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■■■■    実 践実 践実 践実 践 ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブックについてについてについてについて                                                                                                                                        
  

 

この新規開拓型ホームページ実践ハンドブックは、中小製造業の経営者および、ウェブ担当者の方を対象に書き

ました。中小企業ホームページ運営の役にたつ手引き書となることをめざしています。 

 

ネットショップについての解説書はたくさん出版されています。でも中小製造業者を対象にした B2B ホームページ

運営の体系的な解説書は見当たりません（2004 年 5 月現在）。先達たちやホームページ制作会社のサイトと講演

などで、参考になる情報を得るくらいしかないのが現状です。そこで、中小製造業の活性化にいささかでも、お役

に立ちたいという気持ちから、ホームページ運営の入門ハンドブックとしてまとめました。 

 

このハンドブックは立志編、制作編、運営編の３編で構成し、以下の特長があります。 

 

●●●●1 1 1 1 中小製造業自社中小製造業自社中小製造業自社中小製造業自社サイトサイトサイトサイトでのでのでのでの実践実践実践実践ををををベースベースベースベースにににに解説解説解説解説    

 

自社ホームページを社内で制作し、運営をはじめたのが２０００年６月。ウェブ発展とともに試行錯誤した

結果、今日ではまずまずの成果があがるようになりました。このハンドブックは、これまでの実践を通して

得たノウハウを一般化、体系化したものです。 

 

実際にホームページを運営してみると、うまくいかないことだらけです。解答を求めて、あれこれ探しまわ

っても、正解は見つからないことも多いでしょう。どうしたらよいのでしょう？ 

最高のアドバイスはたった一つ。考えたことをすぐやってみる。だめなら、次の方法を考え、それを試す。

かならずうまくいくはずだと信じて、あきらめないこと。これに尽きます。やったことの結果がすぐわかる。

しかも費用がかからない。これがウェブマーケティングの優れた点なのです。 

 

でも、すでに自明なことを知らずに、やみくもに試行錯誤することは時間の無駄ともいえます。このハンド

ブックは貴社よりほんの少し前のランナーです。このランナーが試行錯誤の結果、よいと判断したことだ

けまとめています。一度読んでおくのも悪くないと思います。 

 

●●●●2222    経営視点経営視点経営視点経営視点ででででホームページホームページホームページホームページをををを解説解説解説解説しているしているしているしている    

 

自社ですでにホームページを立上げたが、何も起こらない。周囲の会社も同じだ。だから「ホームページ

は役にたたない」こんな信念ができ上がった中小企業経営者。彼にホームページのすばらしい機能や

成果を理解してもらうのは至難の業です。この強固な信念に疑問を持たせるために、特に＜立志編＞を

書きました。 

 

立志編のキーワードは、「集客」そして「見本市」です。これらのすでにご存知の言葉で、ホームページを

「機能的」に説明します。腑に落ちて理解していただけることをめざしました。 

以下の 4 点は立志編での重要な主張です。 

 

� ホームページは見本市に出展するのと同じ機能 

� ホームページは問合せの獲得を目的に作る 

� 問合せ客（会社）は見込客（会社）である 

� ホームページは新規開拓に最適な手段である 

 

●●●●3333    ホームページホームページホームページホームページのののの社内制作社内制作社内制作社内制作をををを勧勧勧勧めているめているめているめている    

    

ホームページは問合せという集客を目的に作った展示場のようなものです。でも、最初からうまくいくは

ずがありません。状況をみて、手直し、改装、新規開店をしなければなりません。現実の展示場改装は

大変ですが、ホームページでは容易なことなのです。 

 

成果が上がりそうなアイデアを即、試行してみることができます。簡単かつ費用をかけずに。これもホー

ムページの、これまでの媒体にない革命的な利点の一つです。この利点は社内制作だからこそ生かせ

るのです。 
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ホームページ制作管理は社内担当者で行うこと。これがホームページで成果を上げる必要条件と主張

します。実践ハンドブック制作編では、ホームページの制作テクニックではなく、制作管理上の指針を重

点に解説しています。 

    

●●●●3333    ホームページホームページホームページホームページのののの運営運営運営運営をををを中心中心中心中心にににに解説解説解説解説しているしているしているしている    

 

ホームページの制作ガイドは数多く存在します。しかし、ホームページを作るだけでは経営の役にたち

ません。ホームページは運営することで機能するものだからです。 

 

� ホームページを運営するとは、ホームページを営業部門として使いこなすということ。 

 

貴社がホームページの運営でめざす方向は、ホームページを販売経路にして製品やサービスを顧客に

売ることです。いや「売る」というより、顧客がホームページから貴社の製品やサービスを求めて流れ込

んでくる！というイメージが正確です。 

 

そんなうまい話があるのか？と思うかもしれません。もっともです。しかし、ホームページには、優れた集

客機能をもたせることができるのです。ただし、ホームページで集めた客から受注につなげるには、別の

努力-運営努力-が必要です。それは売込み能力ではありません。問題解決力といってよいでしょう。 

 

ホームページの運営は、ホームページの集客能力の向上活動と、問題解決能力の向上活動の２つから

なります。２つの活動は機能的には別のものですが、一体となって活動しなければ成果は上がりません。

専門的には「ウェブマーケティング」と呼ぶ、この運営の実践をとおして蓄積したノウハウは、他社にマネ

のできない貴社の卓越性となるでしょう。 

 

●●●●4444    むだなむだなむだなむだな費用費用費用費用をかけずにをかけずにをかけずにをかけずに成果成果成果成果をだすをだすをだすをだす方法方法方法方法をををを薦薦薦薦めているめているめているめている。。。。    

 

ホームページの運営にある程度自信がもてるようになるまでは、やみくもにお金をかけるべきではありま

せん。お金をかけないで、同様なことをやれる方法がたいていあります。 

 

ホームページで成果を出すのにもっとも必要なものは、人材です。熱意と努力を惜しまない人材を見つ

け、養成すること。これに尽きます。人材養成に、さける費用を集中しましょう。 

 

 

 

 

 
 

 

注1） この実践ハンドブックでは、ホームページ（homepage）という言葉を、ウェブサイト（Website）またはサイト

（Site）と同じ意味に使っています。しかし、これは国際的には通用しない誤用です。ホームページの本来

の意味は「基点となるウェブページ」のことで、ウェブサイト全体を指す言葉ではありません。本書では、基

点になるウェブページをトップページ（先頭ページ）と呼んでいます。 

 

注2） この実践ハンドブックは、中小企業ウェブマーケティング研究会が運営するサイト、「新規開拓型ホームペ

ージ」にアップロードしている実践ハンドブックをもとにしています。こちらのサイトではこれ以外のコンテン

ツも揃えています。ぜひご参照ください。ブログでは最新記事をご覧いただけます。 

 

新規開拓型新規開拓型新規開拓型新規開拓型ホームページホームページホームページホームページ  http://homepage3.nifty.com/webmarketing 
ブログブログブログブログ・・・・新規開拓型新規開拓型新規開拓型新規開拓型ホームページホームページホームページホームページ        http://webmarketing.cocolog-nifty.com/        
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■■■■    実 践実 践実 践実 践 ハンドハンドハンドハンドブックブックブックブック    目 次目 次目 次目 次                                                                                                                                                 
 

 

立志 編   
■1 誤解だらけのホームページ 

1-1 ホームページに新規開拓を期待したが 

1-2 こんなホームページに誰がした？ 

1-3 正攻法でいく 

 

■２ 新規開拓の正しい方法 

2-1 新規開拓。必須だが、非常に困難な仕事 

2-2 新規開拓の正しい方法 

2-3 集客の場＝見本市 

2-4 もし見本市に出展できたら 

 

■３ ホームページとは？ 

3-1 ホームページとは何か？ 

3-2 ホームページは見本市の展示場と機能は同じ 

3-3 ホームページの命運は検索サイトが握っている 

3-4 混沌のｗｗｗを秩序つけるもの 

3-5 検索サイト登録のしくみ 

3-6 爆発的に発展するｗｗｗ 

 

■４ 問合せの意味と価値 

4-1 わからないことはネットで調べる。これが今日の常識 

4-2 企業普及率 100％ 

4-3 アクセス数の意味 

4-4 問合せ客＝見込み客 

 

■５ ホームページは問合せの獲得を目的に制作する。 

5-1 ホームページから直接注文を期待してはいけない 

5-2 ホームページ設立の目的は問合せの獲得 

5-3 新しい体制で問合せを注文につなげる 

5-4 ホームページは中小企業の戦略兵器 

 
 

制作 編 
■1 新規開拓型ホームページ 制作前に 

1-1 当社を利用すれば何が解決するのか？ 

1-2 めざすホームページは？ 

1-3 ホームページ。社内制作をめざせ！ 

1-4 キーワードを決める 

1-5 ライバルサイトを研究する 

1-6 問合せ獲得までのプロセス 

 

■２ 新規開拓型ホームページ 制作ガイド 

ガイドライン（1） 検索性をよくする 

ガイドライン（２） 操作性をよくする 

ガイドライン（３） 印象をよくする 

ガイドライン（４） 中味を充実する 

 

■３ 臨界点に達するまでがんばろう！ 
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運営 編  
■1 新規開拓型ホームページを運営する 

