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はじめに

2011年度末の時点で携帯電話の普及率はすでに100%を超え※1、1人が複数台の携帯電話を持つのも
珍しくない時代になりました。その中で従来の携帯電話、いわゆるフィーチャーフォンに代わってここ
数年で急激に普及しているのがスマートフォンと呼ばれる多機能携帯電話です。

日本におけるスマートフォンの普及率は2012年10月現在で39.9%となっています。契約台数は年々
増加し、2018年3月末にはその契約数が9174万契約となることが予測されており※2、今後はスマー
トフォンが主流になることは間違いないでしょう。

スマートフォンの特徴としては、パソコンのようにソフトウェアをユーザーの好みに応じて後からイ
ンストールすることができる点、また、パソコン向けに開発されているブラウザソフトと同等、もし
くはそれ以上の機能を持ったブラウザソフトが搭載されることにより、高度なウェブサイトやアプリ
ケーションの利用が可能になっている点が挙げられます。

このような状況の中、ウェブサイト制作者、アプリケーション開発者にとっては、スマートフォンで閲
覧・利用することを前提とした制作や開発の機会は増加しています。同時に、スマートフォンユーザー
に対して良質なユーザー体験を提供し、ウェブサイトやアプリケーションの顧客満足度を向上させる
には、スマートフォンの特性に合わせたユーザーインターフェイスに関する知識が必須とも言える状
況となりました。

本書は、そのような状況でウェブサイト制作者、アプリケーション開発者の方々に向け、スマートフォ
ンに特化した優れたユーザーインターフェイス設計や、ユーザー体験向上のための手助けとなるさま
ざまな内容を、スマートフォンに関する基本的な知識から、実際のデザインや実装における実践的なテ
クニックまで、初心者の方々にもわかりやすいように幅広くまとめました。

本書がスマートフォン向けウェブサイトやアプリケーションの制作、開発に携わられる方々に少しで
もお役に立てれば幸いです。

2013年7月 著者代表 加藤善規

※1 総務省 電気通信サービスの加入契約数等の状況（平成23年3月末）
※2 インプレスR&D スマートフォン利用動向調査報告書2013
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1-1 

UXの基礎
まず最初に、今やスマートフォンのサイト制作に欠かせない「UX」の基礎について解説し
ます。UXという用語が初耳の方、聞いたことはあるけど意味がよくわからない方は、この
節でしっかり理解しておきましょう。

UXとは

UX（ユーザーエクスペリエンス）とは、「ユーザーがそれを使ったときに得られる経験や満足

など」を指します。UXは「ユーザー体験」とも呼ばれます。「UXを向上させるべく考える」

ということは、「より良い体験をユーザーにしてもらうように考える」ことと言えます。

使いやすさだけではなく、「楽しい」「嬉しい」「面白い」「心地よい」といったユーザーの感情

も考慮した「より良い体験」を考えるという点で、UXは「ユーザーインターフェイス」や「ユー

ザビリティ」よりもさらに幅広い概念です。

 ■ UXの定義

UXの定義はさまざまですが、『デザイニング・ウェブナビゲーション』（James Kalbach 著：

オライリー・ジャパン発行）では以下のような見方が紹介されています。

利便性（Usefulness）
基本的なサービス、特徴、機能が、ユーザーのニーズや目標にどの程度一致しているか。製
品に対するユーザーの理性的な認知反応によって示される。

ユーザビリティ（Usability）
製品がどれだけその性能を発揮できるか、ユーザーはそれをどこまで使いこなせるか。実際
に見たり触れたりするインターフェースの性質によって示される。

望ましさ（Desirability）
サイトに対してユーザーがどの程度、主観的・感情的な反応を示すか。サイトとその所有者
について、ユーザーが無意識のうちに抱く印象によって示される。

優れたユーザーエクスペリエンスは、これらの要素のバランスをうまく保っています。ユー
ザーエクスペリエンスとは、製品やサービスに対するユーザーのあらゆる行動、思考、感情
の集積です。上記のような要因すべてに配慮しながらウェブナビゲーションをデザインする
のが、デザイナーの役目なのです。

