
SNSとホームページの使い分け 

ウェブサービスを 
ビジネスに上手に活用しよう！ 

これから自分でホームページを作りたい、もっとうまく運用したい、という方必

見！今すぐサイトを作成できるJimdoのご紹介とSNSの運用ヒントも交えた中小

企業・個人事業主のためのウェブ活用セミナーです。





ウェブを活用する

？



効果を出す

？



結果的に目的につながる

？



売り上げ
ぶっちゃけ、儲かること



ホームページ / SNS 
運営することが 
目的じゃない



お客さんを 
買う・くる・問い合わせる 

興味をもつ 
という行動をさせること



そのために、 
今あるツールを 

どう使うのがいいのか



うまく使うには、 
「何が得意なのか」 

「どういうものなのか」 
知っておくこと



書けるものと書くものがいる

文字を書く場所になるもの

文字を書くためのもの



書けるものと書くものがいる
何のために必要なのかで選択は変わる

叶えるために 最適 / 適性のあるものを選ぶはず



目的
しっかり

誰
ちゃんと想定

情報
まとめる

大事なこと
大事に育ててくれた

両親に
結婚式で 

感謝を伝える

ありがとう 
これから幸せになる

よ安心してね





知ってるから、無意識に選べる

ウェブ活用も同じ！



ウェブサービスを 
活用をするための基本

と、Jimdoのこと



SNSごとの違いを知ってもらう

Jimdoのことも少し

ご自身のビジネスにフィットしたSNSについて振り返ってもらう

ウェブをうまく使うヒントを持ち帰ってもらう



この人誰？ 

Jimdoってこんな感じ 

ホームページとSNS 

SNSとうまく使うための… 

Jimdoと使うティップス



この人



長嶋 亜紀
KDDIウェブコミュニケーションズ 

JimdoJapan コミュニティーマネージャー 

エバンジェリスト 

ウェブ解析士 / ウェブデザイン技能士 

広島人 

人見知り 



長嶋 亜紀
KDDIウェブコミュニケーションズ 

JimdoJapan コミュニティーマネージャー 

エバンジェリスト 

ウェブ解析士 / ウェブデザイン技能士 

広島人 

人見知り 

東京の会社員だけど広島人！





この人誰？ 

Jimdoってこんな感じ 

ホームページとSNS 

SNSとうまく使うための… 

Jimdoと使うティップス



?



