハンドバッグのキタムラ
http://www.motomachi-kitamura.com/

Lanxiang Design（ランシャンデザイン）株式会社
http://www.lanxiangdesign.co.jp/

http://www.e-bird.biz
http://www.motomachi-kitamura.com/colour_order
http://www.lanxiangdesign.co.jp/interview
http://www.motomachi-kitamura.com
http://www.lanxiangdesign.co.jp
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（C）Lily Franky

さかいゆう
http://www.office-augusta.com/sakaiyu/

elements（エレメンツ）グループ
http://www.elementsgroup.biz/

SUKIMASWITCH New Album “スキマスイッチ” SPECIAL SITE
http://www.office-augusta.com/sukimaswitch/album_sukimaswitch/

小西真奈美
http://www.konishimanami.com/

綿引さやか
http://www.watabikisayaka.com/ 

http://www.office-augusta.com/sakaiyu
http://www.elementsgroup.biz
http://www.office-augusta.com/sukimaswitch/album_sukimaswitch
http://www.konishimanami.com
http://www.watabikisayaka.com
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株式会社イー・バード

http://www.e-bird.biz/
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九州
沖縄

北海道
東北

社会保険労務士法人パーソネルワークス
http://www.personnel.or.jp/

HRマネジメント相談所 稲垣謙二 社会保険労務士事務所
http://hrm-ing.com/

一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター TELEC
https://www.telec.or.jp/

株式会社リバリュー（ReValue）
http://revalue.jp/

http://www.e-bird.biz
http://www.personnel.or.jp
http://hrm-ing.com
https://www.telec.or.jp
http://revalue.jp
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米沢工機株式会社 採用パンフレット 株式会社イッカツ
http://www.ikkatsu-data.co.jp/

米沢工機株式会社 採用サイト
http://www.yonek.co.jp/recruit/

株式会社プロフィールド
http://www.profield.info/

http://www.ikkatsu-data.co.jp
http://www.yonek.co.jp/recruit
http://www.profield.info
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株式会社イー・バード

http://www.e-bird.biz/
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中国
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九州
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北海道
東北

LAMTIP PARTNERS（Thailand）Co.,Ltd.
http://www.lamtip.com/

株式会社ガリバーインターナショナル

マンション・ラボ
http://www.mlab.ne.jp/infographic/infographic_01/

Global Gateway Club
http://www.global-gateway-club.com/

http://www.e-bird.biz
http://www.lamtip.com
http://www.mlab.ne.jp/infographic/infographic_01
http://www.global-gateway-club.com
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株式会社イー・バード
http://www.e-bird.biz/

宮地楽器
http://www.miyajimusic.com/

学校法人河原学園
http://www.kawahara.ac.jp/

湘南さがみはりきゅうマッサージ
http://www.ss-harikyu.jp/

http://www.e-bird.biz
http://www.miyajimusic.com
http://www.kawahara.ac.jp
http://www.ss-harikyu.jp
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プロモーション提案 アプリ開発

その他

Web標準対応

低価格・経済性

デザイン品質

ECサイト構築

システム開発 モバイル対応

サイトの運営小規模案件対応 SEO対策
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株式会社アカリ

http://www.aka.jp/

組織形態　株式会社　資本金　1,000万円　スタッフ数　29名　担当　本田一幸

受注額の目安　おおよそ5万円～5,000万円

〒150-0002　東京都渋谷区渋谷2丁目12-13 八千代ビル4F

TEL 03-6419-7816　contact@aka.jp　

コーポレート・ブランドサイトをはじめとしたWebサイト構築・デジタル領域をメインに戦

略立案、企画、UI設計、システムデザイン、デザイン、3DCG制作、映像編集、システム開発、

マーケティングまで全方位にわたった「ものづくり」を提供しているクリエイティブプロダ

クション。

関東

中部
北陸

関西

中国
四国

九州
沖縄

北海道
東北

Panasonic Healthcare
http://www.panasonic-healthcare.com/
CL : Panasonic Healthcare
Pl&AD&De&HT&CG : Akari, Inc

川崎重工業 “Stories”
http://global.kawasaki.com/en/stories/
CL : Kawasaki Heavy Industries
PM&Pl&AD&De&HT : Akari, Inc

TABSP
TABSP

http://www.aka.jp
http://www.panasonic-healthcare.com
http://global.kawasaki.com/en/stories
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KDDI
http://www.kddi.com/
CL：KDDI CORPORATION　Ag：DENTSU INC. 
P&PM&AD：Dentsu Razorfish Inc.　AD&De&HT&Pr：Akari, Inc

SEIKO PROSOEX
http://www.seiko-watch.co.jp/prospex/
CL : Seiko Watch Corporation　Ag : DENTSU INC.
PM&Pl&AD&De&HT&Sy : Akari, Inc