出典元：『デザイニング・ウェブナビゲーション』（James Kalbach 著：オライリー・ジャパン発行）44ページ
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 ■ UXの概念図

UXはとても幅広い概念であるため、捉えるのが難しい面があります。図にすることでわかり

やすく表現しようとしたものがいくつかあるので、ここではPeter Morville 氏の「UXのハニ

カム構造」（http://semanticstudios.com/publications/semantics/000029.php）の概念

図を紹介します。

useful
役に立つ

usable
使いやすい

desirable
好ましい

valuable
価値がある

findable
探しやすい

credible
信頼できる

accessible
アクセスしやすい

UXのハニカム構造

UXのハニカム構造は 7つの要素で成り立っており、このうちどれか 1つでも欠けてはいけま

せん。広い目を持って、こういった要素すべてをしっかり確認することが必要となります。

UXに関係する制作者は誰？

UXは設計、デザイン、コーディング、コンテンツ内容のすべてに関係しています。デザイナー

だけ、設計者だけなど、一部の制作者だけが関係するわけではありません。プロジェクトに関

わる全員でユーザーにより良い体験を与えるために知恵を絞っていくことが必要です。どこか

が欠けては成立しません。

なぜUXなのか？

UXは使いやすさだけではなく、「ユーザーの感情」も考慮したより良い体験をユーザーにしても

らうよう考える概念です。なぜUXなのか、それはこの「ユーザーの感情」がもたらす効果が大

きいからです。

ユーザーインターフェイスやユーザビリティは機能的な側面から見る概念です。それに対して

UXには「ユーザーの感情」という機能的とは違う観点からの、一見するとどのような効果が
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あるのかわからないものが含まれています。ユーザーの感情はどのように働くのでしょうか？  

また、それを踏まえてどのようにウェブサイトを作るべきなのでしょうか？

・ウェブサイトのデザインは、ユーザーが求めることに答えているだけでは不足。

・ユーザーの選択や行動は感情によるところが大きく、感情は理性的な意思決定にまで影響力

を持つ。

・ウェブデザインは、ユーザーの感情に配慮するという面にまで拡大。

このような考え方はドナルド・ノーマンの『エモーショナル・デザイン - 微笑を誘うモノたち

のために』などの書籍で読むことができます。こういったユーザーの感情が意思決定などにま

で影響するという考え方が浸透したことが、UXが重要視されるようになった背景にあります。

感情を考慮したデザインとは

感情を考慮しようとすると「プラスのイメージを与えよう」と考えがちです。ですが、プラスのイ

メージを与えるようにと見た目を派手できらびやかにしても、使い勝手が悪くストレスを与えてし

まってはすべてが台無しです。こういったマイナスの感情を持たせてしまっては、いくら見た目が

良くても無意味になります。

UXはユーザーインターフェイスやユーザビリティを内包しており、それらが満たされてはじめ

てユーザーの感情を考える段階となります。ストレスを与えずユーザーのやりたいことが達成で

きるようにする、その上に成り立つことを覚えておく必要があるでしょう。

（COLUMN）iOS 7におけるアプリケーション開発のガイドライン
iOS 7 の発表に合わせ、Apple は iOS 7 でのアプリケーション開発におけるUI 設計のガイドライン「iOS 7 UI 
Transition Guide」を開発者向けに公開しました。その中で以下の3点を挙げ、アプリケーション設計時の重要な
ポイントとしています。

Deference（服従）
The UI helps users understand and interact with the content, but never competes with it.（UIはユーザー
がコンテンツを理解し、対話することを手助けしますが、コンテンツと競合することはありません）

Clarity（明快）
Text is legible at every size, icons are precise and lucid, adornments are subtle and appropriate, and 
a sharpened focus on functionality motivates the design.（テキストがどのサイズでも読みやすいこと、アイ
コンは正確で明快なこと、装飾は適切であり、機能性に焦点を当てた設計であること）

Depth （深度）
Visual layers and realistic motion heighten users’ delight and understanding.（ビジュアルレイヤーとリ
アルな動作が、ユーザーの理解と満足度を高めます）