1-1 ホームページは運営で生きる？ 

1-2 ホームページ立上げ前にやるべきこと 

1-3 ホームページの立上げ時にやるべきこと 

1-4 ホームページの運営ガイドラインについて 

 

■２ 新規開拓型ホームページ ＜ウェブ管理ガイドライン＞ 

ガイドライン１  アクセス数を増やす 

ガイドライン２  問合せ率を高める 

ガイドライン３  受注率を上げる 

ガイドライン４  リピート受注率を上げる 

ガイドライン５  ホームページを更新する 

 

■３ 新規開拓型ホームページ ＜ウェブ営業ガイドライン＞ 

ガイドライン（１） 問合せには、迅速かつ誠意をもって対応する 

ガイドライン（２） 問合せは、市場の声 

ガイドライン（３） 問合せは、対応過程を含め全て記録する 

ガイドライン（４） 対応マニュアルを作る 

ガイドライン（５） 見積りを標準化する 

ガイドライン（６） 販促資料を作る 

ガイドライン（７） CAD 対応できること 

ガイドライン（８） 大切な打合せは出向いて、面談でする。 

ガイドライン（９） 確認をとり、それを記録・保存する 

ガイドライン（10） 高額取引は、事前に信用調査する 

ガイドライン(１１) 約束を守る 

ガイドライン（12） 新しい製品やサービスを開発する 

 

 
 

終わりに変えて 

 

付記 
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新規開拓型ホームページ 実践ハンドブック（１）  

～ 立志編 ～ 
 

ホームページは貴社の利用価値を見込客に伝える革命的媒体だ 
 

  

 

■■■■1111    誤 解誤 解誤 解誤 解 だらけのだらけのだらけのだらけのホームページホームページホームページホームページ                                                                                                                                            
 

●●●●1111----1111    ホームページホームページホームページホームページにににに新規開拓新規開拓新規開拓新規開拓をををを期待期待期待期待したがしたがしたがしたが    

 

経営者の方たちとホームページのことが話題になることがあります。聞きますと、たいていこうです。「すこ

し期待して作ったのだが、全然反応がない。仲間の会社も同じらしい。熱意も冷めて、もう期待していま

せん」そこで、その会社のホームページをみると、あの会社、この会社、周辺の会社の 8 割がたが、反応

を拒絶するように作ってあります！ 

 

このホームページは、始めから死んでいる！死んでいるとは縁起がわるいですね。正しく言えば「ホー

ムページとして機能していません」だから何も反応がないのです。なぜこんなことになったのか？私なり

に考えるに、いまだに多くの経営者の方は、失礼ながら、ＨＰの機能を間違って理解しています。 

 

その原因はマスコミがｗｗｗ（ワールド・ワイド・ウェブ）と放送の本質的な違いをあいまいにして「ホームペ

ージ＝情報発信メディア」と伝えたことにあります。発信という言葉が魅力的です。インターネットに経験

がない人は、ホームページを作る＝自動的に世界中に自社をＰＲしてくれる？と早とちりしたとしてもお

かしくありません。 

 

はっきりいって、ホームページで情報発信はできません！貴社の社史を図書館に寄贈したことを、情報

発信とはいいませんね。貴社のホームページは、世界中で 40 億ページあるという巨大な共有情報（ハイ

パーテキストファイルの集合＝WWW）の僅か数ページに過ぎません。ページには電話番号に相当する

アドレス（URL）があります。このアドレスで呼出されるのを待っている受身のメディアです。 

 

貴社のホームページのアドレスを第三者が知る可能性があるでしょうか。ほとんどありえませんね。ゆえ

に、アドレスから貴社のホームページが閲覧されることはありません。アドレスでの呼出ししか想定せず

に作成したホームページ。それは死んだホームページ。機能しないホームページです。 

 

●●●●1111----2222    こんなこんなこんなこんなホームページホームページホームページホームページにににに誰誰誰誰がしたがしたがしたがした？？？？    

 

機能しないホームページは、エンジンのない自動車と同じです。運転しない裸の王様なら、ぴかぴかの

外観に大満足かもしれません。しかし、ただの飾り物で、まったく役にたちません。それに比べて、ぼろ

ぼろ外観でも、ちゃんとしたエンジンがついた自動車なら、それなりに役にたちます。 

 

たいていの会社がホームページ作成を制作会社に発注しています。「ホームページの専門家なのだか

ら、すべてお任せでも大丈夫だろう。」と、早とちりしたのが失敗の根本原因です。ほとんどのホームペー

ジ制作会社は、ぴかぴかの外観のホームページを作ることに全力をあげます。やっぱりデザインがいい。

専門家は違う。とスポンサーに評価され、その対価としてお金をもらえるのですから。 

 

ところが、ぴかぴかのホームページは概して死んだホームページです。ショックです。かっこいいホーム

ページが、実は役にたたないのですから。貴社のホームページは死んでいる。その責任は、丸投げ発

注したあなたにあります。 

 

ホームページは機能的に作るべきです。ピカピカの美しさではなく、役にたつように作るべきです。もっ

と肝心なことは、ホームページを道具として使える（運転できる）能力を身につけることです。ホームペ

ージを運転するのは、制作会社ではなく、貴社なのです。 
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●●●●1111----3333    正攻法正攻法正攻法正攻法でいくでいくでいくでいく    

  

このハンドブックは、ベストセラー本によくある、「一週間で完成。売れるサイト作り！」とか「注文が殺到

するホームページの作り方！」という魔法を教える本ではありません。このハンドブックはお手軽ですぐ

役にたつ情報ではなく、基本的で本質的な知識を提供したい。経営の助けになる「知恵」を提供したい

と考えています。 

 

「中小製造業ではホームページを利用して新規開拓をするのが最適な方法である」と、 

私は信じています。その理由は、極めて理にかなった、新規開拓の正攻法だからです。 

 

理にかなうとは、仕事をばらつきのある個人の能力に頼るのではなく、「しくみ」として解決しようという、方

法論だからです。製造現場では生産性を挙げる、当たり前のやり方ですね。ところが営業となると、とた

んに属人的な「根性」「やる気」「能力」「性格」にたよる非効率なやり方が、常識としてまかり通っています。

日本のこの常識は世界の非常識です！ 

 

新規開拓という難しい仕事を「しくみ」として貴社に組み込む方法を考える。これが正攻法です。ホーム

ページを利用すれば、それが可能なのです。可能といいましたが、簡単にできるとは決して申しません。

でも必要なのはお金ではなく、努力と知恵なのです。 

 

興味が湧きましたか？それなら、少し回り道なようですが、まず新規開拓について考えて見ましょう。 

 

■■■■２２２２    問合問合問合問合せのせのせのせの意味意味意味意味とととと価値価値価値価値    
    

●●●●2222----1111 新規開拓新規開拓新規開拓新規開拓。。。。必須必須必須必須だがだがだがだが、、、、つねにつねにつねにつねに非常非常非常非常にににに困難困難困難困難なななな仕事仕事仕事仕事    

 

貴社の最近の業績はいかがですか？多分、横ばいか右肩下がり？原因は、長年にわたる取引先の業

績が悪いからですね。これから先、これまでのお得意先だけをあてにしていられなくなった。新しい客を

探す必要がある。そのことは理解している。しかし、どうやって？ 

 

ここで、元気のある経営者なら普通やることは、第一に、人脈を頼って、客を紹介してもらう。第二に、飛

込みローラー作戦。しかし、今日の状況では費用と努力の割に成果は上がらない結果に終わるでしょう。

「考えときましょう」で終わりです。 

 

なぜでしょうか。企業で発生する需要（発注）はほとんど、定常業務で処理されます。つまり、決まったも

のを決まった発注先に発注します。例外は、設備投資など金額が張る機械、新製品開発などの新しい

部品、コストダウンの要請がでた部品、発注先に問題があったとき、などで、この場合、購買責任者は新

しい発注先を探します。 

 

これらの需要の特長は、非定期でだれも予測がつかないことです。 

 

というわけで、一回の訪問で、いきなり発注にめぐりあえるわけがありません。まず、担当者を知ることで

満足すべきです。第二段階として、これはと思う見込客を粘り強く、何度も訪問し、人間関係を作り、小さ

い仕事を先ずとって・・・・と、昔からの、粘りと根性の営業スタイルです。こんなやり方、やれますか？ 

 

結局。新規開拓は必要だが、成果を出すのは非常に難しい。しかも金がかかる。余裕がなければできな

い。という「常識」を強化することになります。金も人もない小企業は、新規開拓は無理なのでしょうか？ 

 

●●●●2222----2222    新規開拓新規開拓新規開拓新規開拓のののの正正正正しいしいしいしい方法方法方法方法    

 

貴社がこれから地縁だけの限られた市場から抜け出し、全国いや世界を相手にビジネスをしていきたい

なら、新規開拓の正攻法はこうです。 

 

新規開拓の定石： やみくもにやみくもにやみくもにやみくもに仕事仕事仕事仕事をををを探探探探すのではなくすのではなくすのではなくすのではなく、、、、まずまずまずまず見込客見込客見込客見込客がががが常常常常にいっぱいいるにいっぱいいるにいっぱいいるにいっぱいいる状態状態状態状態をををを作作作作ることることることること    
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とても迂遠なやり方に見えます。見込客（発注してくれそうな会社）を常に集められる「集客のしくみ」を、

