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はじめに

　「ネットショップを始めてみたいが、うまくパソコンを使いこなせない」「ネット

ショップを始めてはみたけれど、いっこうに売り上げが伸びない」－本書はそん

な方々の悩みを解消できればと企画されたものだ。

　前者については、いま勢いのある STORES.jp と BACEの構築手順を丁寧に解

説しているので参考にしていだきたい。では、後者についてはどうだろうか。一般

的には人気ショップを徹底的に研究してみるというのが打開策になるだろう。詳細

に観察することでさまざまな“手法”がわかる。ただし、本書では、それと同じく

らい“基本”を見直すことも大事であるというスタンスを貫いている。

　本書のPART 1（具体的な事例を紹介）をお読みいただければ、いかにショッ

プのオーナーたちが基本を大事にしているか、おわかりいただけると思う。筆者も

いくつかのショップオーナーを取材させていただき、基本の大切さをあらためて実

感した次第だ。基本をおろそかにして、買い手に売り手の心は届かないだろうし、

売り手の心が届かないショップに繁栄はあり得ない。冒頭のPART 1 では、そん

なネットショップの本質に触れているつもりである。そうした思いもあって、以降

の内容も基本に終始しており、「ネットショップを成功させる秘訣は、基本を知り、

大事にすることである」という姿勢でコンテンツをまとめている。ネットショップ

をオープンしたけれど、売り上げがいっこうに上がらないといった方はそうした“基

本”を見直して、また、これからショップをオープンしようという方は、本書をイ

チから読み込んで、人気ショップを作り上げていただきたい。

　なお、前述したとおり、本書では STORES.jp や BACEを利用したショップの

構築手順を解説している。なかにはすでにどちらかを利用している、あるいは別の

ネットショップ構築サービスを使って運営しているという方もいるだろう。しかし、

本書でも随所で言及しているが、ネットショップはいくつあってもよい。すでに運

営している方も本書を参考に、第 2、第 3のネットショップをオープンして、ご

自身のネットショップを発展させていただければ幸いである。

オンサイト
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ショッピングモールか構築サービスか

　「ネットショップを開く」とひと口にいっても、

そのスタイルにはいくつかある。

　現在、代表的なスタイルは、①オンラインショッ

ピングモールに出店する、②ネットショップ構築

サービスを利用する……のどちらかだ。ほかにも、

自分でイチからECサイトを作り上げるという方法

があるが、これは高度なプログラミングやデザイ

ン、決済システム等に関する知識が必要なうえ、シ

ステム構築にはコストもかなりかかるため、ネット

ショップ初心者にとっては現実的とはいえない。

　よって、これからネットショップを始めようとい

う人は、ショッピングモール利用かショップ構築

サービス利用かのどちらかを選択するところから始

めればいいだろう。

大規模なショッピングモール

　ショッピングモールは「楽天市場」「Yahoo!

ショッピング」「Amazon」「DeNAショッピング（旧

ビッダーズ）」などに代表される。とりわけ楽天市

場とYahoo!ショッピングが2大巨頭というイメー

ジだ。ともに店舗数は数万店を数え、月間取扱高も

楽天市場の場合で約 1,000 億円、Yahoo! ショッ

ピングも数百億円レベルと膨大である。

　国内最大級のショッピングモールである楽天市場

に出店する場合、初期登録費用60,000円を支払い、

プランを選ぶ。最低料金のプランは月額 19,500

円で、システム利用料（手数料）が3.5 ～ 6.5％か

かる（月額 39,800 円、50,000 円、100,000 円

といったプランもある）。登録費用に加え月額料金

も安くはないため、本格的にネットショップを経営

したいオーナー向けといえるだろう。ちなみにこの

プランでは 5,000 商品が登録可能だ（他のプラン

は20,000商品あるいは無制限というものもある）。

　DeNAショッピングの場合も入会費用が60,000

円で、最低月額プランは 16,500 円・手数料 6％。

やはりそれなりの出費は覚悟しなければならない。

このように、ショッピングモールを利用してのネッ

トショップ開店は、一般的にやや高額の初期費用や

月額利用料金、システム利用料などが必要となる。

ネットショップを始めよう！
いまや誰もが手軽に、気軽に、簡単に、しかも安価に（あるいは無料でも）

始められるようになったネットショップ。
とくにショップ構築サービスを使えば、最短わずか数分でショップをオープンできるのだ。

POINT 1 POINT 2

国内最大級のショッピングモール「楽天市場」。2014年3月時点で
出店数は約42,000店で、国内インターネットユーザーの約95％が
楽天会員として登録しているという