その他、Apple は iOS 7 向けのデザインとしては全画面を重視し、半透明のレイヤーを利用した奥行きのあるUI、
ホワイトスペースを有効に活用し、シンプルで明快なデザインを心がけること、UI はあくまで脇役に徹してコンテ
ンツを邪魔しないことなどが重要であると述べています。ただし、Apple は iOS 6 までのデザインをすぐにやめる
べきとは言っておらず、開発者が新しいデザインに焦って対応する必要はありません。
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最先端の企業やサービスでのUX例
UXはさまざまな企業やサービスで活用されていますが、ここでは有名な IT企業数社をピッ
クアップして、それぞれの考え方や理念を紹介します。企業文化の違いから会社によって表
現は異なりますが、その基本となる部分は共通していることがわかるでしょう。読者の皆さ
んが実際にサイトを設計・制作・デザインするにあたり、これらの考え方はとても参考にな
ります。

Google

具体的に企業がどのようにUXを考えているか、まずはGoogle の場合を例にとって見ていき

ましょう。

Google の理念「Google が掲げる 10の事実」（http://www.google.com/about/company/

philosophy/）の中にはUXに関する項目が数多くあり、Google が UXを重要だと考えてい

ることがわかります。内容を見てみましょう。

1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。
2. 1つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。
3. 遅いより速いほうがいい。
4. ウェブでも民主主義は機能する。
5. 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。
6. 悪事を働かなくてもお金は稼げる。
7. 世の中にはまだまだ情報があふれている。
8. 情報のニーズはすべての国境を越える。
9. スーツがなくても真剣に仕事はできる。
10. 「すばらしい」では足りない。

この「10の事実」が最初に作成されたのは数年前ですが、このリストは随時見直され、事実に

変わりがないかどうか確認されています。サイト上にはそれぞれの項目を説明する文章も載っ

ていますので、興味がある方は見てみるとよいでしょう。

以降に、UXに関する項目をピックアップして説明文を掲載します。「ユーザーがそれを使った

ときに得られる経験や満足などを重視している」ことがよくわかる内容となっています。
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ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる

Googleは、当初からユーザーの利便性を第一に考えています。新しいウェブブラウザを開発
するときも、トップページの外観に手を加えるときも、Google内部の目標や収益ではなく、
ユーザーを最も重視してきました。Googleのトップページはインターフェースが明快で、ペー
ジは瞬時に読み込まれます。金銭と引き換えに検索結果の順位を操作することは一切ありま
せん。広告は、広告であることを明記したうえで、関連性の高い情報を邪魔にならない形で
提示します。新しいツールやアプリケーションを開発するときも、もっと違う作りならよかっ
たのに、という思いをユーザーに抱かせない、完成度の高いデザインを目指しています。

悪事を働かなくてもお金は稼げる

Googleは営利企業です。企業に検索テクノロジーを提供することと、Googleのサイトやその
他のウェブサイトに有料広告を掲載することで収益を得ています。世界中で膨大な数の広告
主様がAdWordsを活用して製品を宣伝し、膨大な数のサイト運営者様がAdSenseプログラム
を活用してサイトコンテンツに関連した広告を配信しています。広告主様だけでなく、すべ
てのユーザーの皆さんにご満足いただくため、Googleでは広告プログラムとその実践につい
て次のような基本理念を掲げています。

・  検索結果ページには、その内容と関連性のない広告の掲載は認めません。Googleは、広告
というものはユーザーが必要としている情報と関連性がある場合にのみ役立つと考えてい
ます。そのため、検索結果ページに広告がまったく表示されない場合もあります。

・  Googleは、派手な広告でなくても効率よく宣伝ができると考えています。ポップアップ広
告は邪魔になってユーザーが見たいコンテンツを自由に見られないので、Googleでは許可
していません。Googleは、閲覧しているユーザーに関連性のあるテキスト広告のほうが、
ランダムに掲載される広告よりずっとクリック率が高いことに着目しました。企業の規模
には関係なく、あらゆる広告主がこのターゲット広告を利用できます。

・  Googleが掲載する広告には、スポンサーによる広告リンク（スポンサーリンク）であること
を必ず明記しているため、検索結果の完全性が損なわれません。Googleが検索結果のランク
に手を加えてパートナーサイトの順位を高めるようなことは絶対にありません。PageRank
は、お金で買うことはできません。GoogleのユーザーはGoogleの客観性を信頼しているの
であり、その信頼を損なって短期的に収益が増加しても意味がないのです。