まず作ろうというのですから。 

 

新規開拓の方法として、よくある正攻法の一つに名簿の利用があります。この方法は 2 段階作戦です。

第一段階は集客です。まず売ろうとする製品やサービスに少しでも関連がありそうな人や法人の名簿を

手に入れます。次にその名簿リストをもとにして、電話かダイレクトメールで売込みます。100 人にアプロ

ーチして二～三人の反応客（見込客）が見つかればよいでしょう。第二段階として、この見つけた少数の

見込客に重点的に売込むわけです。最終的に注文を取れるのは、優秀な営業マンで見込客の 3 割で

しょう。（かなり楽観的です）。 

 

なぜこの方法が合理的なのでしょうか？それは人が動くのが一番経費がかかるからです。第一段階をと

ばして、名簿全員に営業マンがいきなり訪問していたらどうなるでしょう？1 年かけても 1000 社訪問でき

ず、成果も０件に終わるかもしれません。会社は経費だおれで即倒産です。でも、現実には似たようなこ

とを多くの会社がやっています。ローラー作戦、飛び込み営業という白兵戦です。 

 

ところで、この名簿による集客方法は、企業相手の貴社で応用できるでしょうか？費用をかけても、多分

うまくいきません。なぜかは考えてみてください。  

 

では、中小製造業に適した集客の方法はないのでしょうか？費用をかけないで、効率的に見込客が常

にいっぱいいる状態は作れるのでしょうか？ 

 

●●●●2222----3333    集客集客集客集客のののの場場場場＝＝＝＝見本市見本市見本市見本市    

 

見本市をご存知ですね。東京や大阪など大都市では常設の見本市会場があり、そこでは常にテーマを

基にした見本市が開かれています。１日では回りきれないほど大規模な見本市も珍しくありませんが、入

場者数の多いのにも驚かされます。 

 

この見本市の役目とは何でしょう？見本市の社会的な機能は「そのテーマに関する売り手と買い手の接

点を作ること＝売り手と買い手の出会いの場」を作ることです。買い手にとっては、「テーマに関する情報

を集中的に集められる場」であり、売り手にとって「テーマに関する見込み客を集客できる場」なのです。 

 

「どうしたら見込客が常にいっぱいにいる状態を作れるか？」という問題の答えは・・・・・・ 

「見本市に、いつも出展すればよい」です。これは正解の一つですが、費用がかかるという致命的な欠

点があります。しかし、それはさておくことにして、 

 

●●●●2222----4444    もしもしもしもし、、、、見本市見本市見本市見本市にににに出展出展出展出展できたらできたらできたらできたら、、、、    

 

仮定の話として、もし貴社が、貴社が関連するテーマの見本市に無料で出展できるとしたら、どうしま

す？ 夢の続きです。この見本市は国際見本市で、しかも常設、２４時間営業です。テーマごとに見本市

があります。いくつでも無料で参加できるとしたら・・・ 

 

「見込客が常にいっぱいにいる状態」になりそうです。こんな恵まれた条件で、その見本市の貴社展示

場に会社案内を並べるだけで、すませますか？  

 

真剣に考えていただきたいと思います。これは非現実的な話ではないからです。なぜなら、「ホームペー

ジは見本市の展示場と実質的に同じもの」だからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 



新規開拓型ホームページ実践ハンドブック 

9 

■■■■３３３３    ホームページホームページホームページホームページとはとはとはとは                                                                                                                                                                
    

●●●●3333----1 1 1 1 ホーホーホーホームページムページムページムページとはとはとはとは何何何何かかかか？？？？    

    

貴社が、ホームページで成果をあげられないとしたら、その根本原因はホームページの理解の仕方にあ

ります。ホームページには以下の 3 通りの見方があります。 

 

1. ホームページを外観的な類似から「電子会社案内」と理解する。経営者はもちろん、印刷系ウェブ

デザイナーには、まだこういう理解の人がいます。素人では作れないような、見た目の凝った画像

だけの画面を作りがちです。 

2. ホームページを「ＨＴＭＬ言語で作ったプログラム」として理解する。プログラマー系ウェブデザイナ

ーに見られます。先頭ページはフラッシュなど、技術的に凝った画面を作り、発注先の社長を驚か

せるだけのホームページを作りがちです。 

3. ホームページを「革命的マーケティング手段」として理解する。デルコンピュータのマイケル・デル

社長がその代表です。当サイトでご紹介している「お手本サイト」企業の経営者もこちらです。 

 

ホームページで高い成果をあげている企業は、ホームページを革命的マーケティング手段と理解し、試

行錯誤で運営のノウハウを身に着けた企業だけです。ホームページがなぜ「革命的マーケティング手

段」なのか？中小製造業のＢ２Ｂサイトに絞っても、以下の点だけでも革命的手段です。 

 

� ホームページで見込客の獲得が確率的、継続的にできる。費用をかけることなく。 

 

このことの経営的な意味がピンとこない方は、次の例えなら腑に落ちるでしょうか？ 

 

●●●●3333----2222    ホームページホームページホームページホームページはははは見本市見本市見本市見本市のののの展示場展示場展示場展示場とととと機能的機能的機能的機能的にににに同同同同じじじじ 

 

見本市には、例えば国際機械見本市といって、必ずテーマがあります。そのテーマのもとに展示参加企

業が集まり、見学者が集まるしくみです。数万人が入場する見本市はざらです。参加企業にとって見本

市の機能は「見込客の集客」であることは前に述べたとおりです。 

 

あなたの業種に関連する見本市に出展できれば、僅かな開催期間中でも、発注してもらえそうな会社

（見込客）と数多く出会える可能性は高いはずです。そんなことはわかっているが、かかる費用が莫大だ

から、できないのですね。でも、「情報革命」の現在、費用をかけずに同じことができるのです。 

 

ホームページを利用することで、ほとんど費用をかけることもなく、見本市の出展と実質的に同じこと

（あるいはそれ以上）が可能です。ホームページは革命的媒体、というのは決して誇張ではありません。 

 

よく機能する製造業ホームページは、以下のような見本市に貴社が出展したのと同じ働きをしてくれます。

ホームページの莫大な潜在価値に気付いていただけましたか？ 

 

� 望むだけの見本市（外国にも可能）に無料で出展できる。出展ブースの大きさに制約なし。 

� いずれの見本市も年中無休。24 時間開場。入場者は全国、いや全世界から。 

 

Ｂ２Ｂホームページは見本市の出展と実質的に同じ働きをする。 

 

●●●●3333----3333    ホームページホームページホームページホームページのののの命運命運命運命運はははは検索検索検索検索サイトサイトサイトサイトがががが握握握握っているっているっているっている！！！！    

 

ところで、上の説明ではインターネット上のホームページを見本市のブースに例えました。では、見本市

に相当するものはインターネットでは何でしょう？それは検索サイトです。 

 

見本市のブースが機能するのは見本市という集客システムがあるからです。 

同様にホームページは検索サイトというシステムがなければ集客機能を果たせません。 

 

検索サイトの Google（グーグル）を使って、例えば「工作機械」という検索語で検索してみると、検索リスト
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が表示され、関連するページが約１１万件あるとわかります。工作機械メーカー、工作機械の販社、工作

機械を使って加工サービスを提供する企業、工作機械についての解説や論文、出版物、などが内容

（コンテンツ）のページです。 

 

この検索リストはホームページ提供者にとって見本市の出展者リストと実質的に同じですね。１１万もの

ブースがある工作機械総合見本市と考えるとよいのです。もし貴社が工作機械関連の業種であれば、

貴社のホームページはこの検索リストに存在しなければなりません。でないと、見本市には出展していな

いことになります。 

 

次に重要なことは、検索リストの順序です。１１万のリストの最下位では、閲覧される可能性もありません。

見本市での出展場所と同じく集客の決定的な要因です。では検索リストの順位はどのようにして決まっ

ているのでしょうか？それは、グーグルが決めたルールで順位付けしているのです。このルールの基本

を知れば、上位にランクされるのも可能なのです。この点が、現実の見本市とまったくちがう点です。 

 

現実の見本市のよい場所は、高い費用を払わなければ入手できませんが、検索サイトの上位ランクは

無料でも入手可能なのです！ 

 

ホームページを作るときに、検索サイトを無視することは、人里はなれた山中に立派なショウルームを作

ろうとするようなもので、無謀でばかげた試みであることが理解できましたか？ 

 

●●●●3333----4444    混沌混沌混沌混沌ののののウェブウェブウェブウェブ世界世界世界世界をををを秩序秩序秩序秩序づけるものづけるものづけるものづけるもの、、、、検索検索検索検索サイトサイトサイトサイト（（（（検索検索検索検索エンジンエンジンエンジンエンジン）。）。）。）。    

 

ホームページは、現在、世界中で 4０億ページあるそうです。現在の莫大な量に驚くのは早い、さらに爆

発的に増加しているのです。いったい、この莫大なホームページはどこにあるのでしょう？インターネット

に接続した世界中のウェブサーバー（３０００万台）に保存されているのです。お互いに何の関連付けも

なく、ばらばらに。 

 