@Type
http://type.jp/
CL : CAREER DESIGN CENTER
Production : Akari, Inc

SEIKO“THE EVOLUTION OF DIVER'S WATCHES”
http://www.seiko-watch.co.jp/prospex/sea/evolution
CL : Seiko Watch Corporation　Ag : DENTSU INC. 
PM&Pl&AD&De&HT : Akari, Inc

TABSP

TABSP

TABSP

TABSP

http://www.kddi.com
http://www.seiko-watch.co.jp/prospex
http://type.jp
http://www.seiko-watch.co.jp/prospex/sea/evolution
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株式会社アカリ

http://www.aka.jp/
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北海道
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IASJ
http://iasj.info/
CL : IASJ
Production : Akari, Inc

Nike Football Digital Boot Maker
CL : Nike Japan
Production : Akari, Inc

ジョンソン・エンド・ジョンソン イベントオープニング
https://vimeo.com/103198373
CL : Johnson & Johnson　Ag : DENTSU INC. 
PM&Producer : Ray Corporation.　Production : Akari, Inc

KAMO x NIKE FOOTBALL
http://nike.sskamo.co.jp/
CL : Nike, Inc.
Production : Akari, Inc

Digital Garage
http://www.garage.co.jp/ja/
CL : Digital Garage, Inc. 
Production : Akari, Inc

TABSP TABSP TABSP

http://www.aka.jp
http://iasj.info
https://vimeo.com/103198373
http://nike.sskamo.co.jp
http://www.garage.co.jp/ja
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ドラマ「デート ～恋とはどんなものかしら～」タイトルバック
CL : Fuji Television Network, inc. 
Production : FILM Inc.　Akari, Inc

JT MEVIUS
CL : JT
Ag : DENTSU INC. 
3DCG : Akari, Inc

TBSニュースバード
CL : Tokyo Broadcasting System Television, Inc.
Production : Akari, Inc

YAMAHA　サウンドイルミネーション
CL : Yamaha Resort Corporation
Production : Akari, Inc
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プロモーション提案 アプリ開発

その他

Web標準対応

低価格・経済性

デザイン品質

ECサイト構築

システム開発 モバイル対応

サイトの運営小規模案件対応 SEO対策
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インテリジェントネット株式会社

http://www.ini.co.jp/

組織形態　株式会社　資本金　3,900万円　スタッフ数　23名　

受注額の目安　おおよそ300万円～1億円

〒105-0003　東京都港区西新橋3-24-9 飯田ビル3F

TEL 03-5777-2518　info@ini.co.jp　

ちょっとした驚きを提供する。クライアントから評価されているポイントです。 マーケティ

ング力とフロントエンド、バックエンドどちらも対応できる開発力が強みです。 短期的プロ

モーションより、長期的なマーケティング支援を得意とし、 コンテンツマーケティングにも

力をいれています。

関東

中部
北陸

関西

中国
四国

九州
沖縄

北海道
東北

低価格・経済性 小規模案件対応

株式会社Eストアー 
E ストアーショップサーブサイト
http://sps.estore.jp/
コンセプト・コンテンツ企画から開発まで担当。運
用負荷を考慮し、レスポンシブ対応を採用。

提供ソリューション : マーケティングプランニン
グ／コンテンツマーケティング／情報アーキテク
チャ／デザイン開発／HTML、CSS、RIA開発

Office365相談センター
http://licensecounter.jp/office365/
サイトのコンサルティング・初期構築及びプロモー
ションまで一気通貫して対応。

提供ソリューション : マーケティングプランニン
グ／コンテンツ開発／情報アーキテクチャ／デザ
イン開発／HTML、CSS、RIA開発

http://www.ini.co.jp
http://sps.estore.jp
http://licensecounter.jp/office365
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株式会社ディー・エヌ・エー DeNA 公式サイト
http://dena.com/jp/
要件定義、CMSのカスタマイズ導入からUI改善ま
でを実施し、ユーザビリティの向上も実現。

提供ソリューション : 情報アーキテクチャ／Ajax
設計・開発／HTML、CSS設計・開発／Webサイト
高速化

東京建物不動産販売株式会社 
Brillia 公式サイト
http://brillia.com/
サイトリニューアルの企画・設計から物件検索機能
の実現まですべて対応。

提供ソリューション : プランニング／情報アー
キテクチャ／デザイン開発／Ajax設計・開発／
HTML、CSS設計・開発／CMS導入

http://dena.com/jp
http://brillia.com
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インテリジェントネット株式会社

http://www.ini.co.jp/
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ソフトバンクC&S株式会社 SmaBiz! Office365
http://smabiz.jp/smabiz/office365/
プランニングから設計・開発、運用までを担当。フ
ラットデザインを採用。

