
ゼロから始めるホームページづくり

KDDIウェブコミュニケーションズ　神森 勉

ジンドゥーAI ビルダー編
～誰もがハッピーになるホームページをつくろう～



神森 勉 
株式会社KDDIウェブコミュニケーションズ 
広報室室長 / Jimdo Expert

印刷会社に4年ほど勤務後、ウェブサイト制作
会社に15年ほど勤務。 
KDDIウェブコミュニケーションズ入社後、イ
ンハウスデザイン部門の責任者を経験。現在
は、広報室にて広報活動と自社サイトのウェ
ブマスター、ウェビナー講師。

私について
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Facebook/twitter：tstudio 
Instagram：tstudiojp 
Blog：https://www.t-studio.tokyo

https://www.t-studio.tokyo
https://www.t-studio.tokyo


ジンドゥーの小ネタを紹介



ウェブ制作者のための 
ジンドゥークリエイター本

ジンドゥークリエイター 
仕事の現場で使える! 
カスタマイズとデザイン教科書
服部雄樹, 浅木輝美, 神森勉



最初のAIビルダー本

ジンドゥーAI ビルダーで 
Webサイト作成
リンクアップ著 
KDDIウェブコミュニケーションズ監修



ホームページって必要？ 

ジンドゥーについて 

AI ビルダーで作るウェブサイト準備編 

AI ビルダーでウェブサイトをつくろう 

AI ビルダー機能解説 

AI ビルダーの成功例 

作ったあとにやるべきこと 

まとめ

本日の内容
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他のサービスを使っているけれど 
ホームページって必要なの？

Part.1



いつでもどこでもインターネット
に繋がっている時代



じっくり腰を据えなくても 
インターネットが使える



既存の利用しているサービス

写真共有サービス SNS ショップサービス

Instagram 
Flickr

Twitter 
Facebook 
LINE

BASE 
カラーミーショップ 

STORES

モール

楽天 
Yahoo!ショッピング 

Amazon

口コミサイト

食べログ 
ぐるなび 

HOT PEPPER



写真共有サービス

SNS

ショップサービス

モール

口コミサイト



写真共有サービス

SNS

ショップサービス

モール

口コミサイト外部サービスとの共存



ソーシャルメディアの特徴

• 登録制 

• タイムライン形式で、原則として「今」が時系列に情報が流れてくる 

• 「今」起こっていることを探しに行く傾向がある 

• 知りたい人をフォローして情報を入手 

• 自身が発信した情報は、基本的にフォローした人が見ている
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ホームページの特徴
他のサービスを使っていても併用したほうがよい

• インターネット一般に公開されているので、誰でもみることができる 

• 時間軸に左右されない永続的な情報提供 

• 情報を整理することで、情報の入手がしやすくなる 

• インターネット上にある会社（お店）としての証明 

• 他のサービスだけでは伝えられない情報を好きなだけ提供できる
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写真共有サービス

SNS

ショップサービス

モール

口コミサイト



ジンドゥーについて
Part.2



HTMLコーディング

CSS設計

サーバー設定

メニュー検討

インターフェースデザイン

写真撮影

ロゴ制作

CSSコーディング

ワイヤーフレーム

FTP作業

CMSインストール

CMSカスタマイズ 原稿作成

コピー作成



メニュー検討

写真撮影

ロゴ制作

原稿作成 コピー作成





2007年にドイツで誕生



2009年に日本でサービス開始



制作に必要な知識は不要



制作はクリック&タイプだけ



ソフトのインストール不要





見たまま編集





170万サイト（日本国内）



AI ビルダークリエイター



• AI の作成アシスト機能でスムーズに作成 

• 情報を瞬時に取り込み、簡単にウェブサ
イトを作成 

• 「セクションブロック」を組み合わせる
だけでページを作成 

• パソコンだけでなく、スマートフォンか
らもゼロから作成・公開・運用可能 

• テンプレートという概念はない 

• HTML/CSSの編集不可

AI ビルダーの特徴
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• あらかじめ用意されている40種類の 
テンプレートからサイトを制作 

• 1つの独自のテンプレートを作成可能 

• 「コンテンツ」を置きたい場所に 
自由に追加してページを作成 

• クリエイター専用のスマートフォン 
アプリで運用可能 

• コーディングによる細かいカスタマイズ
が可能

クリエイターの特徴
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AI ビルダー クリエイター
テンプレートという概念がなく、情報を瞬時に取り
込み、簡単にウェブサイトを作成