楽天市場と並ぶ巨大ショッピングモール「Yahoo!ショッピング」。現在、
出店数は60,000店を超え、楽天市場を上回っている
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無料で始められるショップ構築サービス

　一方のショップ構築サービスは、まったくの初心

者でも手順に沿って進めていくだけで、ショップが

簡単にオープンできるというもの。ショップのデザ

インはテンプレートから選ぶだけと実に手軽だし、

初心者には何かと面倒な決済の部分もパッケージで

用意されているので、安心してネットショップ運営

に取り組めるといえる。

　ショップ構築サービスは「STORES.jp」「BASE」

「カラーミーショップ」「Whytelist」「Eストアー」

などが人気だ。いわゆる一般的なネットショップを

作れるサービスもあれば、オークションやフリー

マーケット的店舗サービスを提供するものもある。

いずれにしても利用料無料のものが多くなり、大き

な初期投資なしで気軽にネットショップを開設でき

るのが最大のアドバンテージだといえる。

　ただし無料であるだけに、ショッピングモールで

のショップ運営と比べると、機能面での制限は多い。

ショップのデザインテンプレートが少なかったり、

無料プランでの出品可能点数が少なかったり（有料

プランを選べば増やせる）、1商品あたりの画像掲

載枚数が限られていたりといった部分があるため、

自由度の点ではどうしても有料のショッピングモー

ルには劣る。

　とはいえショップ構築サービスの場合、基本無料

でスタートできるメリットはやはり大きいのではな

いか。むしろ、これまでにも何らかの形でショッ

プを運営した経験がある人ならともかく、初めて

ショップを開こうという人が、高額の初期費用と月

額利用料を支払ってスタートするのは、どう考えて

もハードルが高いだろう。

　その点、無料のショップ構築サービスであれば、

コストがかからないため無理なくスモールスタート

を切れる強みがある。

　仮にうまくいかなかったとしても、大きな損害を

受けずに手を引くことができるし、逆にもしもうま

くいけば、その時点で大型のショッピングモールに

出店することを考えてもいいだろう。

　もう一度まとめておこう。ショッピングモールは

高めの初期費用や月額コストを要する点がデメリッ

トだが、それだけ投資をする分、ショップデザイン

や受注・決済機能などは自由度が高く、客を効果的

に呼び込んでモノを売れる環境も整っているのがメ

リットだ。

　一方の無料ショップ構築サービスは、デザイン、

決済をはじめとした機能面で制限されているデメ

リットはあるものの、初期費用ゼロで肩肘張らず

ショップを始められる点が何よりも大きなメリット

だといえる。

無料ショップ構築サービスで人気上昇中の「 BASE」。
STORES.jpには有料サービスもあるが、BASEの利用料
は無料のみなのが特徴といえる

POINT 3 POINT 4

無料ネットショップ構築サービスで定番となっている「STORES.jp」。無料
ということもあり、小規模な個人ショップが中心となっている
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誰もが気軽に出店できる時代