「すばらしい」では足りない

Googleにとって一番であることはゴールではなく、出発点に過ぎません。Googleでは、まだ
達成できないとわかっていることを目標に設定します。そうすることで、目標達成に向けて
全力を尽くし、期待以上の成果を残せるからです。Googleは、技術革新を繰り返し、機能性
の高いサービスに対して、さらに期待を上回る改良を加えています。例えば、正しいスペル
の単語を入力したときに正常に検索されるのを見たあるエンジニアは、スペルが間違ってい
るときの処理方法について改善の余地を見出し、直感的で役に立つスペルチェッカーを開発
しました。
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たとえユーザーが自分の探すものを正確に把握していなくても、ウェブで答えを探すこと自
体はユーザーの問題ではなくGoogleの問題です。Googleは、全世界のユーザーがまだ具体的
にイメージしていないニーズを予測し、新たなスタンダードとなるサービスを作り出してい
ます。例えば、Gmailを始めたときには、当時のどのメールサービスよりも多くの保存容量
を提供しました。今考えると当たり前のサービスですが、そう思えるのは、現在Googleのメー
ル容量が新たなスタンダードになっているからです。このような変化をもたらすのがGoogle
の望みであり、新たな一歩を踏み出す方向をGoogleは常に探しています。つまり、現状に満
足しないことがGoogleのすべての原動力となっているのです。

「Google が掲げる 10の事実」には、ここでピックアップした内容以外にもUXに関する考え

方が多く含まれています。Google はこれら 10項目の最適なバランスを考えて日々努力して

います。私たちがUXを考えるとき、Google の理念から学ぶ部分は数多くあるでしょう。

Apple

Apple では、iOS や iPad それぞれにヒューマンインターフェイスガイドラインというものが

あります。この中には「ユーザー体験ガイドライン」という項目があり、UXについて書かれ

ています。

iOSヒューマンインターフェイスガイドライン内、「ユーザー体験ガイドライン」の項目は次の

ようになっています。Apple が UXを考える上で具体的にどのようなことに気を付けているの

かがわかります。

・主たるタスクに焦点を当てる
・ユーザーが感心を持つコンテンツの向上
・トップダウンで考える
・従うべき論理的道筋をユーザーに与える
・簡単でわかりやすい使い方にする
・ユーザーに要求される入力の手間を最小限にする
・ファイル処理操作を意識させない
・共同作業とつながり
・設定を強調しない
・適切にブランドを設定する
・検索はすばやく実行でき、実行した甲斐のあるものにする
・正しい作法に基づいた説明による案内と通知
・簡潔を心がける
・一貫性を保ってUI要素を使用する
・質感とリアルさの追加を検討する
・魅力的なグラフィックスでユーザーを楽しませる
・向きの変更の処理
・ターゲットを指定サイズにする
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・控えめなアニメーションを使用してやり取りする
・ジェスチャを適切にサポートする
・必要な場合にのみユーザーに保存を求める
・モーダルタスクは多用せず単純にする
・瞬時に起動する
・いつでも停止できる準備をしておく
・プログラミングによって終了させない
・必要な場合は、ライセンス契約または免責条項を表示する
・iPad用：対話機能を強化する（単に機能を追加しない）
・iPad用：フルスクリーントランジションを減らす
・iPad用：情報階層を制限する
・iPad用：一部のモーダルタスクにPopoverの使用を検討する
・iPad用：Toolbarコンテンツを最上部へ移動する

参考サイト
・iOSヒューマンインターフェイスガイドライン

　https://developer.apple.com/jp/devcenter/ios/library/documentation/MobileHIG.pdf

・iPad ヒューマンインターフェイスガイドライン

　https://developer.apple.com/jp/devcenter/ios/library/documentation/iPadHIG.pdf

Microsoft

Microsoft は「Windows ユーザーエクスペリエンスガイドライン」（http://msdn.microsoft.