提供ソリューション : 企画・要件定義／情報アーキ
テクチャ／デザイン開発／HTML、CSS設計・開発
／ JavaScript開発／運用

日本テレビ放送網株式会社 日テレ shop Yahoo! ショッピング店
http://shopping.geocities.jp/ntvshop/
日テレが運営する日テレ shopの立ち上げ、運用、広告管理を支援。

提供ソリューション : コンサルティング／情報アーキテクチャ／デザイン開発／
HTML、CSS設計・開発／プロモーション支援／運用支援

UQコミュニケーションズ株式会社 UQ WiMax公式楽天市場店
http://www.rakuten.co.jp/uqwimax/
モール立ち上げから運用まで一気通貫で支援。

提供ソリューション : プランニング／デザイン開発／HTML、CSS設計・開発／モー
ル運用支援

http://www.ini.co.jp
http://smabiz.jp/smabiz/office365
http://shopping.geocities.jp/ntvshop
http://www.rakuten.co.jp/uqwimax
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東京建物不動産販売株式会社 住まいのGoodNews
http://sumai.goodnews.jp/
サイトの企画・設計から物件検索機能の実現まですべて対応。

提供ソリューション : プランニング／情報アーキテクチャ／デザイン開発／Ajax
設計・開発／HTML 、CSS設計・開発

日本郵政株式会社 公式サイト
http://www.japanpost.jp/
ブランドリニューアルに伴い、4サイトのリニューアルを実施。さらに1つの
CMSに集約して再構築。

提供ソリューション : CMS要件定義・設計・開発・保守／HTML・CSS設計・開発
／RIA開発

サーラ住宅株式会社 サーラ住宅 公式サイト
http://www.sala-house.co.jp/
サイトの企画・設計・CMS導入・運用まですべてを
対応。

提供ソリューション : コンサルティング／情報
アーキテクチャ／デザイン開発／Ajax設計・開発
／HTML、CSS設計・開発／CMS導入／保守・運用

http://sumai.goodnews.jp
http://www.japanpost.jp
http://www.sala-house.co.jp
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プロモーション提案 アプリ開発

その他

Web標準対応

低価格・経済性

デザイン品質

ECサイト構築

システム開発 モバイル対応

サイトの運営小規模案件対応 SEO対策
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ウェブラボ株式会社

http://www.weblab.co.jp/

組織形態　株式会社　資本金　1,000万円　スタッフ数　18名　代表　山浦 仁　

受注額の目安　おおよそ30万円～1,000万円

〒160-0004　東京都新宿区四谷3-13-4 亜細亜観光ビル8F

TEL 03-5366-3277　contact@weblab.co.jp　

問い合わせ数や売り上げの増加など、Webサイトからの成果を求める企業に支持されてい

る制作会社。Webサイトは集客手段と合わせてプランニングすることが重要だというポリ

シーのもと、SEO対策はもちろん、Yahoo!／Googleリスティング広告正規代理店資格も

持ち、LPOやEFOにも対応。各種CMSの導入だけでなく、自社開発のCMS「サイト職人」も

展開し、技術力・画面設計に定評がある。
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北海道
東北

アプリ開発

さがみ湖リゾート プレジャーフォレスト
http://www.sagamiko-resort.jp/
相模湖にある複合リゾート施設。遊園地や温泉、キャンプ場など施設が多く、
煩雑だった大量の情報をわかりやすく整理し、リゾート施設特有の楽しさや
ファミリー感を意識したデザインを行った。

京大和 ウェディング
http://wedding.kyoyamato.com/
京都の料亭、京大和が運営する挙式・ウェディングサービスサイト。スマート
フォン最適化を含むデザインのフルリニューアル。集客キーワードの再設定、
埋め込みなどSEO対策を行い、前年比約2倍のPV数・CV数を獲得。

SP

SP

http://www.weblab.co.jp
http://www.sagamiko-resort.jp
http://wedding.kyoyamato.com
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富士急行株式会社 リノベーション別荘プロジェクト
http://fujiyamastyle.com/renovation/
富士山周辺における古い別荘のリノベーションを紹介する特設サイト。工事の様
子や現地の情報などをわかりやすく解説。工事の進捗も定期的に更新。

ベーエムエフジャパン株式会社
http://www.wmf-japan.co.jp/
ドイツWMF社製コーヒーマシン販売会社。コーヒーマシンの導入を検討する顧
客層に合わせて、プレミアム感のあるデザインにリニューアル。

株式会社エムズデザイン
http://www.mscp.jp/
埼玉県所沢市のリフォーム・新築設計会社。施工写真を前面に配置したフラット
デザインにリニューアル。

株式会社ビジネス アソシエイツ
http://www.bainc.co.jp/
ITコンサルティング会社。業務内容などを一目でわかりやすく伝わるよう、情報を
整理し、スッキリとしたデザインにリニューアル。
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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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