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公益財団法人埼玉県産業振興公社

SAITAMA Startup School 2022
創業オンラインスクール（⼟曜４⽇間コース）

３⽇⽬

Ｗｅｂマーケティングの基礎
ホームページ／ＳＮＳを活⽤しよう︕



創業オンラインスクール（⼟曜４⽇間コース）のカリキュラム

•今回のテーマ 販路開拓
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回数 分類 内容

１⽇⽬ 経営 起業のための第⼀歩
ビジネスプランを考えよう︕

２⽇⽬ 経営・販路開拓 マーケティングの基礎
ビジネス戦略を考えよう︕

３⽇⽬ 販路開拓 Ｗｅｂマーケティングの基礎
ホームページ／ＳＮＳを活⽤しよう︕

４⽇⽬ 財務・⼈材育成 経理の基礎
起業に必要なお⾦と⼈材の知識を学ぼう︕
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アジェンダ

１ インターネットサービスの現状

２ Webマーケティングとは

３ Webサイト（⾃社サイト）の活⽤

４ Googleビジネス プロフィール

５ Googleアナリティクス・広告

６ SNS活⽤

７ 事例紹介 まとめ
創業・ベンチャー⽀援センター埼⽟〈無断転載・複製を禁ずる〉2



⾃⼰紹介

創業・ベンチャー⽀援センター埼⽟〈無断転載・複製を禁ずる〉

今井 房⼦（いまい ふさこ）
【仕事】
・公益財団法⼈埼⽟県産業振興公社
創業・ベンチャー⽀援センター埼⽟
開業アドバイザー

・株式会社コミュニティネット 代表取締役
（Web制作・システム開発・ITスクール運営・
IT導⼊補助⾦ベンダー事業者）

・⼀般社団法⼈キャリアチャレンジ総合研究所
代表理事

【専⾨家登録】
●埼⽟県産業労働部商業サービス課
WEB専⾨家

●さいたま市産業創造財団 WEB専⾨家
●さいたま商⼯会議所WEB専⾨家

imai@comnet-biz.co.jp
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アジェンダ
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インターネット環境

Webサイトは
モバイル
フレンドリーを
意識しよう︕
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総務省令和3年度「情報通信⽩書」より

【モバイルフレンドリー】とは
Google検索の検索アルゴリズム
の⼀つで、スマートフォンなど
モバイル端末での閲覧に対応し
ているサイト・ページ、および
それらの検索順位を引き上げる
仕組みのこと。
現在、検索エンジンマーケティ
ングを⾏う上でモバイルフレン
ドリーであることは必須条件の
⼀つになっている。

インターネット利⽤端末の種類
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インターネット利⽤の⽬的・⽤途

消費者のインターネット利⽤の⽬的・⽤途（複数回答）
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ネットショッピングの状況について

新型コロナウィルス感染症による変化

出所︓総務省「家計消費状況調査 ネットショッピングの状況について（⼆⼈以上の世帯）」
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2021年3⽉のネットショッピングの⽀出額は前年同⽉に⽐べて約4割増加
ネットショッピング利⽤世帯の割合は8.7ポイントアップし5割を上回る。
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Webマーケティングとは

Webマーケティングとは
ウェブサイトを軸にしたマーケティング活動のこと
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デジタルマーケティング領域
ウェブだけでなく、スマホやタブレットのアプリ、
デジタルサイネージ（電⼦看板）、IoTなど
デジタルを駆使したマーケティング活動

Webマーケティング領域
⾃社ホームページを中⼼としたマーケティング活動

2021 icontents.Inc All Rights Reserved.