用意されている40種類のテンプレートからページを
作成

AI の作成アシスト機能でスムーズに作成 1つの独自のテンプレートを作成可能

セクションブロックを組み合わせるだけでページを
作成

コンテンツを置きたい場所に自由に追加してページ
を作成

パソコンだけでなく、スマートフォンからもゼロか
ら作成・公開・運用可能

クリエイター専用のスマートフォンアプリで運用可
能

HTML/CSSの編集不可 コーディングによる細かいカスタマイズが可能

SEO設定が容易にできる ブログやショップ機能



AI ビルダー



ここまでおわりました
ホームページって必要？ 

ジンドゥーについて 

AI ビルダーで作るウェブサイト準備編 

AIビルダーでウェブサイトをつくろう 

AI ビルダー機能解説 

AI ビルダーの成功例 

作ったあとにやるべきこと 

まとめ

本日の内容
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AI ビルダーで作るホームページ
準備編

Part.3



事前準備
AI ビルダーでサイトを作るためのヒント

• サイトの名称を考えておくと、登録の時に困らない 

• ホームページで発信したい情報を整理しておく 

• サイトで使いたい画像をあらかじめ用意しておく 

• 動画を掲載したい場合は、YouTubeかVimeoへアップロードしておく 

• テキストは制作しながら打ち込めるが、あらかじめメモアプリなどで作ってお
くと、コピー&ペーストでできるのでラク
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ホームページで発信する情報の整理
例）飲食店
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ホーム

店舗情報 商品メニュー お問い合わせ

フード ドリンク



写真（画像）を用意しておく

• パソコンで作成する場合は、スマホやカメラで
撮影した写真をパソコンに転送しておく 

• スマホで作成する場合は、スマホに保存して 
いる写真だけでなく、AI ビルダーで画像を挿入
する際にカメラから撮影したものも挿入できる 

• 写真を撮影する際には、少し引き気味で撮ると
使い勝手が良いのでオススメ
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動画を埋め込むには

• AI ビルダーは、パソコンやスマホに保存してい
る動画を直接埋め込むことができないため、 
動画配信サービスにあらかじめ動画をアップ 
しておく必要がある 

• 利用可能な動画配信サービス 
• YouTube ( https://www.youtube.com/ ) 
• Vimeo ( https://vimeo.com/jp/ )
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https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/jp/
https://www.youtube.com/
https://vimeo.com/jp/


やってはいけないこと

•ネットで拾った画像を使ってはいけない 
•もちろん、他人が作った動画も使ってはいけない 
•他のサイトやブログの文章をつかうこともいけない
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権利を侵してはいけない



写真素材を使いたい
主な写真素材提供サービス

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

•Adobe Stock（有料） 
•PIXTA（有料） 
•Shutterstock（有料）

44 ノートパソコンを使う男性のイラスト（横向き）

https://www.irasutoya.com/2017/02/blog-post_887.html
https://www.irasutoya.com/2017/02/blog-post_887.html


事前準備のおさらい
AI ビルダーでサイトを作るためのヒント

• サイトの名称を考えておくと、登録の時に困らない 

• ホームページで発信したい情報を整理しておく 

• サイトで使いたい画像をあらかじめ用意しておく 

• 動画を掲載したい場合は、YouTubeかVimeoへアップロードしておく 

• テキストは制作しながら打ち込めるが、あらかじめメモアプリなどで作ってお
くと、コピー&ペーストでできるのでラク
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AI ビルダーで作るホームページ
登録から作成まで

Part.4







https://www.jimdo.com/jp/

https://portal-jp.jimdo.com/howto-use/jimdo-dolphin/
https://portal-jp.jimdo.com/howto-use/jimdo-dolphin/


クリック→



←クリック



































AI ビルダーの機能解説
Part.5



AI ビルダーの機能解説
楽しく作りましょう

• ブロックの追加と文字の入力方法 

• ナビゲーション（メインメニュー）の追加 

• デザインの変更 

• とても簡単なSEO設定 

• 神森的ちょっと嬉しいと思っているところ 

• スマートフォンでのデモ
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サイトの顔でもあるトップページ
の作り方





ジンドゥーハウツー 
https://portal-jp.jimdo.com/howto-use/jimdo-dolphin/

https://portal-jp.jimdo.com/howto-use/jimdo-dolphin/
https://portal-jp.jimdo.com/howto-use/jimdo-dolphin/


AI ビルダーの成功事例
Part.6



これまで利用していたサービスと
連携



https://www.solaye.co.jp/

• イベント情報を積極的に更新 

• flickrという写真共有サービスで
共有している事例を活用

株式会社ソライエ
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https://www.solaye.co.jp/
https://www.solaye.co.jp/


https://www.elseedauto.com/

• 訪れたユーザーに自社のサービ
スについてTOPページで簡潔に
提供 

• 在庫車情報を、他社サービスへ
リンクを貼り誘導

エルシードオート
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https://www.elseedauto.com/
https://www.elseedauto.com/


https://www.lima-hair5.com/

• AIビルダーのブロックレイアウト
を活用して、スタッフ紹介とカッ
ト事例を上手に表現 

• クーポン配布は、他社サービス
へリンクを貼り誘導

lima hair
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https://www.lima-hair5.com/
https://www.lima-hair5.com/


https://www.maxknit.com/

• AIビルダーのブロックレイアウト
を活用して、スタッフ紹介とカッ
ト事例を上手に表現 

• オンラインショップは、他社サー
ビスへリンクを貼り誘導

株式会社マックスニット
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https://www.maxknit.com/
https://www.maxknit.com/


