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はじめに

チラシや会社案内などの印刷物と違い、Webサイトは「作ったらそれっきり」というわけにはい

きません。古くなった情報を次々に更新していかなければ、サイトを訪れた人に好印象を与えるこ

とはできません。とはいえWebサイトの更新には、Web制作の知識や編集用のアプリが必要。専

門の担当者を置かず、本業の片手間にWebの更新も行うような状況では、ついつい更新がとどこ

おり、トップページに古い情報ばかりが並んでしまうケースもあります。これでは、かえって訪問

者に悪印象を与える事態になりかねません。

そんな悩みをかかえる中小企業や店舗を中心に、採用例が増えているのがWordPress（ワードプレ

ス）です。WordPressは、ブログサイトを構築するために作られた「Web上で動くプログラム」です。

更新担当者を置く必要もなく、社員みんなが「ブログ感覚」でサイトを更新していくことができます。

「そうはいっても、会社のサイトがブログでは困る……」と思われるかもしれませんが、

WordPressは非常に拡張性が高いので、カスタマイズ次第で、一般的なビジネスサイトも十分に

作れる能力を持っています。

WordPressによるビジネスサイト制作は、PHPやCSSなどのWeb技術を必要とする完全オーダー

メイドのものから、「テーマ」と呼ばれるデザインファイルを利用した比較的手軽なものまで、手

間やコストに応じて幅広いやり方があります。

本書では、主に標準テーマの「Twenty Twelve」を利用し、ワープロソフトを使うレベルの簡単

な操作で、手軽にビジネスサイトを制作する方法を解説しました。HTMLやCSSの知識は不要で

す。手軽に制作できるといっても、写真や動画を含む「新着情報」や、地図を含む「会社案内」、

FacebookやTwitterとの「SNS連携」、スマートフォン対応など、一般的な企業サイトに求められ

る要素はひととおり網羅しており実用性は十分です。

また、完全オーダーメイドのWordPressサイトでも、更新そのものは社内で行うのが一般的です

から、その際に利用するマニュアルとしても役立ちます。

なお、本書はWordPress 3.6を対象に解説していますが、2013年10月末にリリースされたバージョ

ン3.7でも操作は変わらないので、そのままお読みいただけます。

本書が、活気のあるビジネスサイト運営を目指す皆さまの一助となれば幸いです。

2013年11月

リブロワークス
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Chapter 1
WordPress に

ついて知ろう

最初にWordPress を使ってサイトを制作するメリット

や、そのために何が必要なのか、といった基礎知識につい

てお話ししましょう。この章ではレンタルサーバーへの

WordPress のインストール方法も解説します。



10

1-
1

W
ordP

ress

に
つ
い
て
知
ろ
う

WordPress はオープンソースで開発されているブログ／CMSシステムです。そのカスタマイズ性の高

さから、ブログだけでなく更新が頻繁なWebサイトの作成にも使われています。まずはWordPress の

基本的な特長を知っておきましょう。

01 WordPress でサイトを 

制作するメリットとは？

WordPress.org 日本語公式サイト WordPress の投稿画面
WordPress コミュニティが運営する公式サイト。最新版のダウン
ロードやドキュメント、フォーラムなどのページがある。