○ じんどぅー
×　 じんどー
×　 じむど
×　 じんぼ
×　 しむどぅ



じぃんどぅぅぅ



ホームページ作成サービス



専門知識不要



ベースのレイアウトを選んで



登録するだけ



すぐにホームページ



40種類の都市名レイアウト

プリセット含めると187種



様々な環境に対応



iOS / Android アプリも



大事なことが大体そろっている

フォトギャラリー・ブログ・フォーム・ショップ







ジンドゥ 













この人誰？ 

Jimdoってこんな感じ 

ホームページとSNS 

SNSとうまく使うための… 

Jimdoと使うティップス



ホームページとSNS



いるの？



これからホームページを持ちたい

持ってるけどもっと活用につなげたい



これからサイトを持ちたい

持ってるけどもっと活用につなげたい
なぜ、必要なのでしょう？

？



「まずはホームページでしょ」の時代ではない

でも、いる！役割を持っている

ウェブ上の情報は必要



情報が「あること」が「普通」に



「まずはホームページ」
の時代ではない



[まずはXXX] 
が今多様化してる 

ポータルサイト

SNS



徳島に行くし！ 
ご飯食べに行きたい
なーどこに行けばい
いかなー？

徳島駅 ご飯 で検索





より自分の便利がいい場所の近くを探す



香川来たけどそうい
えば友達がうどん美
味しいって 
言ってた 
お店が 
あったなー

思い出して情報をたどる





香川来たけど行っ
て面白そうなとこ
ろあるかなー？



香川来たけど行っ
て面白そうなとこ
ろあるかなー？



あれ！？ 
もののけ姫だ！



じゃぁ、ホームページは？

？



何か、があればいい？

Facebook



ホームページ

情報を好きな場所に配置
どのタイミングでも 
見せたい情報がある

情報が時系列で並ぶ
見るタイミングによって 
見える情報が異なる

SNS



ホームページ

検索

SNS

シェア

最終的な場所として有用性が高い！



特化型大手ポータルサイト



行きたい お店・店舗 が決まっていない 
新規ユーザー獲得に強い

“だいたいこういうの” に強い！



行きたい お店・店舗 が決まっていない 
新規ユーザー獲得に強い

だいたいこういうの に強い！登録が必要

無料プランや、キャンペーン、 
低価格で利用で初めのページ出るならすごくいいかも！

競合が多ければ見つかりにくい

お金をかければ……なこともあるけど…



不安に思った時には、公式の場所で確認したい

今日は休みじゃないはずなのに電話がつな
がらないんだけど……

口コミに場所がわからなかったって書いてあるんだ
けど……



検索トップじゃなくても、見に行く



SNS 検索 ブログ広告 メルマガ

大事な受け皿



[信頼できる 知りたい答え] 
が見つかる場所として有用

[公式の場所]への信頼感

時間軸で埋もれない情報



共感やその時の興味で誘導する

ページ上に適切な答えを用意しておくことで行動させる

興味がある旬な情報

もっと大事な情報 

情報の整頓 

申し込み窓口



この人誰？ 

Jimdoってこんな感じ 

ホームページとSNS 

SNSとうまく使うための… 

Jimdoと使うティップス



ソーシャルメディア / SNS

Facebook



どれ使っても同じ？

Facebook



どれ使っても同じ？

Facebook

v特性が違う！



Facebook



ホームページ

情報が保たれる時間

Facebook



拡散性

OtoO

Facebook

コミュニティ

個人へ



拡散性

Facebook

コミュニティ

個人へ

OtoO



拡散性

OtoO

Facebook

コミュニティ

個人へ



Facebook

外向きの自分の演出も含まれる。 

オフィシャル感のあるもの・ポジティブなもの

が拡散されやすい。

特徴
実名・顔のでるオフィシャル感 

比較的バランスのいいSNS

ユーザー
30代以降のビジネスツール 

リア充の反応がいい

その他
他ソーシャルより情報の保有性が高い 

ファン・リーチを細かく意識 / つながりを重視



Facebook

人の反応が反映される

フィードには広告メイン

個人で出せます 
価格もターゲットも自分で決められる



Facebook

人の反応が反映される

フィードには広告メイン

お知らせには上がってくる



Facebook

外向きの自分の演出も含まれる。 

オフィシャル感のあるもの・ポジティブなもの 

が拡散されやすい。

特徴
実名・顔のでるオフィシャル感 

比較的バランスのいいSNS

ユーザー
30代以降のビジネスツール 

リア充の反応がいい

その他 他ソーシャルより情報の保有性が高い



Facebook

クーポンの開封率が高い。 

低価格商品なども人気。

特徴
リアル社会での連絡手段として 
OtoO性も高い

ユーザー
年齢層広め 
アクティブユーザー多い

その他 リーズナブル・ファミリー・仲間感



Line@無料から

クーポンの配布なども

配信数の制限などもあるので注意 



スタンプが欲しいだけだったので 
その後の情報を見なくなる



Facebook

クーポンの開封率が高い。 

低価格商品なども人気。

特徴
リアル社会での連絡手段として 
OtoO性も高い

ユーザー
年齢層広め 
アクティブユーザー多い

その他 リーズナブル・ファミリー・仲間感

ちょっとお得 / 日常に必要 



Facebook

センスの良さ 

ライフスタイルを提案できる商品などへの反応

がいい

特徴 ビジュアル重視

ユーザー 10-20代女性、流行、アパレルなどに敏感

その他
イメージ戦略 
実際のOtoOより見込み客の獲得



フォトジェニックなものが強い

観光キャンペーンの利用も増

ヘアアレンジ / メイク などのお役立ち・綺麗になる系動画

写真写り / 写真向き 

人の投稿の利用 

“写真力”が問われる



Facebook

センスの良さ 

ライフスタイルを提案できる商品などへの反応

がいい

特徴 ビジュアル重視

ユーザー 10-20代女性、流行、アパレルなどに敏感

その他
イメージ戦略 
実際のOtoOより見込み客の獲得



Facebook

オフィシャル（堅め）感より 

すこしくだけた親しみやすさなど共感 

ネタや話題性が高いものが注目を集める

特徴
匿名性が高い 
気軽に拡散する傾向。拡散力が高い 
リアルタイム性

ユーザー
10代・20代の若年層 
趣味層

その他 用途によってユーザーが複数を使い分けている





v



Facebook

オフィシャル（堅め）感より 

すこしくだけた親しみやすさなど共感 

ネタや話題性が高いものが注目を集める

特徴
匿名性が高い 
気軽に拡散する傾向。拡散力が高い 
リアルタイム性

ユーザー
10代・20代の若年層 
趣味層

その他 用途によってユーザーが複数を使い分けている



Facebook

それぞれの得意分野を理解する



商材/企画/店舗 などビジネスのイメージに合うものを

複数所持するならスタイルの使い分けを意識

上手に誘導。ページやSNS同士の相互性

反応してほしい層のいるサービスを使うのも



商材/企画/店舗 などビジネスのイメージに合うものを

複数所持するならスタイルの使い分けを意識

上手に誘導。サイトやSNS同士の相互性

反応してほしい層のいるサービスを使うのも

とりあえずやってみる。でもいいので継続してみる

すぐにうまくいかなくても、諦めない



この人誰？ 

Jimdoってこんな感じ 

ホームページとSNS 

SNSとうまく使うための… 

Jimdoと使うティップス



Jimdoと！



特定のツイートだけを掲載する

インスタグラム フィード読み込み

Facebookでシェアされた時を意識



Twitter特定のツイート
だけを掲載



Twitterでいろんなこと
呟いているけど、 
特定のキャンペーンの
ことだけ載せたい



ハッシュタグ 







≈



from:アカウント名 #ハッシュタグ



≈



コピー 





貼り付けて、保存 



≈



インスタグラムを表示







公開ページでここをクリック 



インスタグラムのアカウント 

≈



≈



Facebookで 
シェアされた時を意識

OGP自動対応しました！ 



OGP?



