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自社／海外サービスを運営・開発を行う 
デザイン室はインハウスで制作を行うチームです



お話したいこと
1. 自己紹介 3. 各分類で優れている作品は？

• 検証がいい作品 
• 構築がいい作品 
• 表層がいい作品
• 伝達がいい作品

2. デザインは分解できる！
• 見た目だけで決めていい？ 
• 検証［バリデーション］ 
• 構築［アーキテクト］
• 表層［ビジュアル］
• 伝達［コミュニケーション］

4. 使えるテクニックLv.1-3

• A/Bテスト 
• 要件定義
• デザインシステム

• ライティング 
• コンバージョン 
• モックアップ

• 調査・検証 
• サイトマップ 
• イメージボード

Lv.1 Lv.2 Lv.3

5. ブランドへ展開する
• トンマナを合わせる 
• じわじわと広げる 
• 世界観≒ブランド 
• まとめ



デザインは分類できる！



デザインは分類できる！ 見た目だけで決めていい？

Q. 見た目でデザインを決めていませんか？

A. まぁ結構ありますよね



デザインは分類できる！

見た目でデザインを決める

見た目だけで決めていい？



典型的な失敗パターン

デザインは分類できる！

見た目でデザインを決める

見た目だけで決めていい？
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デザインは分類できる！ 見た目だけで決めていい？

イベントについて

Jimdoサポートセンターへどうぞ！！！

→



デザインは分類できる！ 見た目だけで決めていい？

イベントについて JimdoCafe JimdoExpert

Jimdoサポートセンターへどうぞ！！！

笑顔いっぱいの 
素敵写真にしたよ！

かわいいフォント 
使って目立たせた！

ボタンだから 
目出す色にして 
気持ちを込めたよ

背景には季節感が 
あるといいと思う

なんのサイト？ 
学校？

全部違うサービス？ 
印象がバラバラ

これボタンなの？？ 
なんか押したくない…

とにかく見づらい！ 
目がチカチカする



デザインは分類できる！

見た目でデザインを決めない

見た目だけで決めていい？

戦略 企画・設計 制作・開発 運用

検証 構築 表層 伝達
情報を分析し 
ゴールを導き出す

構造・レイアウトを 
デザインする

使いやすく見やすく 
素敵にデザインする

コミュニケーションを 
デザインする



デザインは分類できる！ 戦略フェーズ／検証

検証 構築 表層 伝達

情報を分析しゴールを導きだす

情報を理解
して組み立
てる力

誰に・何を・どのように伝え、
どうなってほしいのか？を考えること 
またゴールを設定し課題を発見すること



デザインは分類できる！ 戦略フェーズ／検証

→ビジネスとしてのゴール
　例) 新規ユーザーに新商品のカステラを買ってもらう。

●ビジネルゴール

→対象となるユーザー。年齢、職業、性別など
　例) 30～40代後半の主婦層。和菓子が好き。

●ターゲットユーザー

→ユーザーの課題解決 
　例) 新しくて可愛いスイーツが美味しくて大満足。 
　　　Instagramにもアップして友達へシェア！

●ユーザーゴール

検証 構築 表層 伝達

情報を分析しゴールを導きだす



デザインは分類できる！ 企画・設計フェーズ／構築

表層 伝達

構造・レイアウトをデザインする

機能を構築 
する力

戦略フェーズで分析したターゲットに
合わせて、行動や心理、必要な機能や
順番を情報として構成していくこと

検証 構築



デザインは分類できる！ 企画・設計フェーズ／構築

●情報設計

●レイアウト配置

→必要な情報はとにかく洗い出して出してみること
タイトル名だけでもOK。本でいうともくじに該当する。

→トップページから第二階層ページなどを構成する 
その場合細部にこだわらないこと、色は使わずモノクロ
で作ってみること。

表層 伝達

構造・レイアウトをデザインする

検証 構築



デザインは分類できる！ 制作・開発フェーズ／表層

表層 伝達

使いやすく見やすく素敵にデザインする

ビジュアル
をつくる力

幅広い表現の中から適切な手法を選んで、
絵に落とし込むこと 
見てくれるユーザーのことを考えて表現
すること

検証 構築



デザインは分類できる！ 制作・開発フェーズ／表層

→ナビゲーション、ボタン、文章量、カラム、スマホビュー
など様々な要素の使いやすさや見やすさを考える

●UIデザイン

→Jimdoではとても簡単に画像配置ができる。 
それだけ使う写真にはユーザーへ与える印象を最大限意識する

●写真

→好きな色を安易に使っていないか？ 
その色はブランドイメージにあっているか？ 
何かの類似カラーになっていないか？ 
背景色と混合して視認性が悪くないか？　etc