http://ja.wordpress.org/

もともとブログ用のシステムなので、特別な知識がなくても Web
上の投稿画面から手軽に記事を投稿できる。

WordPress はブログシステム—つまり、ブログ記事

の投稿を受け付け、それを整えて表示するプログラムで

す。ただし、デザインやサイト構成を非常に柔軟にカス

タマイズできるので、ブログだけでなく企業や店舗のサ

イト制作にも使われるようになっています。

WordPress でいったんサイトを制作してしまえば、

ブログのために開発された投稿のしくみを利用して、

Web 制作の知識がない人でもサイトを更新できます。

そのため、毎日のように情報を更新するサイトや、複数

人で管理するサイトに最適です。

WordPress の特長�



WordPress でサイトを 制作するメリットとは？

1

W
ordP

ress

に
つ
い
て
知
ろ
う

11

静的な Web サイトの構造

CMS を使った Web サイトの構造

WordPress は CMS（Contents Management 

System）の一種だともいわれます。CMS は、文章や

画像などのコンテンツ（内容）を管理して、インターネッ

ト上で手軽にページを編集できるようにするシステムの

ことです。ブログも CMS の一種ですし、その他にはオ

ンライン百科事典の Wikipedia に代表される Wiki（ウィ

キ）などがあります。

CMS を使わない一般的な Web サイトの場合（「静的な

Web サイト」と呼ばれます）、1 ページ分のデータが 1

つの HTML ファイルとして記録されており、閲覧する

人がリクエストした HTML ファイルがそのままページ

として表示されます。

CMS の場合はバラバラに記録された記事データが、閲

覧リクエストに応じてその場で組み合わせて1つのペー

ジが作られます。ですから、記事タイトルだけを組み合

わせて目次ページを表示したり、特定のトピックを含む

記事だけをまとめて表示したり、といった柔軟な対応が

可能になります。

WordPress と CMS�

page1.html

page2.html

page3.html

page1.html に記録されている
テキストや画像

http://mypage.com/page1.html

Webサーバー ブラウザホームページ作成エディター

page2.html に記録されている
テキストや画像

http://mypage.com/page2.html

記事データ1

記事データ2

記事データ3

Webサーバー ブラウザ

ブラウザ

CMS

最新記事の一覧
記事データ1のタイトル部分
記事データ2のタイトル部分
記事データ3のタイトル部分

http://mypage.com/archive

http://mypage.com/admin

単独記事ページ
記事データ1

記事投稿画面
タイトル

本文

http://mypage.com?id=1

記録されたコンテンツデータがデータ
ベースに記録され、リクエストに応じ
て組み合わせて表示される。投稿・編
集もブラウザから行うので、特別なア
プリは不要。

Web サーバーのハードディスクに記録
された HTML ファイルが、そのまま表
示される。サイト更新には HTML を編
集するアプリが必要。
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WordPress で企業・店舗などのサイトを作成するワークフローは、目標とするサイトの構成・デザイン