　ここまで見てきたように、ネットショップ運営の

門戸をグンと広げたという意味で、無料ショップ構

築サービスが果たしている役割はきわめて大きい。

主婦や高齢者が自宅にいながら、あるいはサラリー

マンが副業として、趣味のグッズやこだわりのアイ

テムなどを気楽に販売できる環境が整ってきたとい

うわけだ。

　かつて、「商売」という形態は“BtoC”だった。

売ることを専業とする立場の組織や店舗が、一般消

費者に対してモノを売るのが、かつての商売だった

のである。

　しかし現在、無料ショップ構築サービスの浸透に

よって広がったネットショップの裾野では、一般消

費者が一般消費者にモノを売る“CtoC”のスタイ

ルが実現しているといえる。買う人間はもちろん一

般消費者だが、売るほうの人間も一般消費者である

……そういった構図だ。

　決済、在庫管理、商材保管などの面倒な部分を担

うオプションを用意する無料サービスも多く、まさ

に四畳半にパソコンひとつあれば十分。ヘタをすれ

ば仕事部屋などなくても、リビングのソファでス

マートフォンを操るだけでショップ運営ができるよ

うになった。自力でショップを開店するのが一大事

業だった昔は、すでに終わりを告げたといえる。

ショッピングモール界にも激変が

　そして、ここにきてショッピングモール業界にも

変貌の兆しが見えている。先ほど、ショッピングモー

ルは「一般的にやや高額の初期費用や月額利用料金、

システム利用料などが必要となる」と説明したが、

実は 2013 年 10 月、ショッピングモール界の一

方の雄であるYahoo! ショッピングが、月額利用料

金と手数料を無料にしたのだ。より自由度が高く、

本格的にネットショップを経営しているオーナーが

多数を占めるYahoo! ショッピングを、無料ショッ

プ構築サービスに近い気分で利用できるようになっ

た意味はきわめて大きい。

　現在は開店希望者が殺到しているようで、サ

ポートが追いつかない状況にあるようだが、この

Yahoo! ショッピングの動きが楽天市場などに今後

どのような影響を与えるか、注目したいところだ。

　いずれにしても、無料ショップ構築サービスと、

衝撃的だったYahoo! ショッピングの無料化が加速

させたネットショップの出店ラッシュはまだまだ続

くだろう。それだけに競争は激しさを増し、他店と

の差別化もだんだん難しくなっているといえるのだ

が、まずは何より、誰もが気軽にショップをオープ

ンできる現状を楽しもう。

　いまこそ、ネットショップを始めるタイミング。

そう断言しても、けっして言い過ぎではない。

「Yahoo!ショッピング」は2013年10月、利用料と
手数料の無料化に踏み切った。これにより無料サービ
スの競争も激化している

POINT 5

POINT 6

無料のショップ構築サービスが注目されているが、有料サー
ビスも人気。なかでも1番人気が「カラーミーショップ」だ
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人気のショップを参考にしよう
目玉商品やセールスポイントをしっかりと伝え、メールマガジンやSNSで顧客の心を掴む。
ユーザーへの配慮がすみずみまで行き届いたネットショップから学ぶことは多いだろう。

　「はじめに」で、ネットショップを成功させるために

は、人気ショップを観察することだと述べた。たとえば

モバイルバッグを企画・製作し、自社でネット販売して

いる「国立商店」もその代表格といえるだろう。国立商

店の創業は1995年。2001年からは実店舗を廃しオ

ンラインストア専業となり、現在に至っている。ネット

ショップのなかでは老舗と呼べる。国立商店自体の解

説は本書内でも特に行ってはいないが、丁寧な商品解

説や「職人が作るシリーズ」といった魅力あるコンテ

ンツは、大いに参考になるはずだ。

国立商店（http://kawaya.com/）のトップページ

本書では付録として知って
おきたい法律知識を掲載し
ている
➡150ページ参照

ユーザーが気になるサ
イトポリシーをトップ
ページでしっかり説明

本書ではSNSを活用してい
るショップ事例を交えて解
説している
➡108ページ参照

本書ではStores.jpとCre 
emaの2つのショップを運
営する事例を紹介している
➡24ページ参照

楽天／Amazonなど
自サイト以外に複数の
ネットショップを運営

Facebook、Twi t t 
erといった定番ツール
ももちろん活用

本書ではブログを活用して
いるショップ事例を交えて
解説している
➡106ページ参照

ブログもきっちりとフォ
ロー

本書では“目玉商品”の基本
的な考え方や取り組みを解
説している
➡74ページ参照

「NEW」「best buy」
で“目玉商品”をしっ
かりアピール

本書では一般的なメールマ
ガジンの発行方法などにつ
いても解説している
➡110ページ参照

メルマガの登録が簡単
に行える

本書では“ショップの特徴を
出す”といったテーマで解
説している
➡76ページ参照

「職人が作る」といった
セールスポイントを訪
問者に伝える
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PART 1

オーナーから学ぶ
ネットショップの極意
実際にネットショップを開設するとなると、いろい
ろと悩むことは多い。そのような際に参考になる
のは、やはり先人達のアドバイス。ここでは、実店
舗を持ちながらネットショップも運営する「実店舗
兼営タイプ」、実店舗を持たない「ネットショップ
オンリータイプ」、共同で開設する「グループ運営
タイプ」、本業の合間を有効活用する「”3足の草
鞋”タイプ」という4つの事例を紹介しよう。
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CASE 
STUDY