●色

表層 伝達

使いやすく見やすく素敵にデザインする

検証 構築



デザインは分類できる！ 運用フェーズ／伝達

表層 伝達

コミュニケーションをデザインする

情報を伝達し
シェアする力

「人が動く」とはどういうことか？ 
インターネットだけが情報伝達の手段で
はないことを再認識すること

検証 構築



デザインは分類できる！ 運用フェーズ／伝達

→お客様と連絡がとれる手段はなに？
お客様が使いたい連絡手段は何か考えて、コンタクトで
きるチャネルを用意すること 
例) 電話、SMS、メール、LINE、アプリ、DMなど

●顧客チャネル

→日常から洪水のように情報を受けている 
そんな爆発的情報過多の時代に大切にするものは、 
友人知人。それが最強メディア。

●情報はウザい

表層 伝達

コミュニケーションをデザインする

検証 構築

→ファンをもてなし、特別扱いする 
新規顧客も大切だが、熱狂的なファンを特に大切にする。
特別扱いこそがファンからの自然な共有を生む。

●ファンづくり



各分類で優れている作品は？



各分類で優れている作品は？ 「検証」がいい作品

• ビジネスゴールが明快でストレート 
• ターゲットの目線や視点を理解した文章 
• 本が好きだからこその熱意と情報量 
• ユーザーゴールを刺激する魅力的な語り 
• ジャンルも多すぎず少なすぎず 
• ひとつひとつの本、一人一人の作家を大切に扱
うことで、本好きから好感と抱く 
• 寄り添い作家と共に作る共創さが買いたくさせ
る



各分類で優れている作品は？ 「構築」がいい作品

• 明快でどシンプル 
• メインビジュアルのスライドも効果的 
• 写真ディレクションが最高でトリミングもばっ
ちり。だから気持ちが伝わる 
• 見やすいフッターサイトマップ 
• 統一された色使いでボタンUIがわかりやすい 
• コンテンツによって表現を細かく変えることで、
情報にメリハリがついている 
• 最もコンバージョンさせたいお問い合わせ、電
話連絡への導線がわかりやすい。ここにしか使っ
ていないボタンカラーも効果的 
• 大見出し、小見出し、本文、注意書き、など文
章のレベルわけがはっきりして見やすい



各分類で優れている作品は？ 「表層」がいい作品

• 完全にコントロールされた世界観 
• 写真の質感が商品の魅力に直結している 
• “能登”という土地の美しさを出すことで、ブラ
ンドそのものの魅力につなげている 
• 縦書き文字と写真の組みわせが効果的 
• 使っているフォントを厳選してデザイン 
• 背景の色と文字の色、また写真の色味も、淡く
優しい印象に統一されているためブレがない



各分類で優れている作品は？ 「伝達」がいい作品

• 世界観にあった適切なデザイン 
• 安心感や丁寧さが伺える言葉遣い 
• メルマガ、ニュース、コラム、メディア掲載など
多方面からの情報発信があざとくなく表現 
• 各ページからお問い合わせの導線がある 
• セキュリティにも考慮された適切なお問い合わ
せフォームがある 
• 万が一の場合のケースにも対応しメールアドレス
が設置されている 
• エラー時の表記も丁寧



使えるテクニックLv.1-3



使えるテクニックLv.1-3 Lv.1

調査・検証
調査によりユーザーの利用状況を知ることができ
ます。その課題を解決する施策で、サービス全体
の設計を行うことが、ユーザーを理想の体験へと
導いたり、ビジネス貢献への価値を高めることに
つながります。

サイトマップ
サイトにどんなページがあるのか、ページ同士が
どう連携するのかを示す図のことで、「サイト構
成図」とも呼ばれます。サイトの全体像や制作ボ
リューム、各ページに必要な機能が見えてきま
す。

イメージボード
利用者に一般的な知覚を与えるような雰囲気を醸
しだす写真や材料をつかって視覚的に構成したも
のです。言葉で表すことが難しいサービスの価値
観を導きだすのに役立ちます。