によって、必要とされる手間と技術が変わってきます。ここではどのレベルでどんな技術が必要となるの

かと、本書でどこまで解説するのかをお話しします。

02 WordPress を使った

サイト制作のワークフロー

ひとことで「WordPress でサイトを作る」といっても

さまざまなやり方があります。それを表したものが以下

の図です。

WordPress 自体が持つ管理機能を利用するだけでも、

「トップページ」や「新着情報」「会社案内」などを持っ

た一般的な構成の企業・店舗サイトを作ることができ

ますが（レベル 2）、さらに「テーマ」を差し替えれば、

サイトのデザインと構成を大きく変えることができま

す。WordPress のテーマはインターネットで広く配布

されており、インストールするだけで企業サイトやフォ

トギャラリーなどに変えることができます（レベル 3）。

また、既存テーマを利用した場合はそのカスタマイズ範

囲内でしかデザイン・構成を変えられませんが、テーマ

そのものを自作すれば、要求に完全にマッチしたサイト

を作ることが可能です（レベル 4）。ただし、プログラ

ミングや Web デザインの知識が要求されるので、技術

的な難易度は数段上がります。本書では下図のレベル 1

〜 3 に相当する制作方法を解説します。

サイト制作の技術レベル�

レベル 1：「標準テーマでブ
ログ作成」

概要：
WordPress に 標 準 で 付 属 す る
テーマを使ってブログを作成する

必要な技術：
• ブログ記事の投稿

達成できること：
記事が投稿順に表示されるブログを
作成できる

レベル 2：「標準テーマでサ
イト制作」

概要：
WordPress に 標 準 で 付 属 す る
テーマをカスタマイズして、企業・
店舗のサイトを作成する

必要な技術：
• ブログ記事の投稿
• 固定ページを使ったトップページ

などの作成
• バナー画像や背景画像のカスタマ

イズ
• グローバルメニューの作成
• プラグインのインストールと設定

達成できること：
デザインは標準テーマの範囲内だ
が、トップページや会社案内などを
持つ標準的な構成の企業・店舗サイ
トを作成できる

レベル 3：「テーマを変更し
てサイト制作」

概要：
サイトイメージに合ったテーマを探
し、それをカスタマイズして企業・
店舗のサイトを作成する

必要な技術：
• ブログ記事の投稿
• 固定ページの作成
• バナー画像や背景画像のカスタマ

イズ
• グローバルメニューの作成
• プラグインのインストールと設定
• テーマのインストールと設定

達成できること：
選んだテーマに応じて、サイトのデ
ザイン・構成の幅が広がる。

レベル 4：「テーマを自作し
てサイト制作」

概要：
目標とするサイトに合わせて、オリ
ジナルのテーマを作成する

必要な技術：
• ブログ記事の投稿
• 固定ページの作成
• バナー画像や背景画像のカスタマ

イズ
• グローバルメニューの作成
• プラグインのインストールと設定
• テーマのインストールと設定
• PHP や CSS の知識

達成できること：
どのページに何を表示し、どんなデ
ザインとするかを自在に指定できる
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WordPress に標準で付属するテーマを利用してサイト

を制作する場合、主に「固定ページ」という機能を利用

して、サイトを構成していきます。

デザイン面ではヘッダー画像や背景画像の変更で対応し

ていくことになります。デザインはどうしても似通って

しまうため、画像だけでサイトの個性を出す工夫が必要

です。本書の Chapter 2 〜 5 では、標準テーマを使っ

た制作手法を解説します。

WordPress の豊富なテーマを利用すれば、標準テーマ

の枠にとらわれず、さまざまな構成・デザインのサイト

を制作することができます。標準以外のテーマでも、ヘッ

ダー画像の変更などは可能なので、大まかなサイトイ

メージに合うテーマを選んだら、標準テーマの場合と同

じようにカスタマイズしていきます。

標準テーマを利用してサイトを制作する�

テーマを変更してサイトを制作する�

テーマのヘッダー画像
や背景画像などを変更
できる

イメージに近いテーマをインストールして、カスタマ
イズしていく



14

1-
1

W
ordP

ress

に
つ
い
て
知
ろ
う

WordPress には、機能を拡張するしくみとして「テーマ」と「プラグイン」が用意されています。テー

マはサイトのデザインと構成を決め、プラグインはWordPress に新しい機能を追加します。どちらも

イメージ通りのサイトを作るためには欠かせない要素です。

03 WordPress を拡張する

テーマとプラグイン

すでに前セクションでも説明しましたが、WordPress

は「テーマ」をインストールすることで、デザインとサ

イト構成を変えることができます。P.11 の CMS の解

説でいえば、「記事データをどのように組み合わせて表

示するか」を決める部分です。単にサイトのデザインを

変えるだけでなく、サイトを構成するページの種類や、

各ページに何を表示するかといったところまで決定する

ので、WordPress のサイトはテーマ次第で大きく変わ

ります。

WordPress の標準テーマは、ほぼ 1 年ごとに 1 つず

つ新作されており、執筆時点で最新のバージョン 3.7

では「Twenty Thirteen」「Twenty Twelve」「Twenty 

Eleven」「Twenty Ten」 の 4 種 類 の テ ー マ が 付 属

しています。本書ではバージョン 3.5 で追加された

「Twenty Twelve」を主に使用していきます。

標準以外で入手できるテーマには、無料のものと有料

のものがあります。WordPress 公式のテーマ管理サイ

ト「Themes Directory」には、「WordPress の発展

にはオープンソースが欠かせない」という観点から、無

料かつオープンソースライセンスで利用できるテーマが

集められています。商用サイトでも利用できるので、低

コストでサイトを制作したい場合は、まずは Themes 

Directory をチェックしてみましょう（P.190 参照）。

デザインとサイト構成を決めるテーマ�

標準で付属している WordPress テーマ WordPress 公式の Themes Directory
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有料テーマは、一般的に無料テーマより高機能で、デザ