個々のホームページには URL という電話番号に相当するアドレスがついています。例えば、ヤフーとい

う有名なサイトの URL は http://www.yahoo.co.jp/です。このアドレスをブラウザに打ち込めば、ヤフーの

サイトに行けます。大企業なら URL を宣伝できますが、そんなこともできない小企業のホームページは、

だれにも見てもらえそうにありません。URL からのアクセスに頼っていれば、絶望的です。 

Google(グーグル)という検索サイトをご存知ですか？その卓越した能力を買われ、今や主要検索サイト

はすべて（Yahoo,Excite,Infoseek,Goo など）Google の検索結果を適用しているのです。（2004/5～ 

Yahoo!は Google との提携を解消し、独自のロボット型検索サイトからの検索結果を利用しています） 

 

世界中に散在する 40 億ウェブページを、Google はほとんどの場合自動的に探索し、登録します。そこ

で、どこの検索サイトからであろうと、すべてのウェブページは何かの検索語リスト中に、必ず存在できる

のです。貴社のホームページも例外ではありません。すばらしいことです。現代の奇跡です。それを確

かめる確実な方法は、社名による検索です。検索リストに貴社サイトはありましたね！もしなければ、サイ

トに重大な問題があります。 

 

検索サイト（特に Google）は、インターネット上に散在して蓄積された想像もできないほどの量の情報を、

検索語によって秩序を与え、誰でも利用できるようにしました。検索サイトによって、全人類のもつ情報

や知識を、全人類で共有することが真に可能になったのです。21 世紀は人類史上で特筆される時代で

はないでしょうか？ 

 

●●●●3333----5555    検索検索検索検索サイトサイトサイトサイト登録登録登録登録のしくみのしくみのしくみのしくみ    

 

検索サイト（Google）はどのように世界中のウェブページを登録（インデックス）しているのでしょうか？ 

 

インデックスは百科辞典などの場合と同じです。何冊もある大百科辞典には別冊で索引（インデックス）

がついています。この大百科辞典は、インターネット上のすべての情報であり、本文中の各項目はおの

おののウェブサイトに相当します。百科辞典の索引にはキーワードがあり、その言葉が本文中のどこに

あるか、横断的に教えてくれます。 
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グーグルのデータベースは全ウェブページの索引（インデックス）で成立っています。驚くべきことに、こ

のデータベースは常に最新の状態に更新されているということです。約 4 週間に一度は全ウェブサイトを

訪れ、更新があれば、その索引も更新しているのです。（2003・8 からはさらに早く巡回するシステムも稼

動しています。） 

 

ここで、グーグルの探査（クロール）を想像してみましょう。ある日、グーグルはどこかのサイトからのリンク

をたどって、貴社のウェブページにつきました。さっそく、ページのテキスト（本文）を読みこみ、別のペー

ジにリンクが張ってあれば次々にそのページに移ります。ページごとに文章を解析し、キーワードを抽出

し、データベースに保存します。この作業はグーグルのアルゴリズム（手法）で自動的に行われます。 

 

驚くべきことに、グーグルは自分で勝手にあなたのホームページにたどり着く能力があるということです。

どうやって？それはハイパーリンクという「道」をたどってです。もし、あなたのサイトにつながるリンクがな

いか、か細いものなら、グーグルはあなたのホームページにたどり着けないかもしれません。重要なこと

は、グーグルは人間と違い画面を理解するのではない。ウェブファイルとして理解し、テキストしか探査

しない。ということです。このことは、とても大切なことなので、心に留めておいてください。 

 

●●●●3333----6666    爆発的爆発的爆発的爆発的にににに発展発展発展発展するするするするＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷＷ    

 

現在、ご存知のようにインターネットは爆発的に発展しています。そのきっかけになったのは、検索サイト、

グーグルの出現（1998 年）であるといっても、誇張ではありません。それまで、ＷＷＷにある情報は「ク

ズ」情報ばかりだとさえいわれていました。しかし優れた検索性で有用な情報が探せる事がわかったユ

ーザーは、WWW が極めて有用なメディアであることを認めたのです。ユーザーが増えれば、供給者も

増えます。通信環境の進歩も、目を見張るものがあります。日本では近年ブロードバンド常時接続が利

用者にあっという間に普及しました。常時接続を前提とした新しいサービスが続々と提供されています。 

 

こうしてＷＷＷは現在、需要側と供給側の参入がますます増加する、という大発展期に入っているので

す。貴社もこの情報革命の恩恵をフルに利用し、企業を飛躍させましましょう。    
    

■■■■４４４４    問合問合問合問合せのせのせのせの意味意味意味意味とととと価値価値価値価値    
    

●●●●4444----1111    わからないことはわからないことはわからないことはわからないことはインターネットインターネットインターネットインターネットでででで調調調調べるべるべるべる。。。。これがこれがこれがこれが今日今日今日今日のののの常識常識常識常識！！！！    

 

私は昨年、白内障と診断され、眼内レンズの手術をうけました。何しろ５分診療で、手術の内容やリスク

の説明もなく、まして先生の腕は？と尋ねることもできません。不安です。 

 

そこで、グーグルの登場です。「白内障 眼内レンズ」という検索語で検索すると、２，３のサイトから疑問

の解答を得ることができました。すなわち、白内障とはどんな病気か？手術以外には治療できないの

か？手術の方法？費用は？眼科医の腕の判定基準は？残る疑問は、レンズの寿命は？だけでした。

こうして、私は安心して手術を受けることにしたのです。つけくわえれば、手術内容を公開していた眼科

医のサイトは解説が詳細で親切。信頼感がもてました。近所ならそこで手術を受けたでしょう。 

 

会社では問合せの対応にも活躍します。すぐ社名で検索し、どんな会社か調べます。わからない専門

用語があれば、関連情報も含めて入手できます。 

 

わからないことはインターネットでまず調べる。これでほとんどの場合、必要な情報が入手できます。タダ

で。即座に。今日では、インターネットを利用しないやり方＝あれこれ時間をかけて聞いて回るやり方＝

不正確で、限定的な情報しか入手できない方法は、無能か、サボタージュに見えてしまいます。 

 

●●●●4444----2222    企業普及率企業普及率企業普及率企業普及率はほぼはほぼはほぼはほぼ１００１００１００１００％。％。％。％。検索検索検索検索するのはするのはするのはするのは、、、、仕事仕事仕事仕事でででで必要必要必要必要だからだからだからだから    

 

Ｂ２Ｃサイトではネットショッピングが話題です。こうしたサイトにはネットショッピングが好きで、暇つぶしに、

いろいろなサイトを探索するビジターも多くいます。しかし、われわれに関連するＢ２Ｂサイト（企業向けサ

イト）では「暇つぶしに」検索することはありません。 
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インターネット普及率は、３００人以上の企業で 98％、100 人以上で 80％、3 人以上で 70％です。企業を

知ろうとしてネットで調べても、ホームページもない会社は、よほどの会社だと考えられてもおかしくありま

せん。従来顧客だけを頼りにする企業と思われるでしょう。 

 

●●●●4444----3333    アクセスアクセスアクセスアクセス数数数数のののの意味意味意味意味    

 

貴社のサイトに訪れているビジターは、すべて仕事の必要上何かを探している途中で来たと考えてよい

のです。貴社のサイトに求めている情報があったのかどうかは不明ですが、とにかくその問題は貴社の

業務に関連があることは確かです。 

 

ですから、アクセス数で「貴社のインターネット市場規模」が決まる。と考えてよいのです。年間１０００アク

セスしかないサイトは、１００００アクセスある競合サイトの１０分の１しかインターネットでの売上げも見込め

ません。一定数以上に毎日のアクセス数を増やさないと、決して成果をあげることはできません。アクセ

ス数は検索語と検索ランキングに関連します。 

 

貴社のサイトに毎日どのくらいのビジターが来てくれているのか、教えてくれるのがアクセスカウンターで

す。公表するかどうかは別にしてカウンターは必須の道具です。カウンターがなければ、計器なしに無

視界飛行をするようなものです。 

 

アクセス数は見本市の貴社ブース入展者数と考えていいのですが、この人たちがすべて見込客でしょう

か？勘違いで入った人。期待したものが見つからなかった人。探しているものに近いものが見つかった

人。この中で最後の人が見込客です。しかし、彼をどうしたら見つけることができるのでしょう？それは、 

 

●●●●4444----4444    問合問合問合問合せせせせ客客客客＝＝＝＝見込客見込客見込客見込客    

 

必要な情報を探すビジネスマンは、検索リストの上位からサイトを覗いて見るでしょう。その時、あるサイト

で問合せをしたとします。それはどのような判断基準なのでしょう？ 

 

調べている情報がサイトのコンテンツだけでは入手できないが、必要な情報の提供を期待できそうな会

社と判断した場合です。問合せは文章の入力だけでも負担ですし、すぐ情報が得られません。それでも

問合せをするということは、かなり必要度が高い情報を会社として探している。と判断すべきです。 

 

このことから貴社のホームページから問合せがあったとき、いい加減な態度からではないと判断すべき

です。たとえ、貴社にとって的外れに思える内容であったにせよ、問合せは真剣なものなのです。 

貴社は、「現在問題を抱えその解決策を探している会社＝発注する可能性の高い客」を見つけること

ができたのです。つまり、問合せ客（会社）＝見込客（会社）なのです。 

 

