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成果につなげよう！ 
ビジネスサイトの基礎知識



今日のテーマ
ビジネスでのネット活用について 
ホームページは必要なのか？ 
ホームページを始めるための準備 
ジンドゥーを使う理由 
より多くの人に来てもらうための工夫 
まとめ
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ブマスター、ウェビナー講師。

私について
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ビジネスでのネット活用について
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



ホームページは不要？



ソーシャルメディアの特徴
• 登録が必要なものがほとんど 

• タイムライン形式で、原則として時系列に情報が流れてくる 

• 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



リアルタイムな情報発信 
情報の拡散
ソーシャルメディアの最大の武器



今起こっていることを検索



今起こっていることを検索



口コミサイトの特徴
• 仕様に従ったフォーマットに入れ込むのでラク 

• 目的が明確なユーザーに直接とどきやすい 

• 質の良さをレビューという形で伝える、伝わることが出来る



目的を持ったユーザーに 
ダイレクトに伝わる

口コミサイトの最大の武器



ブログサービスの特徴
• 日々の活動や思っていることを文章やビジュアルで表現 

• ブログの仕様として、時系列に掲載される 

• インターネット一般に公開されているので、一般の検索で探すことができる



書くことを主としている 
運用がラク
ブログサービスの最大の武器



ホームページは必要なの？
Part.2



ソーシャルメディアの課題
• 登録制なのでソーシャルメディアをやっていない人には情報が届かない 

• 時系列なので情報が流れていってしまう 

• フォローした人にしか情報が届かない、つまりフォローしていない人には情
報が届きにくい 

• 文字数制限により、伝えたいことを伝えにくいことがある 

• 個人のページまで行って見る人は比較的少ない



シェアしたひとの影響力は 
自分ではコントロールできない



口コミサイトの課題
• 一部のサービスは登録制なので登録を拒否した人は情報へアクセスできない 

• 定型フォーマットのため、より詳細な情報を届けにくい 

• 口コミは大きな武器でもあるが、時にはそれが刃になることも



定型フォーマットにしたがうため
より深い情報提供が難しい



ブログサービスの課題
• 文章を書くことを主体としているので、見やすさなどを考慮したレイアウト
を作ることが難しい 

• 情報を分類するための専門的な知識が多少必要になる 

• システム的に時系列に並んでいることで、古い情報へたどり着きにくい



ユーザーが欲しい情報が 
うまく分類できない



ホームページの特徴
• 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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ホームページは、誰もがアクセス
できる開かれているもの



より深い内容を提供できる



ユーザー目線で情報を整理できる



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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ホームページは不要？



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



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



どのサービスも定期的な 
メンテナンスは絶対に必要



ホームページを 
始めるための準備

Part.3



「誰」に「何」を発信するのかを 
明確にすること



5W2H



•Why（なぜ） 
•Who（誰が） 
•What（なにを） 
•When（いつ） 
•Where（どこで） 
•How（どのように） 
•How much（どれくらい）

5W2H
このほかに、
Whom、How manyを含む6W3Hの
考え方もある



•Why（なぜ）：開店、セール、イベント集客などの目的 
•Who（誰が）：どんな人なのか？ 
•What（なにを）：「何を」知らせたいのか、行うのか、売るのか 
•When（いつ）：「いつ」ホームページを見ているのか？ 
•Where（どこで）：「どこ」で見ているのか？家？勤務先？PC？スマ
ホ？ 

•How（どのように）：配布する手段や方法 
•How much（どれくらい）：価格や予算感など
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飲食店をベースにした 
5W2Hのシート例
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• コロナ禍で来店者が減ったた
め、テイクアウトサービスを始
めることにしたので、多くの人
にテイクアウト情報を提供し、
来店を促す

• 日中のランチに困っているリ
モートワーカー 
• 共働きで晩ご飯の支度に困っ
ている家庭

• 新しく始めたテイクアウトサー
ビスの紹介 
• テイクアウト商品の紹介

• お昼休み近い時間 
• 夕食間近の時間帯

• 仕事中のPC 
• 手元のスマートフォン

• テイクアウト商品を食欲をそそるような写真
付きで紹介 
• テイクアウト可能な時間をわかりやすく 
• 店舗の場所、営業時間 
• 素材へのこだわり、価格優位性などを掲載

• どれくらいの予算感か 
• 写真撮影を頼むか否か



情報を整理すること
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飲食店をベースにした 
コンテンツシート例
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メニュー

商品写真、商品名、価格、テイクアウト可能時間

Googleマップ、住所、最寄り駅からの案内

アクセス

有機野菜使用のこと、なぜ素材へこだわるのか？

素材へのこだわり

• 店舗写真 
• 住所、電話番号 
• 営業時間 
• メニューの抜粋（写真、商品名） 
• 素材へのこだわりの抜粋 
• お店からのお知らせ



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



情報を整理することを 
忘れないように



今日のテーマ
ビジネスでのネット活用について 
何故ホームページが必要なのか？ 
ホームページを始めるための準備 
ジンドゥーを使う理由 
より多くの人に来てもらうための工夫 
まとめ





ジンドゥーとは？ 
ジンドゥーを選ぶ理由とは？

Part.4



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



200万サイト（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



ユーザーの「知りたい」を考える
ことに集中できる



ホームページをより活用するため
には？



より多くの人に来てもらうための
工夫とは？

Part.5



集客方法を考えているか？



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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ユーザーが知りたい情報を 
提供しているか？



•取引型：トランザクショナルクエリ 
•案内型：ナビゲーショナルクエリ 
•情報収集型：インフォメーショナルクエリ

人が検索をするとき

検索意図によってタイプが異なる



取引型



取引型
「何かをしたい」、例えば「●●の商品を買いたい」
などの行動を伴う意図が含まれる時、ユーザーは次
のようなワードで検索を行います。





案内型



案内型
「●●のサイト、●●サービスにアクセスしたい」
という明確な意図がユーザーの頭の中にあるとき、
ユーザーは次のようなワードで検索します。





情報収集型



情報収集型
疑問や悩みを解決するために情報を得たい、という
意図があるとき、ユーザーは次のようなワードで検
索します。





どういう意図で 
訪れてもらうのか？



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



やってはいけないこと
•実際のビジネスと乖離した情報提供 
•集客目的の嘘の情報 
•他のサイトやブログの文章をつかうこと
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不誠実は戻ってくる



どんな人が来ているのか？



• 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 

• 数ステップで行える簡単設定

アクセス解析(有料プラン)
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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 
• 検索キーワードの詳細な確認には、Googleサーチコンソールを利用
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定期的にメンテナンス



ジンドゥーの有料プランでは
• 簡単にホームページのトラッキングデータを取得し、ダッシュボードからい
つでもデータの確認が可能 

• サイトの独自性を出すための、独自ドメインの利用が可能 

• Googleに短時間でインデックス作成が可能 

• AI ビルダーでは、上級者向けSEO機能として、スマートテクノロジーによっ
て難しい設定なしでSEOを設定 

• クリエイターでは、ランキングコーチ機能によりシンプルなタスク管理と、細
やかな説明でホームページの SEO をサポート



本日のまとめ



成果に繋がるホームページのために必要なこと
• ホームページ、SNS、口コミサービスなどそれぞれの特徴を理解し 
上手に活用する 

• 「誰」に「何」を発信するのかを明確にすることで成果に繋がりやすくなる 

• ホームページでの成果は、実際のビジネスとリンクさせる 

• 共感を呼ぶコンテンツを提供することが成功の鍵
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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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コンテンツ作成に注力できる



最後に



“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（ジンドゥー）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


