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志鎌 真奈美 しかま まなみ

・Web業界23年
・1000サイト以上
・Web企画・制作・運用
・ITコンサルティング
・講師・執筆

・Jimdo Expert ・SNSマネージャー ・ウェブ解析士
・中小機構 販路開拓支援アドバイザー
・千葉よろず支援拠点 コーディネーター
・埼玉県専門家派遣 登録専門家

「無料で始めるネットショップ ～作成&運営&集客がぜんぶわかる! ～」（技術評論社）
「Web文章の「書き方」入門教室〜5つのステップで「読まれる→伝わる」文章が書ける！」（技術評論社）
「これならわかる! Googleアナリティクス 今日からはじめるアクセス解析超入門」（技術評論社）

出版
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こんな人です！

#函館出身 #千葉県民 #市川市
#ジンドゥー #Jimdo #JimdoExpert
#ウェブ解析士 #SNSマネージャー

#Wordpress #ネットショップ導入
#ウェブマーケティング

#制作・執筆・講師 #小規模企業・店舗
#インターネット老人会

#平成ネット史 #コンサドーレ
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・ネット活用の重要性
・ジンドゥーの基本について
・アカウント取得方法
・ライブデモで基本操作を覚えよう
・作ったあとはどうする？
・重要なのは○○○○

Contents
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ネット活用の重要性
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ウィズコロナ時代

働き方、消費の仕方、学び方、休日の過ごし方などに大きな変化

ウィズコロナ
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コロナ禍でネット利用が増えた

引用元：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000140.000023383.html
「新型コロナウイルス影響における自宅インターネット利用に関する意識調査」 より
調査期間：2020年7月1日～2020年7月7日
調査対象：ニフティネクサス株式会社が運営するポイントサービス「ライフメディア」会員
回答者数・調査方法：20代～60代の男女4,500人へのインターネット調査
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ネットの活用はますます重要に！

ホームページ

SNS メルマガなど

ネットショップ



9© Shikama.net／無断利用・転載・コピー等はご遠慮ください。

ジンドゥーの基本について
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ジンドゥーはドイツ生まれ

どちらがジンドゥーの創始者でしょうか？

A B
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2つのツール

AI ビルダー クリエイター
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ジンドゥークリエイターってどんなツール？

メリット デメリット

•専門知識が不要で構築できる

•小規模サイトにちょうどいい

•テンプレートが40種類ぐらいある

•スマートフォンに自動対応している

•日本国内にサポートオフィスがある

•無料版／有料版の両方がある

•独自ドメインでの運用もできる(有料版）

•KDDIの子会社が運営

•ページが大量になると管理が大変かも

•バックアップが取れない

•管理権限を設定することができない

•ネットショップやブログ機能があるには

あるが・・・（続きはのちほど）
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まずは準備①

■ホームページの目次づくり（例）

•店舗案内
•メニュー

フード
ドリンク

•地図・アクセス
•求人情報
•お問い合わせ など

飲食店 士業 サロン

•事務所概要
•取扱い業務

業務AAA
業務BBB
業務CCC

•スタッフ紹介
•Q&A
•お客様の声
•お問い合わせ など

•コンセプト
•店舗案内
•サービスメニュー

フェイシャル
ボディ
痩身

•キャンペーン情報
•地図・アクセス
•お客様の声
•お問い合わせ など
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まずは準備②

■写真や原稿の準備 ■構成案(だいたいでOK）
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アカウントを取ろう①

https://www.jimdo.com/jp/
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アカウントを取ろう②

その場で受信できる
メールアドレス

自分で決めた
パスワード

チェックする
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アカウントを取ろう③
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アカウントを取ろう④

[Jimdo] 【ジンドゥー】メールアドレスを確定してアカウントを有効にしてください

クリック もしくはこの
文字列をクリック
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アカウントを取ろう⑤

クリック
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アカウントを取ろう⑥

クリック

注意!!
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アカウントを取ろう⑦

クリック
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アカウントを取ろう⑧

左上のレイアウトを
クリック
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アカウントを取ろう⑨

クリック
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アカウントを取ろう⑩

アルファベット、数字を入れる
＝ホームページのアドレス（URL）

希望の文字列がすでに
誰かに使われている場合

再度、文字列を変えて入力 クリック
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アカウントを取ろう⑪
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実際に制作するところを見てみよう

ジンドゥーサイトの制作デモへ

Go to !!
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著作権に注意

写真、文章など、第三者のホームページに掲載され
ているものには著作権が発生します。

→ 実際に高額の使用料を請求された事例も

【利用可能な素材サイト】

•ぱくたそ(無料)
•足成(無料)
•いらすとやさん(無料)
•Pixabay(無料)

•Adobe Stock(有料)
•Pixta(有料)
•Shutter Stock(有料)
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事例紹介

ミミシャトン西千葉
https://www.yc-mimichaton.com/

•西千葉にある雑貨店
•ジュエリーリフォーム
•洋服、雑貨のセレクトショップ
•店内でミニワークショップの開催

• 信頼感の獲得（各種サービスへの導線）

• イベント情報の発信
• 地方への仕事にも繋がる
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覚えておきたい便利な機能

•レイアウトの種類
•SNS連携機能
•Youtubeの埋め込み
•パスワード保護ページ
•ブログ機能
•ショップ機能

ブログ、ショップ機能は

独自の仕様、ちょっとクセあり
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事例紹介②

ジンドゥークリエイター BASE
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プランによる機能の違い

•独自ドメイン
•アクセス解析
•SEO機能の強化
•ページコピー
•保存容量アップ
•ショップ機能のパワーアップ など

ビジネスに使うのであれば

最低限「Pro」の検討を！

年額：￥11,580円

https://www.jimdo.com/jp/pricing/creator/
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いつ公開する？

すでにオープン状態になっている

どこまで作り込んだら公開？

20点/100点満点中で公開しよう



33© Shikama.net／無断利用・転載・コピー等はご遠慮ください。

プロに依頼するという選択肢
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でもお高いでしょう？

小規模事業者持続化補助金 令和2年
https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

※持続化給付金とは違うもの

Jimdoリメイク
https://remake.jimdo.com/

10月2日必着
商工会議所へ

5万円
※あとで
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作ったあとはどうする？
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作成したあとはどうするか？

•名刺
•封筒
•パンフレット
•ポスター
•パッケージ
•クーポン
•DM

•メール(署名)
•SNS
•ブログ
•リンク
•プレスリリース
•マスメディア など

告知リストを作ろう

印刷物には
QRコードを
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作成したあとはどうするか？

ホームページ

来店、購入
お問い合わせ

SNS広告

Twitter
Facebook

( Facebookページ)

Instagram
LINE

紙媒体メディア

検索広告
ネット広告

Yahoo!
Google
bing

リンク

メール
メ-ルマガジン

情報サイト

QRコード・検索

Googleマップ
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コツコツ

楽しみながら

コツコツと
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ご静聴ありがとうございました！

Instagram Twitter Facebook

＼ お気軽にフォローしてくださいね ／
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【9月30日まで】 有料プラン25%オフクーポン

• 独自ドメインで運用して信用度UP！
• 写真やコンテンツをたくさん載せたい！
• SEO対策もしたい！ という方は有料プランがおすすめ！

クーポンコード

JP-2020-NEW

9月限定！25%オフキャンペーン実施しておりますので、
ぜひご検討ください！
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【参考】 クーポンコードの利用方法

有料プラン契約画面にて、
右側にある『クーポンコード入力』欄に
今回のクーポンコードである
JP-2020-NEWをご入力ください！