ほかのどのような方法で、今、発注してくれそうな見込客を探すことができるでしょうか？見込客を見つけ

ることの困難さを知る営業マンなら、ホームページの卓越した集客機能に素直に感嘆するでしょう。 

 

●●●●4444----5555    問合問合問合問合せせせせ率率率率をををを高高高高めるめるめるめる    

 

すべての問合せから受注ができるはずがありません。プロのバッターでも打率 3 割は僅かです。ですか

ら、問合せ数を増やす工夫をしなければなりません。 

 

アクセス数の何割が問合せをしたかという問合せ率は、コンテンツと主に関連があります。一口に言って

コンテンツがよければ問合せ率も高くなると仮定できます。付け加えると受注率（問合せ件数に対する受

注件数の割合）も大切です。受注率を上げるには「問題の解決力を高める」ことと関係があります。 

 

� アクセス数を増やすには＝検索性を良くする 

� 問合せ率を高めるには＝コンテンツの質を高め、量を増やす。 

� 受注率を高めるには＝問題解決力を高める。 

 

上の 3 つの指標。アクセス数、問合せ率、受注率は非常に重要です。運営編で詳しく述べます。 
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■■■■５５５５    ホームページホームページホームページホームページのののの目 的目 的目 的目 的 はははは「「「「問 合問 合問 合問 合 せのせのせのせの獲獲獲獲 得得得得 」」」」                                                                                
 

●●●●5555----1111    ホームページホームページホームページホームページからからからから直接発注直接発注直接発注直接発注があることをがあることをがあることをがあることを期待期待期待期待してはいけないしてはいけないしてはいけないしてはいけない    

 

Ｂ２Ｂ（企業向け）サイトでは、いきなり「これください。」という注文が舞い込むことはありません。企業間取

引では常識ですね。（すぐ注文が欲しいのなら、受発注仲介サイトの会員になることです。発注案件を

見ることができます。そこで応札すれば、価格を比較されて一番安ければ受注できるでしょう。儲からなく

ても仕事が欲しい会社は試してください。） 

 

◆ ホームページホームページホームページホームページでででで期待期待期待期待できるできるできるできる反応反応反応反応はははは「「「「問合問合問合問合せせせせ」」」」だけですだけですだけですだけです。。。。 

 

問合せをどう受け止めるかで、貴社の未来はまるで違ったものになります。大袈裟な話ではありません。 

 

●●●●5555----2222    ホームページホームページホームページホームページのののの目的目的目的目的はははは「「「「問合問合問合問合せのせのせのせの獲得獲得獲得獲得」」」」    

 

ホームページ制作会社では、ホームページの目的をまず明確にしなさい。と主張しています。しかし、中

小製造業ホームページの目的はあきらかです。選択の余地はありません。 

 

ホームページの目的は「問合せの獲得」です。これだけで十分なのです。他の何によってもできない

「見込客」という企業収益の源泉を集め続けてくれるからです。 

 

問合せといっても、どんなものでも期待するのではありません。希望するのは、「こんなものは貴社で、で

きませんか？」という種類の問合せです。 
 

「こんなことはできませんか」という問いをできるだけ多く引出すようにするには、どうしたらよいかという

問題だけに、サイトの制作面を方向付けること。これが重要なポイントです。 

 

問合せは、問合せ先が現在問題を抱えており、その解決策が見つかっていない。ということを意味しま

す。もし、貴社で適切な解決策を提示できれば、価格面ではかなり有利な条件でも受け入れてもらえそ

うです。違う業界なら価格ベースが違うことはよくあります。 

 

●●●●5555----3333    ココココンテンツンテンツンテンツンテンツ（（（（サイトサイトサイトサイトのののの内容内容内容内容））））はははは利用価値利用価値利用価値利用価値にににに焦点焦点焦点焦点をあわせるをあわせるをあわせるをあわせる    

 

ホームページの目的は問合せの獲得でした。では、どのようにすれば問合せが得られるのでしょうか？ 

 

貴社のサイトに訪れるビジターは問題解決のヒントを探している人（会社）でした。ビジターの関心は、こ

の問題を解決してくれる適確な情報を、このサイトから入手できそうかどうかです。もしイエスなら、問合

せする可能性はかなり高くなります。そこで、貴社サイトの焦点は、次のようなメッセージと、それを証明する説明

に合わすべきです。 

 

◆ 当社はこんなことの問題解決に利用価値がありますよ。お役に立てますよ。 

 

メッセージは、わかりやすく、具体的、かつ詳細に伝えることです。もし、貴社のメッセージが問題解決に

まったく役にたたないことなら、ビジターは問合せしません。それはそれで仕方のないことです。貴社は

何でもできるわけではないのです。得意なこと、他社より優れていることにメッセージを絞るのです。 

 

それが何かわからない？それは問題ですが、次善の策として、できることを全部紹介して、ビジターに見

ていただいたらどうでしょう？ビジターが貴社の何に関心があるか、問合せという反応でわかります。 

 

●●●●5555----4444    新新新新しいしいしいしい体制体制体制体制でででで、、、、問合問合問合問合せをせをせをせを注文注文注文注文につなげるにつなげるにつなげるにつなげる    

 

インターネットのホームページでは「問合せの獲得」だけに努力を集中します。これは一つの仕事です。

しかし、サイトからきた問合せを注文につなげるのは、別の能力を必要とする別の仕事です。その能力と

は「問題解決力」です。当然のことですが、貴社はなんでも解決できる能力はありません。対応できるの

は特定の問題だけです。 
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問合せは「こんなものはできないか？」ですから、「当社でこうすれば、大変うまくできます。価格はこれく

らいです。」というのが模範解答です。しかし、「ずばりできて、儲かる案件」は極めて少なく、ほとんどが、

「やれるかもしれない案件＋とても無理な案件」でしょう。 

 
貴社が、もし「ずばりできる案件」だけ受注することをめざすなら、それほど苦労はありませんが、受注件数は極め

て少なく、将来的にも伸びることはないでしょう。貴社がもし、「やれるかも知れない案件」まで受注をめざすなら、

苦労は多いですが、その過程で未来への道が見つかるでしょう。 

 

新しい仕事には、新しい市場ゆえに、新しい技術や、製造方法、取引慣習など、多くのことを新しく学ぶ

必要があります。これが組織を活性化させるからです。 

 

ホームページからの問合せに、権限のある責任者をおいて対応し、仕事は全社員がバックアップすると

いう体制が絶対に必要です。正しくやれば間違いなく成果がでます。１件うまくいけば、それが全員の成

功体験になり、次の案件の困難度は低くなり、かなり受注しやすくなるでしょう。 

 

貴社が、こうして実績を積上げていく過程で、市場対応力のある製造業者に変身することは間違いあり

ません。時間はかかりますが、確実な方法です。 

 

●●●●5555----5555    ホームページホームページホームページホームページはははは中小企業中小企業中小企業中小企業のののの戦略兵器戦略兵器戦略兵器戦略兵器    

 

ホームページを制作面だけでなく、運営体制まで考えるのがウェブマーケティングです。 

ウェブマーケティングは、Web を利用して集客し顧客の問題を解決することで受注する方法。売込む、

頼み込む、というセールスを不要にします。ドラッガーが四十年前に「現代の経営」で定義したマーケテ

ィングが実現できる時代になりました。ドラッガーは現代の預言者です。 

 

        マーケティングの目標はセールスを不要にすることである。 

 

自慢できるような実績ではありませんが、当社（黒田工業株式会社）の例をお話しできます。皆さんに具

体的にイメージできるようにするためです。限られた業種の特別な例かも知れませんので、あくまでご参

考に。「新規開拓型ホームページ」の「このサイトについて」で紹介しています。アドレスは、 

 

 http://homepage3.nifty.com/webmarketing/about.htm 

 

ウェブマーケティングは新規開拓に貢献するだけでなく、市場に目を向ける企業に変身する活動です。 

 

� 見込客の集客ができる 

� 新しい販売チャネルができる 

� 新製品・製品改良のアイデアが集まる 

� 新しいサービスのアイデアが集まる 

� 組織が活性化する 

 

中小製造業種では、下請け体質からの脱皮の切り札として「新製品開発」を志向する会社がたくさんあり

ます。でも、市場ニーズを十分つかまず、思い込みで開発する。販売ルートを確保せず開発を先行する。

などという初歩的なミスで失敗する例がほとんどです。 

 

ウェブマーケティング企業は、企業ニーズ（現実に発生しているニーズ）を把握しています。 

たくさんなニーズのなかで、貴社が最も得意技術として解決でき、市場性が見込めるものを実践しながら

探すことができます。 

 

開発は画期的な新製品を作り出すことだけではありません。インターネット受注活動の中で、技術やサ

ービスの開発ができるのです。こういう視点をもってホームページを運営すれば、貴社の大きな未来が

開けてくるでしょう。 
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新規開拓型ホームページ 実践ハンドブック (２） 

～ 制作編 ～ 
 

ホームページによって見込客を引込み 

貴社の利用価値を伝えることができる 

その結果、問合せという行動が起きる 
 

 

 