01

“麻布十番の古民家ありき”でスタート

　「しろいくろ」は、丹波産黒豆を使った大福、ロー

ルケーキ、アイスクリームといったオリジナルのお

菓子や、黒豆茶などを販売しているショップ。落合

さんは 2012 年 9月、東京は麻布十番に実店舗を

スタートした。

　オシャレな街として知られる麻布十番。賑やか

な表通りの商店街から一本入った住宅街の道沿い

に「しろいくろ」はある。昭和の風情を色濃く残す

2階建て古民家の 1階部分を利用した店に入ると、

中にはシンプルで気持ちのよい空間が広がり、道に

面した窓から差す光がやわらかい。

　この店のオーナーでありクリエイティブ・ディレ

クターである落合さんは、デザイン制作が本業。東

京にある会社でデザインやWeb制作に携わってい

たが、4年前に独立した。

　ちょうどその頃、知人のつてで、麻布十番の使わ

れていない古民家で何かできないかと相談を持ちか

けられる。落合さんはこの民家を借りることに決め

たが、ではそこで何をするか、具体的な案はまだ何

もなかった。当初はまだお店を経営する考えすらな

かったという。とにかく「場所ありきでスタート」

したのだと、落合さんは振り返る。

　落合さんと、共同経営者の建築家・大縄さんは、

ふたりで「では、何をしようか」と考える。場所柄、

和のテイストでいきたいという思いはあった。そこ

OWNER'S  PROFILE
落合崇さん
グラフィックデザイナーを本業としつつ、お菓子とお茶の
店を東京・麻布十番にプロデュース。お酒が好き・食べる
ことも好きで、自分の足で歩いて出会った丹波黒豆を使い、
甘すぎずお酒好きにも喜ばれるお菓子を提案する。

生産農家から直接仕入れる最高級の丹波産黒豆を使っ
た和菓子・洋菓子と黒豆茶を、実店舗とネットショップ
の双方で販売。洗練された自慢の味を存分に楽しめる。

しろいくろ

ネットショップは遠方向け 
実店舗がメインの兼営タイプ
実店舗を経営しながらネットショップも運営することで、お店に直接来られる顧客だ
けでなく、遠方の顧客も取り込める。“実店舗×ネット”兼営の一例を紹介しよう。

URL ▶ https://shiroikuro.stores.jp/

SHOP  DATA

取扱商品

所在地

開設時期

開設資金

店名の由来

丹波産黒豆を使った大福・ロールケーキ・
アイスクリームなどのお菓子、黒豆茶な
ど

東京都港区

実店舗2012年9月
ネットショップ2012年11月

5万円程度

相反するものや二面性を一つにすること
でできること。たとえば塩黒豆大福の場合、
もちの白と黒豆の黒など
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PART 1　オーナーから学ぶネットショップの極意

TIME TABLE

07:00 …… 起床

09:00 …… 会社に出勤

昼……… 店舗とのメールのやりとり

随時…… 商品の注文が入れば店長に知らせる。
発送などは店長やアルバイト店員が行
う

夕方…… 店舗とのメールのやりとり

17:00 …… 退社

深夜…… デザインの仕事が深夜までかかること
あり

●……… 店舗への出勤

メールチェックや仕事上のやりとりを行う。

デザインの会社に出勤する。

打ち合わせがあるとき、月に数回程度。打ち合わせの内
容は店舗運営に関することや商品開発、パッケージデザ
インなど。基本的な運営は店長に任せているので、注文
が入ったとき店長に知らせるのと、上記打ち合わせの際
に店舗へ赴く程度だ

デザイン制作を本業とする落合さん。ネットショップの注
文連絡は落合さんのところに入ってくるが、実店舗の運営
や注文の発送はすべて店長に任せている。そのため、店舗
に赴くケースはそれほど多くないという。