使えるテクニックLv.1-3 Lv.2

ライティング
訪れた人に親切であること、検索エンジンに評価
されること、情報をきちんとした構成でわかりや
すく、魅力的に伝えること、基本の重要3ポイント
です。

コンバージョン
ウェブサイトにおける目標の達成を指します。例
えば商品の購入、お問い合わせ、資料請求、広告
主への送客、メルマガ登録、イベント申込などウェ
ブサイトで達成したいゴールを設定しましょう。

ワイヤーフレーム
「何を・どこに・どのように」が記載されたサイ
ト設計図面です。制作するウェブサイトやデザイ
ンの要素や昨日、情報を設計図のように配置して
認識を合わせるためのものです。



使えるテクニックLv.1-3 Lv.3

A/Bテスト
ある特定の期間にページの一部分を2パターン用意
して、どちらがより効果の高い成果を出せるのか
を比較検証することです。

要件定義
プロジェクトの与件や要望を明らかにし、作業量
や作業者とのバランスを考慮した上で、目的を達
成するために何をすべきかを明文化することで
す。

デザインシステム
機能追加や改善を簡単に行うため、デザインの一
貫性を維持することが効果的です。そのブランド
が今の外見で今の機能になっている過程と理由を
資料として記録・更新する仕組みです。

7W2H + 2
What 
Why 
Who 
When 
Where 
How
Whom 
Which 
How much 
メリット・デメリット 
基準

目的は何か？ 
なぜこの手段を取るのか？ 
誰、どのメンバーにするか 
スケジュール、期間は？ 
ドメイン、デバイスは？ 
制作の手法は？ 
誰をターゲットにするか？
どこからやるか？ 
予算は？ 
メリットデメリット 
達成基準は？



ブランドへ展開する



ブランドへ展開する トンマナを合わせる

たくさん詰め込みすぎてすみません。。 
もう少しだけお付き合いください。



ブランドへ展開する トンマナを合わせる

ブランドへ展開する

ならどうしてるのか？



ブランドへ展開する トンマナを合わせる

トンマナ（トーン&マナー）とは？
広告 におけるデザインの一貫性を持たせることを指します。 
また、ブランドのイメージカラーとホームページのデザインカラーを合わせる必要があるなど、 
「 トンマナ 」はブランディング においても重要です。

暗い 
冷たい 
静か 
繊細 
安心 

落ち着き

明るい 
暖かい 
にぎやか 
力強い 
革新 
楽しい



ブランドへ展開する トンマナを合わせる



ブランドへ展開する トンマナを合わせる

設定した色やフォント、 
写真や素材などをルール化し、 
印刷物からグッズ、イベント会場 
までお客様に触れる全てのものを 

コントロールする



ブランドへ展開する じわじわと広げる



ブランドへ展開する じわじわと広げる

いきなりのジャンプアップは 
工数もお金もかかる。 

ファンのポジティブな行動を 
頼りに、喜んでもらい 

笑顔にできるアイデアを形にする



ブランドへ展開する 世界観≒ブランド

20172016201520142011



ブランドへ展開する 世界観≒ブランド

20172016201520142011 20172016201520142011

ブランドと世界観は一心同体。 
日々進化し、変化していくことで
更なるイメージが作られユーザー

へと伝わっていく。 
蓄積し継続していくことが重要



ブランドへ展開する まとめ

各分類で優れている作品は？
• 検証：情報を整理しゴールを明快に設計する 
• 構築：情報の流れ方、レベルの分け方をわかりやすく 
• 表層：世界観を様々な要素に溶け込ませ統一する 
• 伝達：あざとくなく適切で丁寧な意思疎通を設ける

デザインは分解できる！
• 見た目でデザインを決めない 
• 検証［情報を分析しゴールを導き出す］ 
• 構築［構造・レイアウトをデザインする］ 
• 表層［使いやすく見やすく素敵にデザインする］ 
• 伝達［コミュニケーションをデザインする］

使えるテクニックLv.1-3

• A/Bテスト 
• 要件定義 
• デザインシステム

• ライティング 
• コンバージョン 
• モックアップ

• 調査・検証 
• サイトマップ 
• イメージボード

Lv.1 Lv.2 Lv.3

ブランドへ展開する
• トンマナを合わせる 
• じわじわと広げる 
• 世界観≒ブランド 
• まとめ



ブランドへ展開する まとめ

伝えたい相手を笑顔にする



ブランドへ展開する まとめ

これからも

皆さまの笑顔のために前進し続けます



ブランドへ展開する まとめ

本日はありがとうございました。