■■■■1111    新 規 開 拓 型新 規 開 拓 型新 規 開 拓 型新 規 開 拓 型 ホームページホームページホームページホームページ    制 作 前制 作 前制 作 前制 作 前 にににに                                                                                                                
 

●1111----1111    当社当社当社当社をををを利用利用利用利用すればすればすればすれば何何何何がががが解決解決解決解決できるのかできるのかできるのかできるのか？？？？ 

  

貴社がホームページを作る目的はただ一つ。「問合せ」を獲得するためです。では、どのようなホームペ

ージを作れば、問合せを獲得できるのでしょう。それは、 

 

検索サイトから訪れるビジターの役にたつ情報を提供するホームページを作ることです。 

 

Google などの検索サイトから訪れたビジターは、貴社に関連する「キーワード」で貴社ホームページを見

つけた人です。彼はキーワードに関連した「業務上の問題」を解決してくれる情報を求めています。貴社

のホームページには役にたつ情報があるだろうか？なさそうなら長居は無用。別のサイトを探します。せ

っかちなビジターに貴社サイトをよく見てもらうにはどうしたらいいのでしょう？それには、次のメッセージ

をトップページで表明することです。 

 

� 当社（あるいは当製品）は、このような問題を解決できます。 

 

このメッセージに沿って、サイト全体の内容は「この特定の問題の解決に役にたつ情報」に焦点に合わ

せた構成にします。そうすれば、ビジターは貴社サイトをじっくり見るでしょう。 

 

「これが得意です」よりも、「何でもできる」と幅広く伝えた方が、問合せは多くなるのでは？と考えるかもし

れません。本当に何でも解決できるのなら YES です。しかし、具体的に何ができるのか説明しないで、単

なるキャッチフレーズとして使うのなら NO です。問合せは多くなるどころか、まったくないでしょう。ビジタ

ーに不信感をもたれただけです。 

 

残念なことに貴社は全国的に見れば無名の会社です。貴社で何ができるのか、何が得意なのか誰もし

りません。当社を利用すれば何が解決できるのか？ 当社の利用価値は何か。ビジターに簡潔明瞭に、

メッセージを伝えましょう。 

 

念のためにもうします。これはキャッチフレーズを考えるのではありません。「挑戦する○○会社」なんて、

ありきたりで意味不明のキャッチフレーズほどひどいものはありません。この言葉は広告用語です。貴社

ウェブサイトは広告媒体ではありません。コミュニケーションのための媒体です。これまで、じっくり考えた

ことがなければ、この際、正面から考えてください。このメッセージはホームページ制作に必ず必要で、

きわめて重要なことです。 

 

●●●●1111----2222    めざすめざすめざすめざすホームページホームページホームページホームページはははは？？？？    

 

めざすホームページは、ビジターにとって問題解決の役にたつ「わかりやすく」「内容が豊かな」「信頼で

きる」サイトであり、制作者にとって「検索サイトに好かれる」「更新の容易な」サイトです。この双方があい

まって、問合せが獲得できる条件がそろいます。 

 

１） わかりやすいと評価されるホームページ。凝っている、個性的、目立つという評価は必要ありません。

わかりやすいことは、ビジターによい印象を持たれる基本条件です。 
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２） 内容が豊かなホームページ。貴社の製品やサービスだけでなく、その背景にある、豊富な経験と知

識を含めて情報提供しましょう。そうすることで、貴社が提供する製品やサービスの利用価値をビジ

ターにより理解してもらえるのです。 

 

３） 信頼されるホームページ。信頼されるサイトとは上の 2 つをクリアした上で、「きちんとしている」、「行

き届いている」、「誠実である」とビジターが感じることです。さらに実際に問合せをしたときの印象も

大切になります。 

 

４） 検索サイトに好かれるホームページ。検索リストの上位に貴社サイトが表示されなければ、どんなに

よいホームページでも誰にも見てもらえません。 

 

５） 更新の容易なホームページ。ホームページを立上げれば、あとは問合せを待つだけ。ではありませ

ん。立上げは、インターネット展示場のスタートにすぎません。来場者の反応によって、改装を含め、

運営を改善していくことが絶対に必要です。最初から更新することを前提にデザインするのです。 

 

ホームページを利用して新規開拓をするとは、インターネット営業部門を立上げることに他ならないので

す。少なくとも１年間は制作と運用に注力する期間と考えておきましょう。 

 

●●●●1111----3333    ホームページホームページホームページホームページ。。。。社内制作社内制作社内制作社内制作をめざせをめざせをめざせをめざせ！！！！    

 

ホームページの制作をデザイン会社に丸投げしては、最初から失敗することが決まったようなものです。

重要な市場開拓技術＝ウェブマーケティング、を社外任せにできますか？ 

大変でも社内で、技術蓄積するようにしなければ、決して成功することはありません。少なくともページの

更新は社内でスピーディに対応できるようにしましょう。 

 

どうすればホームページを更新できるようになるでしょう？必要なものは次のとおりです。 

 

１） 人材：パソコンが使えて、熱意がある人材が社内にいれば、彼（彼女）を担当者に任命するのはとて

もよい方法です。（その場合、現在担当している仕事との調整をする配慮が必ず必要です）適当な

人材がいない、あなたもできない、人を雇うこともできない。という場合は、問合せはあきらめましょう。

ほとんど見込みはありませんから。 

 

２） 道具：ホームページは作成ソフト（ＩＢＭホームページビルダーなど）を使えば、HTML というウェブペ

ージを作る言語を知らなくても、作ることができます。でもそれは操作の簡単な道具がある。と、いう

だけで、それがあれば「ちゃんとしたもの」ができるということではありません。（当たり前の話です

ね！） 

 

３） ページ雛形とデザインパーツ：新規開拓型ホームページは実用的、機能的であるべきです。表現

に必要以上に凝ることは、効果のないことに費用と時間をかけることになります。とはいえ、稚拙なデ

ザインのホームページは会社の信頼性を疑われます。はっきりいって、素人では無理です。そこで、

お勧めする方法は、よい制作会社に「ページの雛形とデザインパーツの制作」および「担当者の教

育」を依頼するのです。この方法で、センスを保ちながら、社内でも更新、追加が可能になります。 

 

４） コピー：ホームページは文章（コピー）主体で、画像はコピーを補足するもの。というのが、本サイトの

主張です。コピーは読んでもらえないから、画像中心がよいというのは誤りです。正確な情報は文章

でしか伝えることができません。ホームページの重要な要素であるコピーは、仕事を知っている人で

ないと書けないのです。気の利いた言葉を書こうと思わず、簡潔、丁寧、正確を心がけて社内で原

案を作成すべきです。 

 

５） 画像：画像も現在は安くて良いデジタルカメラがありますので、社内カメラマンが撮影すればよいの

です。プロのカメラマンにかなうわけがありませんが、少し勉強すれば十分使える画像が作れます。

何より、製品を良く知っている、すぐ撮れる、量を確保できる、という利点を生かすべきです。 

 

この章では新規開拓型ホームページ制作の要点を網羅してあります。大切なことは瑣末な制作テクニッ

クを追求するより、重要なことをまずマスターすることです。 
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●●●●1111----4444    キーワードキーワードキーワードキーワードをををを決決決決めるめるめるめる    

 

貴社ホームページの検索キーワードは非常に重要です。キーワードを何にするか、実際の制作前に決

めておかねばなりません。 

 

◆キーワードの原則： 

１） キーワードは一般的に使われている言葉が望ましい。検索する人の範囲を広げるからです。業界用

語はその業界のビジターからの検索だけとなります。 

２） キーワードは１単語であれば、検索にかかりやすくなりますが、リストの上位にランクされることは難し

くなります。また、意味を限定することも難しい。そこで、2 単語でキーワードとするのが普通でしょう。 

３） キーワードは、メインキーワード１～２点とサブキーワードを１０点以上くらい決めておくのがよいでし

ょう。サブキーワードの中には会社の社名と所在地名も含めるべきです。 

４） メインキーワードは貴社の提供する製品やサービスにすべきです。但し、それは貴社が名づけた商

品名ではありません。一般名称が適切です。 

 

◆キーワードの選定例 

キーワードがどのようなものか、具体的に知っていただくために一例をあげます。A 社は薄板の加工なら

ほとんど手がけている会社です。レーザー・タレパンによる打ち抜き加工、板金加工、プレス加工、ロー

ル加工、製缶加工などができます。この会社のキーワードはどう選定したらよいでしょう？ 

 

実際にやってみると、かなり難しいことがわかります。看板を作ると考えるとよいでしょう。看板には「○○

の A 会社」と書きます。その○○がメインキーワードとなるのです。 

A 社場合、実際の看板には「金属加工」としています。金属＋加工の 2 単語です。Google により「金属加

工」で検索してみると、66 万件あることがわかります。あまり加工会社のサイトはありません。「薄板加工」

では 27000 件、「板金加工」では 50000 件となります。いずれにせよ、まず候補案をたくさん出しましょう。 

 