com/ja-jp/library/aa511258.aspx）という、OSに関するUXガイドラインを作成しています。

この公式のWindowsユーザーエクスペリエンスの対話操作に関するガイドライン（略して
"UXガイド"）は、Windows® 7およびWindows Vista®に対応しており、以下のことを目的と
しています。

・  Windowsベースのすべてのアプリケーションにとって、質の高い、一貫性のある基準を設
定する。
・ユーザーエクスペリエンスに関する特定の質問に答える。
・仕事をより簡単にする。

（COLUMN）ユーザーの期待を裏切らないこと
ウェブサイトやアプリケーションの閲覧中、ユーザーはさまざまな操作を行います。そのとき、ユーザーがある操作
に対して期待した結果と実際の動作が異なる状況が頻繁に起こると満足度は低下していきます。「ユーザーの期待通
りに動作する」「ユーザーの期待を裏切らない」ことが優れたユーザーインターフェイス設計の基本だということを
しっかり認識する必要があります。
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なぜスマートフォンサイトが重要なのか
サイトを制作するにあたり、PCとスマートフォンではどのような点が異なるのかを再確認
しておく必要があります。

スマートフォンとPCの違い

デスクトップPCやノートPCに比べスマートフォンはとても小さく、操作方法も異なります。

 ■ 画面サイズが異なる

PCのディスプレイに比べ、スマートフォンは画面サイズがとても小さくなっています。PCサ

イトをスマートフォンで見ると、大きい画面サイズに合わせたコンテンツがスマートフォンの

小さい画面にぎゅっと縮小表示されるため文字が小さく、拡大しないと内容がわからないこと

もあります。拡大縮小をしなくては内容が読めないようでは、ユーザーにストレスが溜まるの

は避けられません。また、画面が小さいため最初に見える範囲（ファーストビュー）に表示で

きる内容も異なります。

　

 ■ スマートフォンの操作は指で行う

スマートフォンの操作は指で行うのがメインです。そのためスマートフォン向けサイトでは、

リンクやボタンなどを指で押しやすいサイズにする必要があります。PCサイトはマウスで細

かく合わせて使うことが前提となっているためリンクやボタンがあまり大きくなく、スマート

フォンから利用すると押したい部分をタップできず使いにくさを感じることもあります。

PCサイトの画面 PCサイトをスマートフォンで表示
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 ■ 非力なスマートフォン

だんだんと高機能化が進んでいるとはいえ、デスクトップPCやノートPCに比べてスマート

フォンのスペックは決して高くありません。PCサイトでは問題がないJavaScript による動き

なども、スマートフォンからではカクカクになってしまい閲覧に堪えないこともあります。リッ

チな操作感を求めた結果重くなってしまい、ユーザーにストレスを与えてしまっては本末転倒で

す。スマートフォンで見ても快適な操作感が与えられるかどうか実機での検証を行いましょう。

 ■ スマートフォンには縦長表示・横長表示がある

スマートフォンでは縦長表示（ポートレートモード）と横長表示（ランドスケープモード）が

あります。スマートフォンサイトは、縦横どちらの向きにしても問題なく閲覧できるように作

成しておくのがよいでしょう。

　

      

スマートフォンサイトとPCサイトの利用シーン

PCは自宅や会社など固定の場所で使うことが多いですが、スマートフォンは外出先で利用し

たりいろいろな場所で使います。利用シーンが違うことにより以下のような違いが出てきます。

PCは安定した高速回線で接続することが多いですが、それに対してスマートフォンは 3G回

線など遅く不安定な回線で接続することがあります。最近は LTEも広まってきましたが、すべ

ての地域・場所で LTEが入るわけではありません。スマートフォンサイトでは通信速度は3G

を基準に、表示に時間がかかりすぎないよう容量を抑えた作りにする必要があります。もし目

の前にPCがあるのなら、スマートフォンでサイトを閲覧せずPCから閲覧する人が多いでしょ

う。スマートフォンから閲覧するのは外出先であったり、就寝前であったり、何かの時間の隙

間であることも多いです。そういった利用シーンを踏まえてユーザーが何を求めてサイトへ訪

れるのか考え、コンテンツ内容やデザインを調整することが求められます。

横長表示（ランドスケープモード）

縦長表示（ポートレートモード） 
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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!
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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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