9



Webマーケティングの歴史-1
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インターネット黎明期（1994〜1999年）の「Web広告」
⽇本でインターネットが学校や商業サービスへ広がり、定額接続サービスが
始まったのが1994年のこと。
Yahoo!JapanやInfoseek、gooなどがサービスをスタートしたが、いずれも
「ディレクトリ型」の検索エンジンで、⼈の⼿によってWebサイトをカテゴ
リ分けしていた。Webサイトへの誘導はバナー広告やリスティング広告など
のWeb広告が中⼼だった。

ロボット型検索エンジン台頭期（2000〜2002年）の「SEO」
2000年に⼊るとGoogleが⽇本語での検索サービスを開始し、Yahoo!Japanも
Googleの検索エンジンを採⽤するようになると、本格的なSEOが始まった。
Googleはロボット型の検索エンジンで、「クローラー」とよばれるロボットが世
界中のWebサイトを巡回して情報を読み、⾃動で登録していく。
当時のGoogleアルゴリズムは、現在のような「ユーザー重視」ではなく、⼤量の
外部リンクを張ったり、ページの内容とは関係のないキーワードをメタタグに埋
め込むなどの施策が横⾏した。
「エムタメ」より
https://mtame.jp/marketing_foundation/web_marketing/
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ブログ・SNS隆盛期（2003〜2009年）の「バイラルマーケティング」
個⼈ユーザーがブログを開設して情報発信することがブームになり、芸能⼈や
有名⼈でなくても、料理などの特技があったり特定分野に精通した⼈のブログ
がアクセスを集めるようになった。この「誰でも情報発信できる」という流れ
もあり、FacebookやTwitter といったSNSが登場、爆発的にユーザーを増や
した。
その結果、Webマーケティングには「バズマーケティング」や「バイラルマー
ケティング」の概念が⽣まれ、活⽤されるようになりました。特に、⾃然にバ
ズる（拡散される）のを待つのではなく、積極的に拡散される仕組みを作る
「バイラルマーケティング」に取り組む企業が増え、なかには宣伝と明記せず
に芸能⼈や有名⼈に商品を紹介してもらう「ステルスマーケティング」が⾮難
を浴びるケースも出た。

「エムタメ」より
https://mtame.jp/marketing_foundation/web_marketing/

Webマーケティングの歴史-2
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スマホ台頭期（2010年〜現在）の「コンテンツマーケティング」

アメリカのHubspot（ハブスポット）社がインバウンドマーケティングを、
Content Marketing Institute（コンテンツマーケティング インスティ
テュート）社がコンテンツマーケティングを提唱した。

これが⽇本にも広まり、顧客が持つ悩みを解決するためのコンテンツを掲載
したブログサイト型のオウンドメディアが流⾏した。ただ、流⾏に乗って始
めてみたものの、更新が滞ったり思うように成果が上げられないといった悩
みの声も聞かれる。
また、Webマーケティングのための分析ツールなどが数多く開発され、通常
のマーケティング担当とは別に「Webマーケティング職」の⼈材も需要が増
えるようになった。

「エムタメ」より
https://mtame.jp/marketing_foundation/web_marketing/

Webマーケティングの歴史-3
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Webマーケティング活動で成果を出すためには

マーケティングのPDCAサイクル
マーケティングを学ぶこと⾃体は難しくないが
成果を出すことは⾮常に難しい では、成果を出すためには︖
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P︓計画 仮説に基づき商品・サービスが
ターゲットに売れる計画

D︓⾏動 計画に基づく販売促進活動
C︓評価 成果に基づき計画が正しかったか

どうかの測定を⾏う
A︓改善 計画とのズレを改善する活動

繰り返すことで成果を⾼める



１⽇⽬のセミナーにて「PDCA」サイクルを学びました。
あなたが今後、Webマーケティングを成功させてるためにどのような
「PDCA」を考えているか書き出してください。
※書き出したものをグループで話し合います。
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P（計画）

D（⾏動）

C（評価）

A（改善）

Webマーケティング活動で成果を出すためには



アジェンダ
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無料プラン
無料プランの⼤きな特徴はもちろん、お⾦をかけずにサイトが作れることです。

作成サービスによって「完全無料」の範囲は異なりますが、⼀般的にはプロのデザイナーが作ったお
しゃれなテンプレートや、サイトに必要とされる最低限の機能が⽤意されています。
そのため、無料プランで作ったとはとても思えないような、クオリティの⾼いサイトをつくることもできます。