落合さんの一日［平日編］

で浮かんだのが、丹波黒豆だ。

　それまで、モノを売る商売をした経験はない。し

かし会社勤め時代に兵庫県へ出張することが月に数

回あり、食べること（とお酒）が大好きな落合さんは、

神戸や近辺の“おいしいもの”に通じていた。そこ

で、丹波の黒豆を使った商品づくりをしようと思い

立った。

　家屋の改装など建築の部分は大縄さんが引き受

け、店のロゴマークや商品のパッケージをはじめデ

ザイン全般は落合さんが担当。さらにはお菓子をつ

くる人が必要なので、知人の紹介でパティシエに声

をかけ、店長として参画してもらった。一方で、丹

波黒豆を生産農家から直接仕入れるため、紹介で農

家の取りまとめや豆の選別などをお願いできる人物

と知り合った。オープンへの基礎が固まった。

ネットショップは実店舗の補助

　開業準備の期間は 1年ほど。もっとも時間を費

やしたのは商品開発だという。

　具体的に動き始めてから 1年ほどで、実店舗

オープン。それから 2カ月たった 2012年 11月、

STORES.jp でネットショップもスタートさせる。

　ネットショップの開設については、店舗をオープ

ンしてからすぐに思いついた。というより、実店舗

の開店前からもともと実店舗・ネットショップの双

方を展開しようと考えていたという。

　落合さんの考えとしては、「しろいくろ」はあく

までも実店舗が中心。地元住民が主なお客さんだ。

しかし、麻布十番まではなかなか来られないなが

ら、噂を聞きつけ「ぜひ食べてみたい」と思う遠方

のお客さんもいる。そこで始めたのがネットショッ

麻布十番の住宅
街にある「しろ
いくろ」の実店
舗。店に入ると
白い猫の絵が迎
えてくれる

ネットショップ
で販売する商品
は基本的に実店
舗と同じもの。
ネットショップ
に特化して用意
する商品はない

「しろいくろ」の
人気商品である
「 塩黒豆大福」
は日持ちがしな
いため、ネット
ショップでは販
売していない
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プ……という位置づけである。

　「あくまでもメインは実店舗で、ネットショップ

はその補助的な部分なんです」と落合さんも言う。

よって、ネットショップをメインに展開する考えは

まったくなかったという。

　というのも、「しろいくろ」の主力商品である大

福は、賞味期限が当日中。購入した日の夜でも遅い

時間になると硬くなってしまい、本来の旨さを損な

う。買って、すぐ食べる。その“生”なところがウ

リの商品なのである。

　よって、大福はネットショップでは売れない。し

かしロールケーキやアイスクリームなら日持ちもす

るし、冷凍発送も可能なので、ネットショップで売

れる。黒豆茶も大丈夫だ。現在、店舗で扱う商品数

は7、8程度。必然的に大福は直接店舗に買いにこ

られる客向けとなり、その他の商品がネットショッ

プ向けとなった。

スモールスタートを目指す

　ネットショップを展開するにあたっての準備期

間、商品開発に関しては、とくに大きな作業はなかっ

たという。実店舗で売っている商品を、基本的には

そのまま販売するからだ。ネットショップ向けの準

備といえば、箱など梱包材の用意と、配送会社との

契約程度だったという。

　ネットショップのシステムの準備についてはどう

だろうか。ネットショップは、自分でイチから EC

サイトを構築していく方法と、STORES.jp などの

手軽に開店できるサービスを利用する方法がある。

落合さんは、当初から後者を選ぶつもりだった。

　ポイントは“スモールスタート”だった。仕事

でECサイトの開設にも携わった経験がある落合さ

ん。イチからサイトを構築するのと、既存サービス

を利用するのとでは、コストがかなり変わってくる

という。

　小さい店舗で売り上げるにはそれなりに小さくス

タート、それもなるべくタダに近いかたちで始める

のが最良の選択肢だと、落合さんは自分自身の経験

からわかっていた。補助的な存在である分、ネット

ショップであまりリスクを取りたくないという考え

が根底にあった。

今後は生産拡充と宣伝がポイント

　実は落合さんは、現在もデザインの仕事を続けて

いる。「しろいくろ」に関しては、スタートアップ

に加えて商品開発、その他打ち合わせ等には携わる

ものの、基本的な運営は店長に任せている。

　ところで今後は、ネットショップを補助的な存在

から格上げする考えがあるのだろうか？

　「今後拡張するには、体制の拡充という問題をど

うするかでしょう。生産体制だけでなく、販売体制

も含めて、ですね。実際、今は注文が通常 1日数

件程度ですが、現状のままこれが 1,000 件になっ

たらお店が回っていきません」。もちろん、拡張し

たいという思いもないではないが、現状すぐにどう

するというのは難しいという。

　「まあ、順繰りですね」と落合さんはのんびり語

る。経営スタイルも人それぞれ。落合さんは将来を

見つめつつ、いまは店舗としての充実度を高めるた

め、どっしりと構えている。

お菓子・お茶以外に写真のような湯呑みや、季節のイベントに合わせ
て花山椒などを販売することもある

丹波産黒豆のよさを引き出す商品をラインナップ。写真のガトーショ
コラは甘すぎない上品な味わいがうれしい
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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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