OGP?

≈

URLがシェア（投稿）された時の 
表示訴求力がUP!



訴える力が断然違う！



≈

≈

≈

ページの最初に入っている画像

ページのタイトル

ページの概要



200x200 px 以上のサイズで 8MB以下 の画像

カラム内やサイドバーに配置されている画像ではダメ

ページに挿入した最初の画像が使われます



200x200 px 以上のサイズで 8MB以下 の画像

カラム内やサイドバーに配置されている画像ではダメ

ページに挿入した最初の画像が使われます

v

ヘッダー編集で上書きはできます

専用の文字列などを 
記入する必要があります

ある程度気にしなくても 
サイトでの設定を自動で反映するように



上手に使って目に触れる投稿に！



ぜひしてほしいこと



SNSを運用したら 
「していること」 
「してほしいこと」 
を伝えましょう！

作った。始めた。だけだとファンは増えない



インスタグラムで新商品の情報発
信しています今すぐチェック

Jimdo_Japan

Twitter始めました！ 
ぜひフォローしてね！

@JimdoJapan

ホームページはもちろん、 
名刺やショップカード

お店のメニューや 
印刷物など 

様々なところに！



慣れてきたら 
「エンゲージメント率」 

も意識してみよう

目に見えるいいね！やフォロワーの数に惑わされない！



エンゲージメント率

？



マーケティング用語として、 
ユーザーと企業との絆や深い関

係性などを示す 
数式があります

ソーシャル運用の指針のひとつ



Facebook

(投稿へのいいね！,コメント,シェアまたはクリックをした人数) ÷ 投稿のリーチ数

Facebookページインサイト

その投稿をみた人の数



Facebook

(投稿へのいいね！,コメント,シェアまたはクリックをした人数) ÷ 投稿のリーチ数

10000人にリーチしていても、いいね！が10 : 0.1% 

100人しかリーチしていないけど、いいね！が40 : 40% 

100人にしかリーチしていない、いいね！10、コメント30 : 40%

純粋な反応がわかる 
質のいい投稿であれば分母を増やすだけ！ 



（1投稿へのリツイート,返信,フォロー,いいねの総数）÷ インプレッション合計数

Twitterアナリティクス

その投稿の見られた数



エンゲージメント ÷ フォロワー

インスタグラム インサイトでの。いいね！とコメント数

明確な定義はないが現状

徐々に適応

Facebookに似た解析が可能



Facebookとサイトへの相互流入を見る

反応ユーザーの属性などを見てA / Bテストで質を上げることもできる

広告などを利用して成果率などを見ることもできる

いろんなことができるけど、



うまく使うには、 
「何が得意なのか」 

「どういうものなのか」 
知っておくこと



効果につなげていく運用のヒント



最後に



共感やその時の興味で誘導する

ページ上に適切な答えを用意しておくことで行動させる

興味がある旬な情報

もっと大事な情報 

情報の整頓 

申し込み窓口



ページ上に適切な 
答えを用意しておく



目的
しっかり

誰
ちゃんと想定

情報
まとめる

大事なこと



目的
しっかり

誰
ちゃんと想定

情報
まとめる

大事なこと

この辺はだいたいあるはず





v

目的：カナダ留学時代の思い出紹介 

誰に：元同級生・カナダへ旅行する方



京都？長野？

犬？？？



v

情報がまとまってない！ 

情報
まとめる



v

なんのページじゃろ？？？ 

ここに求める”答え”がない 
もしくは、見えてこない



…あー、見た見た。 
（一度だけ。もうみんけど。）

見たー？（見とるー？）

思い出サイト作ったけぇ見てやー

お！そうなん？みるみる！

（・・・これ、どこに思い出あるん？） 



伝わらない / 用意できてない

離脱（離れる）

二度と来ない！



伝わらない / 用意できてない

離脱（サイトを離れる）

二度と来ない！

v
効果が出ない！ 



目的
しっかり

誰
ちゃんと想定

情報
まとめる

大事なこと

訪問者へ答えを用意してあげる



SNSごとの違いを知ってもらう

Jimdoのことも少し

ご自身のビジネスにフィットしたSNSについて振り返ってもらう

ウェブをうまく使うヒントを持ち帰ってもらう



とはいえ！



何かできそうな 
気がしたけどあれ？ 
ってなる時とか



やって見たものの 
どうだっけ？ 
どうしたら 

いいんだっけとか



素材とか運用とか 
Jimdoでどうするんだっけ？

ていうこと、ありますよね





7/28 広島でイベントします 



ありがとうございました