また、作成サービスが提供しているサブドメインが利⽤できるので、わざわざ独⾃ドメインを取得する
必要もありません。会員登録に必要な個⼈のメールアドレスとパスワード、そして希望するサイトアド
レスを⽤意するだけでサイトを開設することができます。

ホームページ作成サービスを利⽤する⽅法

有料プラン
有料プランの⼤きな特徴はサイトに広告が表⽰されないことです。
また、データ容量の⼤きい動画や⾳楽ファイルも難なく追加できるので、サイト制作の幅が広がります。
有料とはいえ基本料⾦は⾼くても⽉額数千円（年額⽉割を含む）ですので、⼀度に何⼗万円と
いった⽀出になることはまずありません。

代表的なホームページ作成サービス
「Wix（ウィックス）」 「Jimdo（ジンドゥー）」 「ペライチ」
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ホームページ作成サービスを利⽤する⽅法
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https://ja.wix.com/



ホームページ作成サービスを利⽤する⽅法
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https://www.jimdo.com/jp/



ホームページ作成サービスを利⽤する⽅法
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https://peraichi.com/



Point︕
簡単さ︓(簡単)ペライチ＞Jimdo≧Wix＞WordPress(難しい)
⾃由度︓(⼤きい)WordPress＞Wix≧Jimdo＞ペライチ(少ない)
利⽤者数︓(多い)WordPress＞Wix＞Jimdo＞ペライチ(少ない)
⽤途︓(⼤規模サイト向き)WordPress＞Wix≧ Jimdo ＞ペライチ(⼩規模サイト向き)

ホームページ制作会社に依頼をする
外注委託
ホームページ制作会社は、これまでに多数のホームページを作ってきたため、それだけノウハウを持って
います。そのため、希望に沿ったデザインと求める機能を兼ねそろえたクオリティが⾼いホームページを
制作してもらえるでしょう。ただし、依頼先によっては納得できる仕上がりとならない可能性があります。

l クオリティの⾼いホームページを作ってもらえる（WordPressなど）
l 集客を意識したデザインにしてもらえる
l 完成後のメンテナンスまで依頼できる
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WordPress（ワードプレス）
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WordPressで作成するポイント

1.ドメインを取得する
2.レンタルサーバーを⽤意する
3.システム(WordPress)をインストールする
4.テーマをインストール（無料・有料あり）
5.コンテンツをWordPressに⼊れる(アップロード)
6.SEO(検索エンジン最適化)対策をする

（SSL化を忘れずに︕）
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1.ドメインを取得する
お名前.comでドメイン取得
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2.レンタルサーバーを⽤意する

その他、たくさんの
レンタルサーバーがあるため
良く調べてから決めよう︕
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2.レンタルサーバーを⽤意する

参考サイト︓エックスサーバー
https://www.xserver.ne.jp/
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3.システム(WordPress)をインストールする

参考サイト︓エックスサーバー
https://www.xserver.ne.jp/
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4.テーマをインストール（無料・有料あり）

https://www.valuecommerce.ne.jp/
stepup/wordpress-theme

https://ja.wordpress.org/themes/
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5.コンテンツをWordPressに⼊れる(アップロード)

6. SEO(検索エンジン最適化)対策をする

サイトマップを参考にしながら
作成しよう︕

プラグインを活⽤し、SEO対策
をしてみよう︕



あなたのWebサイトはどのような役割を果たしてくれますか︖

p 営業マンの代わりに会社や商品を説明してくれる。（営業マン代わり）
p 広告・パンフレットの代わりに、商品をアピールしてくれる。（広告・パッフレット代わり）
p 既存のお客様に、パンフレットを送ることができる。（ＤＭ代わり）
p 商品を販売してくれる。（店員・レジ代わり）
p お客様のお問い合わせ窓⼝。（電話の代わり）
p 飲⾷店やエステなどで、⾃動で予約受付をしてくれる。（⾃動化）
p

p

p

p

p

p
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サイトマップを書き出してみよう︕