インのカスタマイズ自由度も高められたものになってい

ます。ただし、テーマのよしあしは、実際にしばらく使っ

てみないとなかなか判断が付きません。有料テーマの開

発元では、Themes Directory で無料の機能限定版を

公開していることもあるので、先にそちらを利用してみ

るといいでしょう。

また、WordPress のテーマ制作を請け負う Web 制作

会社も数多く存在しているので、予算が許すようならそ

ちらに依頼するのも 1 つの手です。

多くのサイトにある要素として、「お問い合わせフォー

ム」や「コンテンツスライダー（カルーセル）」「表」な

どがありますが、WordPress の標準機能だけでそれら

を作成するのは困難です。そんなときは、WordPress

の機能を拡張する「プラグイン」をインストールしてみ

ましょう。プラグインには、先ほど挙げたサイトパーツ

を作成可能にするものの他に、Facebook などの SNS

と連携するものや、WordPress の記事編集を便利にす

るもの、セキュリティを高めるものなどさまざまな種類

があります。

テーマ同様、プラグインもインターネット上で配布され

ており、手軽にインストールすることができます。

高機能な有料テーマ�

WordPress をパワーアップするプラグイン�

有料テーマには、コンテンツスライダーやカラーバリエーションな
どの特典がある

プラグインによって、フォームやコンテンツスライダー、SNS 連
携などさまざまな機能を追加できる
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WordPress を利用するためには、PHPやMySQLに対応したWebサーバーが必要です。WordPress