◆候補キーワードの事前調査： 

Google を使って、候補キーワードを検索して見ましょう。検索結果ではそのキーワードで検索された総

件数と、上位からのリストが表示されます。 

１）総件数が少ない(例えば 1000 以下)と、「人気キーワード」ではありませんので、アクセス件数は、それ

ほど期待できないでしょう。しかし、B２B サイトでは専門用語も必要ですから、総件数をそれほど気にす

ることはないかもしれません。アクセスも量よりも質ですから。 

２）上位ランキングのサイトから、実際に訪問してみましょう。ライバルになりそうなサイトがありましたか？

見つかったら、｢お気に入り｣に登録しておきましょう。 

 

●●●●1111----5555    ライバルサイトライバルサイトライバルサイトライバルサイトをををを研究研究研究研究するするするする    

 

キーワード事前調査でお気に入りに登録しておいたライバルサイトを、実際に訪れ、じっくり見てください。

自分が発注者になったつもりで、以下の質問に、答えて下さい。 

 

①この会社を利用すれば何が解決できるのか。わかりましたか？ 

②この会社が提供するものに、魅力はありますか？ 

④この会社は、誠実で信頼できそうですか？ 

 

たくさんのホームページを漠然と見るのではなく、上の観点からビジター（発注者）の立場で批判的に見

ると、貴社のサイトを制作するときに役にたちます。 

 

●●●●1111----6666    問合問合問合問合せせせせ獲得獲得獲得獲得までのまでのまでのまでのプロセスプロセスプロセスプロセス    

 

どんなウェブサイトを制作すれば、問合せが得られるのでしょう？それには、ビジターがどのようにして問

合せにいたるか、そのプロセスを理解するのが近道です。 

 

1. 問題が発生し（例えば、製作が難しいこの部品が作れるところはないだろうか？）、その解決のため

に情報を探しているビジネスマン。彼はインターネットを第一に利用するでしょう。（30 人以上の事業

所なら 9 割がインターネットに接続しています） 
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2. 多分、ヤフーかグーグルで探そうと考えるでしょう。問題に関連する適当な検索語で検索するでしょ

う。検索リストを上位から眺めます。（このリストに貴社サイトが含まれていることがアクセスの条件に

なります） リストには手がかりとなる情報＝ページタイトルと説明文、があります。それを拾い読みし

ながら該当しそうなリンクページをクリックします。 

 

3. 実際のページを見ます。「ざ～と」斜め読みして、探している情報がそのサイトにあるかどうか、すば

やく判断します。このサイトには探している情報はないと判断されれば、「戻る」ボタンを即クリック、

検索リストに戻ります。こうして、リストの上位からサイトを覗き、目的の情報があると思われるサイトを

探します。せいぜい 10 位くらいまで探してなければ検索語を変えて、再度挑戦します。 

 

4. 幸運にも、かれは貴社のサイト（の中のページ）に来てくれました。探している情報はその検索ペー

ジだけではなく「製品案内」にあるかもしれないし、「製品 Q&A」にあるかもしれない。と考え、ページ

を次々とのぞき、彼はすばやく判断するでしょう。このサイトに情報はない。または、必要な情報は十

分入手できた。この場合は問合せしません。重要なのは次の場合です。 

 

5. およそのことはわかったが、さらに詳しくしりたい。しかし、この会社に問い合わせしても、適切な答を

得ることができるだろうか？技術はしっかりしているか？仕事は誠実だろうか？実績はあるか？など

など。彼は問合せするでしょうか？ 

 

インターネットで調べる人は、おしなべて「せっかちで即断即決派」です。検索するときもそうですし、訪

れたサイトが「オーバーな表現」「要を得ない説明」「操作でいらいらする」「幼稚なデザイン」では、即、

別のサイトに移るでしょう。 

 

■■■■２２２２    新 規 開 拓 型新 規 開 拓 型新 規 開 拓 型新 規 開 拓 型 ホームページホームページホームページホームページ    制 作制 作制 作制 作 ガイドガイドガイドガイド                                                                                    
 

制作ガイドは、「検索性」「操作性」「デザイン」「コンテンツ」の 4 つの要素から構成しています。4 つの要素はどれも

必須です。一つでも配慮に欠ければ、問合せを獲得するのはきわめて難しくなります。 

 

●●●●    ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン（（（（１１１１））））    検索性検索性検索性検索性をををを良良良良くするくするくするくする    

 

検索性がよいとは、ホームページ上で意図したキーワード（複数）を検索サイト（グーグル）の検索リストで

上位に表示させ、ビジターにアクセスされやすくすることです。そのための手法を SEO（Search Engine 

Optimize）といいます。ＳＥＯについて効果的で簡単に実行できることを下に述べます。 

 

● テキスト主体のページにする。テキストとは簡単にいえば、キーボードから直接入力できる文字のこ

とです。同じ文字でも、ロゴといわれるデザイン文字があります。これはテキストではなく画像です。

グーグルがページを探査（クロール）できるのは、テキストだけです。社名から製品名、ヘッドコピー、

リンクボタンまで、すべて画像で「デザインした」ページがあります。人間には見えますが、グーグル

にとっては白紙と同じです。画像は必要最低限に控え、テキストを主体に使うのが、グーグルに好か

れる基本です。 

 

● キーワードを意識した文章にする。ページにある単語や文章はテキストであるべきですが、それに

キーワードを上手に含めるようにすると、グーグルにより好かれます。 

 

● メインキーワードはタイトルの先頭に入れる。タイトルはグーグルが大変重視するメタタグです。この

タイトルに最も重要なキーワードをなるべく先頭に入れましょう。このキーワードが本文中にも複数あ

れば、上位ランキングの可能性は高いはずです。 

 

� ページタイトルにキーワードを入れる 

 

● リンク元を増やす。貴社のサイトにリンクしているサイトを増やすのはグーグルのページランクを上げ

るもう一つの基本です。無料なら、各種のポータルサイトに自社サイトを登録しましょう。グーグルの

インデックス更新頻度も高くなる可能性もあります。 
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●●●●    ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン（（（（２２２２））））    操作性操作性操作性操作性をよくするをよくするをよくするをよくする    

 

ホームページは多数のページで構成しています。操作性がよいとは、ビジターがストレスなく直感的に

ページ操作できることをいいます。トップページや問合せのボタンを探しまわらなければならないサイト

は御免ですね。操作性のことを専門的にはユーザビリティといいます。以下ではユーザビリティの基本

的で重要なことを取上げています。 

 

● ページの統一とアイデンティティ。ホームページを構成する各ページは統一された印象を与える必

要があります。例えばページによってリンクボタンの位置が違えば、ビジターはいらいらするでしょう。

また、子ページにアイデンティティもなければ、どこのサイトなのかまったく手がかりがないことになり

ます。アイデンティティ（独自性を主張するサイト名、社名ロゴなど）を作り、各ページのレイアウトを

統一するのは標準的な手法です。 

 

● ホーム。ホームページとは本来ウェブサイトの先頭ページのことです。この先頭ページは上のＳＥＯ

の上でも重要ですが、操作性の上でも重要です。ほとんどのビジターはこのページから入るのです

から、ここでサイト主張との全体の内容がわかるようにすべきです。（現在でも単なる表紙や玄関と考

えているサイトが多い。） 

 

● 問合せをしやすくする。いざ問合せをしようとしても、電話番号がない（電話での問合せはお断り？）、

リンクボタンがない。問合せフォームに記入を強制する。などというサイトは不愉快で御免です。問

合せを歓迎することを表明し、電話など複数の問合せ手段を用意すべきです。 

 

● 使いやすいリンクボタン。リンクボタンは内容を適切に表す名称と配置の統一が必要です。ボタン

が画像の場合は直感的にリンクボタンとわかるデザインにする必要があります。フレームを使えばリ

ンクボタンが固定でき操作性はよくなりますが、検索性が悪くなりますので、お勧めできません。 

 

● 無意味な演出は避ける。トップページの前に居座るフラッシュを利用したスプラッシュページ。スクロ

ールコピー（ひどいのはタイトルがスクロールする！）。派手な点滅アニメーション。いずれもデザイ

ナーは自慢でしょうが、せっかく来てくれたビジターをいらいらさせる原因になるだけです。独りよが

りの会社という印象をもたれる危険さえあります。 

 

● 検索サイトからのビジターに配慮する。検索リストに掲載されるページはトップページとは限りませ

ん。トップページだけからの入場を想定すべきではありません。この点だけでもフレームは使用しな

いほうがよいでしょう。先頭ページでなければ目次側のページが表示されないからです。 

 

●●●●    ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン（（（（3333））））    印象印象印象印象をよくするをよくするをよくするをよくする（（（（信頼信頼信頼信頼をををを得得得得るるるるデザインデザインデザインデザイン表現表現表現表現））））    

 

サイトを訪れたビジターに、よい印象を与えることができれば、ホームページ作成目標の半分は達成さ

れています。貴社のホームページを訪れる人の全てから、問合せを得ることは期待できないからです。

（問合せ率は最大５％でしょう。） 残り 95％のビジターも、何かの用があってサイトを訪れたのです。従

来取引先やライバル会社をはじめとして、予想もしないビジターが多く含まれています。その人たちに残

したよい印象は、貴社の無形資産（ブランド価値）を増やしたのです。 

 

よい印象（好意的に見られること）とは、具体的にはどういうものでしょうか？ 

 ホームページをみて、感想を聞いてください。それが以下なら合格です。 

 