動画を活用して 
プロダクトの魅力を発信



https://www.endlesspool.jp/

• ファーストビューで効果的に動画
を使い、製品の訴求をおこなう 

• 散らかりやすいメニューを上手
にまとめられている製品ページ

エンドレスプール
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https://www.endlesspool.jp/
https://www.endlesspool.jp/


ここまでおわりました
ホームページって必要？ 

ジンドゥーについて 

AI ビルダーで作るウェブサイト準備編 

AI ビルダーでウェブサイトをつくろう 

AI ビルダー機能解説 

AI ビルダーの成功事例 

作ったあとにやるべき3つのこと 

まとめ

本日の内容
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作ったあとにやるべき3つのこと
Part.7



集客方法を考える



誰に見てもらいたいのか？

• 公開しただけでは誰も見ない 

• ホームページ訪問のきっかけを
考える 

• 既に利用しているメディアの活用

ホームページへの集客を考える
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SNS

ショップ

モール

口コミサイト

写真共有 
サービス

地元配布 
チラシ

名刺や 
ショップカード

ネット広告



SNS

ショップ

モール

口コミサイト

写真共有 
サービス

地元配布 
チラシ

名刺や 
ショップカード

ネット広告



SNS

ショップ

モール

口コミサイト

写真共有 
サービス

地元配布 
チラシ

名刺や 
ショップカード

ネット広告

さまざまな経路をもつ



ホームページへの集客を考える
検索エンジンだけではなく

• 利用しているサービスで「公式サイト」を記載できる場合は、ホームページの
アドレスを登録しておく 

• SNSは、個人のアカウントとは別にアカウントを作って運営、ハッシュタグ
を活用 

• 地域の方に知っていただくため、ショップカードや名刺にアドレスを記載、
QRコードを記載すると、スマホユーザーが簡単にアクセスできる 

• 広告チラシを利用している場合は、アドレスを記載しておくとよい
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どんな人が来ているのか？



AIビルダーでできること

• 訪問者数の確認 

• 流入元の確認 

• SNS、広告、検索エンジン、
直接流入

アクセス解析
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詳細なアクセス解析で何がわかる？
どこからきているのか？どこのページが見られているのか？

• より詳細な解析は、Google アナリティクスを利用 
• ページの滞在時間 
• 離脱ページの確認 
• 検索キーワードの確認と発見
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定期的にメンテナンス



ユーザーが知りたい情報を 
提供しているか？



ユーザーが知りたい情報を考えてみる
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カレーショップ

スパイス

肉

おいしい水

カレーの歴史 肉のこだわり

世界のカレー



必要な情報にプラスアルファを考える
ユーザーの「困った」を解決

• インターネット検索の多くは、ユーザーが「困った」を解決するため 

• 伝えたい情報を、ユーザー目線に置き換えて伝える 

• 「困った」が解決すると、人に伝えたくなる 

• 人が人を呼んでくる
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ファンがファンを呼ぶ



まとめ



ジンドゥー AI ビルダーで作るメリット

• 難しいことを考えなくても、とにかく簡単にサイトを作ることができる 

• 配色に困ることなく運営できる 

• オフィスや家では腰を据えてパソコンで更新、出先ではサッとスマホで更新 

• アシスタント機能でSEO設定がラクにできる
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コンテンツ作成に注力できる



こんな人はジンドゥークリエイター

• ホームページの見た目を自分で自由に設定したい 

• ブログやショップ機能を使いたい 

• お問い合わせでいろいろな情報を入手したい 

• 一部の人だけに見せたいパスワード保護されたページを作りたい
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AI ビルダーの使い方をもっと知りたい



AI ビルダーの使い方をもっと知りたい

https://portal-jp.jimdo.com/howto-use/jimdo-dolphin/

https://portal-jp.jimdo.com/howto-use/jimdo-dolphin/
https://portal-jp.jimdo.com/howto-use/jimdo-dolphin/


“ホームページで大切なのは、コンテンツ（中身）です 
見た目にこだわるあまり本質を忘れてしまいがち 
せっかくホームページを作るのであれば 
見た目の部分は機械に任せて 
ユーザーに伝わるコンテンツ作成に注力すれば 
みんなが幸せになるはず ”

KDDIウェブコミュニケーションズ　神森 勉



KDDIウェブコミュニケーションズ　神森 勉

ご視聴ありがとうございました



【9月30日まで】  
有料プラン25%オフキャンペーン実施中
•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！ 

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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クーポンコード 

JP-2020-NEW



【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！ 