に対応したレンタルサーバー事業者が増えてきているので、それらと契約するのであれば、他に必要なも

のは特にありません。

04 WordPress のサイト制作に

何が必要？

WordPress は、インターネットプロバイダが提供する

静的な Web サイト向けの「ホームページ公開サービス」

などでは動作しません。

WordPress は「PHP」というプログラミング言語で

記述されたプログラムなので、PHP が動作する Web

サーバーが必要です。また、記事データを保管しておく

ために、データベースサーバーの「MySQL」にも対応

していなければいけません。自分で WordPress のイ

ンストールまで行うのであれば、ファイルをアップロー

ドするための FTP クライアントソフトなども必要とな

ります。

ただし、最近ではほとんどのレンタルサーバー業者が

WordPress の自動インストールに対応しているので、

それを利用すれば手間がかかりません。

WordPress を動作させる Web サーバーは、社内にサー

バーコンピューターを用意してそこに導入するという方

法もありますが、WordPress で 1 サイトを運用する程

度なら過剰設備になってしまいます。月額数千円で運用

できる共用レンタルサーバーがあるので、それを利用す

るのが一般的です。

WordPress の動作に必要な環境�

Webサーバー環境の種類�

WordPress の動作要件。バージョン 3.2 以降を利用するには、PHP 
5.2.4 以上と MySQL5.0 以上に対応した Web サーバーが必要。

社内サーバー 共用レンタル
サーバー

専用レンタル
サーバー

社 内 に サ ー バ ー コ ン
ピューターを設置して
運用する。サーバー運
用の知識が必要で、メ
ンテナンスの手間もか
かる

1 台 の サ ー バ ー コ ン
ピ ュ ー タ ー を 複 数 の
ユーザーで共用する。
低コストで運用できる

1 台 の サ ー バ ー コ ン
ピューターをレンタル
して占有する。共用よ
り で き る こ と が 多 い
が、その分コストがか
かる



WordPress のサイト制作に何が必要？

1

W
ordP

ress

に
つ
い
て
知
ろ
う

17

WordPress の人気は年々高まっており、多くのレンタ

ルサーバー事業者が WordPress の自動インストール

に対応しています。それらの事業者と契約しておけば、

とりあえず WordPress の動作要件などを気にする必

要はなくなります。下図は代表的なレンタルサーバー事

業者の一部ですが、いずれも WordPress の自動イン

ストールに対応しています。

共用レンタルサーバーの利用料金は月額 1,000 〜

2,000 円の間（2013 年 10 月現在）で多少の幅があ

りますが、ビジネスサイトを運営する場合、コストを下

げることばかりでなく、安定してサイトを運用できるこ

とも重要です。とはいえ、ユーザー数の多い有名なレン

タルサーバーでも、データ消失や不正アクセスなどの事

件が起きることがあり、一概に料金が高い事業者なら安

全といいきれないのが悩ましいところです。最低でも

ユーザー名とパスワードを解読されにくいものにしてお

くといった自衛策を取っておき（P.36 参照）、可能で

あれば定期的にバックアップを取るようにしましょう。

WordPress の場合、Web 上ですべて管理するので、

万が一サーバートラブルでデータが消失した場合、手元

に一切データが残らないこともありえます。

また、本書のテーマと外れるので深くは触れませんが、

オンラインショッピングサイトなどの、サイトトラブル

が事業の損失に直結する場合は、低コストでサイトを構

築・運営するのはあまりお勧めできません。

WordPress に対応したレンタルサーバー事業者を選ぶ�

さくらインターネット
http://www.sakura.ad.jp/

ロリポップレンタルサーバー
http://lolipop.jp/

ファーストサーバ
http://www.fsu.jp/

ヘテムル
http://heteml.jp/

GMO クラウドレンタルサーバー
http://shared.gmocloud.com/

NTT コミュニケーションズ レンタルサーバー
「Biz メール＆ウェブエコノミー」
http://www.ntt.com/mw-eco/
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管理画面で記事の投稿や設定の変更を行い、

サイトで結果を確認する

管理画面とサイト�

ここでは、WordPress そのものの構造と、WordPress で作成するサイトの構造を解説します。大きく

分けて、WordPress は「管理画面」と「サイト」から構成され、サイトは「固定ページ」「投稿ページ」

「アーカイブ」から構成されます。

WordPress の構成要素と

サイトの構造

WordPress では「管理画面」と閲覧者に見せる「サイ

ト」を行き来しながら作成していきます。「管理画面」は、

WordPress の動作設定や記事の投稿を行う画面です。

管理画面で設定の変更や記事の投稿を行い、サイトを表

示して結果を確認して、また管理画面に戻る、というの

が基本スタイルになります。

管理画面

サイト

管理画面に戻って修正をしたり、

新しい記事を投稿したりする
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WordPress の構成要素とサイトの構造

WordPress サイトの構造�

WordPress では、従来のサイトのトップページにあた

る「フロントページ」を起点に、「投稿ページ」「アーカ

イブ」「固定ページ」の３種類のページを組み合わせて

サイトを構成します。

ブログを作成する場合は投稿ページとアーカイブが中心

になりますが、ブログではないサイトを作成する場合は

固定ページが中心になるでしょう。

 ● フロントページ

サイトの入り口となるページです。初期状態では最近の

投稿記事が一覧表示されますが、任意の固定ページを表

示することもできます。

 ● 投稿ページ

投稿記事を個別に表示するページです。投稿記事を追加

して新しい投稿ページを作っていくのが、WordPress

の基本的な更新方法です。

 ● アーカイブ

カテゴリー（P.74 参照）やタグ（P.77 参照）、投稿月

ごとに、投稿記事を一覧表示するページです。

 ● 固定ページ

記事を投稿して更新する形式ではなく、入力した内容を

固定的に表示するページです。

アーカイブ

フロントページ

投稿ページ固定ページ
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さくらインターネットを利用する�

WordPress を動作させるために必要な準備をすべて自分で行うとなると、ある程度サーバー構築の知識

が必要になります。最近はWordPress のインストール機能が用意されたレンタルサーバーが多くなっ

てきているので、そうしたレンタルサーバーを借りるのがもっとも簡単で確実です。

サーバーをレンタルして

独自ドメインを取得する

本書では「さくらインターネット」のレンタルサー

バーを利用し、同時に独自ドメインも申し込みます。

WordPress のインストールを完了するまでの手順は、

利用するレンタルサーバーによって異なります。「さく

らインターネット」以外での手順については、ご利用の

レンタルサーバー事業者へお問い合わせください。

レンタルサーバーだけでも WordPress を利用するこ

とはできますが、その場合はサイトのドメイン（URL

の先頭部分）が「○○○ .sakura.ne.jp」となり、企業

や団体のサイトの場合には体裁がよくありません。独自

ドメインを利用すると、ドメイン部分を好きなものに設

定できるようになります。

レンタルサーバーの申し込みをする�

Web ブラウザを起動し、

「www.sakura.ne.jp」 に

アクセスします。

さくらインターネットのサイトが表

示されたら、右上付近の［お申し込

み］（ピンク色のほう）をクリック

します。

1

クリック
2

「www.sakura.ne.jp」と入力して
ÌEnterÔキーを押す

1
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3.1

1 2
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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