� GOOD ・・・・・・・・・ わかりやすい。親切、丁寧だ。 

� BETTER・・・・・・・・・ この会社は技術力がある。よいサービスを提供している。 

 

よい印象を与えるには、後で述べるコンテンツ（中身）が一番大切です。しかし、器が貧相では器にもっ

た料理も不味そうに見えます。デザインという器によって、コンテンツという料理が引き立つのです。デザ

インによって印象を操作できます。 

 

中小製造企業のホームページでよい印象をもたれるためには以下の点に留意しましょう。 
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１） エディトリアルデザインを基本にする。エディトリアルデザインは、新聞、雑誌、百科辞典、など文章

と写真の混在したコンテンツを対象にするもので、統一したレイアウトシステムを基にしてデザインす

るのが特徴です。ホームページはエディトリアルデザインの考え方で制作すべきですが、なぜよい印象を与

えることができるのでしょう？ 

 

● レイアウトがしっかりしているので、すっきりして、秩序が感じられる。 

● 文章が記事スタイルで読みやすい。わかりやすい。 

● 操作がわかりやすい。リンクボタンなどがサイトで統一され位置も決っている。 

 

なんだ、こんなことより、目立つ派手で印象に残るデザインの方がよいのではないかと思うかもしれ

ません。でも、それは間違いです。演出過剰デザインは製造業にふさわしくありません。例えて言え

ば、「生産性の高い工場を見たときと同じ印象」。これがビジターに信頼される基本だと考えます。 

 

ページのレイアウトはテーブルタグを使うのが簡単です。（但し、最適な方法ではありません） 

サイト内ページで同じテーブルを使うことで、統一がとれます。 

 

２） 宣伝ではなく、事実をつたえるコピー（説明文または記事文）にすること。意味の不明なキャッチフ

レーズ、大袈裟な言い回しはホームページを広告と勘違いしています。 

事実を正確に、わかりやすく、伝える書き方が信頼感をもたれます。 

 

一般的にいって、説明文章が少なすぎます。説明不足です。親切、丁寧を心がけ、充分すぎる位

詳しく説明するする方がよいのです。ビジターは関心のない箇所は、飛ばし読みできます。コピー

（文章）は気の利いた言い回しを書こうと思わず、ビジネスレターの基本に忠実に書くべきです。結

論を先に、簡潔平明に。箇条書きを利用して。 

 

３） 説明的な写真（画像）にすること。ホームページは文章中心がよいと主張したことと、矛盾するようで

すが、説明画像はたくさんあったほうがよいのです。(上、横、下、拡大など) 動きを説明するのに、

動画を使うのもよい方法です。 

 

写真は社内で撮影するのが現実的です。撮影の解説書を参考にするといいでしょう。 

なお、背景から切り抜いた画像はたいていリアリティに欠けます。背景も配慮して撮影しましょう。ま

た、撮影画像は原画として保存し、編集はコピーで行います。 

 

 

４） リンクボタンや製品名などのキーワードを画像にしない。デザイン会社の制作するボタンは凝りす

ぎて、操作性に難点がある場合があります。また、ソフトの雛形から制作したボタンはたいてい安易

な印象を与えます。また、画像は検索の対象になりません。以上のことを考えると「キーワードは全

てテキストにする」と決めたほうがよいでしょう。 

 

結論として、お勧めするデザインのやり方は次の方法です。信頼できるデザイン制作会社を選定し、ホ

ームページのデザインシステムとそれを使う教育を依頼する。 

 

●●●●    ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン（（（（４４４４））））    内容内容内容内容（（（（コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ））））をををを充実充実充実充実するするするする    

 

ごく専門的なことから、極めて初歩的で基本的なことまで、貴社が知っていることで、社会の誰かに役に

たちそうだと思われること、全てをホームページで説明する方針にしましょう。 

ひそかに自慢したいことがあれば、唯我独尊にならないよう、十分説明して発表しましょう。 

 

問合せを得るためには、出し惜しみしてはいけません。問合せはマーケットの反応です。問合せは、予

想もしないマーケットからかもしれません。貴社の業界で常識のことが隣の業界では未知のこと、というこ

とはよくあるからです。次に代表的なページについて説明します。 

 

１） トップページ：ホームページの本来の意味はウェブサイトのトップページのことです。このページはウ

ェブサイトの単なる表紙あるいは入口という以上に、大切なページです。 
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トップページで貴社では何が解決できるのか、サイト全体の内容がどんなものか、一目でわかるよ

うにしてあれば親切です。 

 

上の条件を満たすトップページのコンテンツは、週刊誌の新聞広告が参考になります。広告には掲

載記事の見出しがずらりと並んでいます。その見出しを読むと、つい本文を読みたくなります。この

見出しにキーワードを含めておくことが重要です。 

 

トップページの前にフラッシュ動画を置いているサイトがありますが、多くのビジターは感動するどこ

ろか、トップページに入られず迷惑します。また、コンテンツではありませんが、このページにはアク

セスカウンターを必ずつけてください。 

 

２） 製品案内（業務案内）：このページがウェブサイトの中心です。このページでは、貴社が顧客のため

に（無料であれ有料であれ）提供できる全てのものやことを、わかりやすく詳しく説明すべきです。 

 

大切なことは貴社が特定分野で、独自の製造技術や、独自のサービスを提供できれば、競争上非

常に有利であるということです。それが何かを発見し、アピールすることがホームページの焦点を

はっきりさせるコツです。 

 

しかし、それは、貴社にとって当たり前のことで気がつかないこともありえることなのです。誰かの歌

に「ヒントは足元にころがっている」というのがあります。当を得た歌詞です。 

客から「頼まれればやっている」という、どちらかといえばやりたくないサービスに、重要なヒントが多

くの場合あります。どの会社にとってもやりたくないサービスだからです。それを貴社が積極的にや

りますと宣言すれば、「ほ～。この会社は」となるでしょう。 

 

顧客に提供できる「ものやこと」は、どうすれば紹介できるでしょう？最終製品を提供していない加工

業などの場合は、 

 

● 事例、サンプルを豊富に紹介する。加工別などではなく、適用分野別がよい。なぜなら、客は

貴社加工技術がどのように利用できるのかに興味があるからです。 

● パッケージサービスとして紹介する。印刷会社がチラシパックとして、特別価格で提供していま

す。これが参考になります。 

● 保有する製造設備を紹介する。スペックをならべるだけでなく、技術力の一環として加工例など

で性能を説明すると、専門外のビジターにもわかりやすいです。 

 

３） 会社案内：このページは会社の概要を紹介するものです。問合せをしようと決めたビジターは必ず

このページを見て、どんな会社か知ろうとするでしょう。掲載項目は会社概要書を参考にしましょう。 

 

とても皆さんに自慢できるような建屋ではないと、いう理由でホームページの開設をためらっている

会社があります。もったいない話です。今日は見栄を競ったバブルの時代ではないのです。製品や

技術に自信があれば、建屋などの写真は不要です。 

 

企業理念などを社長挨拶として掲載することはよいと思いますが、地に付いた内容にしないと失笑

されます！忘れがちなのは、案内地図と営業時間、など貴社とのコンタクトに関する情報です。 

 

４） 問合せ：問合せのリンクボタンを押すと、いきなり E メール画面が起動する乱暴なサイトがあります。

また、問合せフォームに全項目の記入を要求するサイトもあります。 

いずれもビジターに大変失礼ですし、機会損失をしています。アクセス方法はE メール、問合せフォ

ーム、電話、ファクス、来社など広く対応すべきです。そうすれば、ビジターは最も負担の少ない方

法で貴社にアクセスすることができます。 

 

「ホームページを見ての問合せです」とひとことお願いするように説明しておきましょう。特に電話で

の受付時の対応にまちがいがありません。担当者の氏名をあきらかにしておけば、より親切です。 

 

大切なことがあります。問合せ内容は社外秘として厳重管理すべきですが、そのことを、ここで「あら

かじめ約束」しておく必要があります。 
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５） 関連情報：関連情報とは上の（１）～（４）までの必須項目以外に提供するコンテンツを全て含みます。

これらコンテンツは、貴社サイト（＝貴社）の「懐の深さ」を示すもので、信頼感がより得られます。 

 

● 情報管理のポリシー 

● 取引方法の説明 

● 保証規定 

● よくある基本的な質問と回答 

● サンプル提供 

● 関連する技術、材料などの基礎知識。 

● 設計支援資料（CAD データ、技術計算資料、など） 

● 関連情報リンク集 

 

上記のコンテンツで、なぜ信頼感を得られるのでしょう？それはビジターが不安や疑問に思いそう

なことに、事前に答えているからです。聞かれたら答えるのではなく、「事前に答える」企業姿勢に

信頼感をもたれるのです。 

   

客がこうして欲しいと思うことを、さりげなく心配りしてくれる店は心憎いですね。 

値段が高いのも当たり前だと納得してしまい、頼まれもしないのに贔屓にします。 

われわれ製造業者もこうした質の高いサービスから学ぶ必要があります。 

 

その他、競合サイトで提供していない情報があれば、ぜひ掲載を検討すべきです。 

その際、企業秘情報かどうか、著作権の有無などを、事前調査する必要があります。 

 

また、情報やサンプルなどを申込者に限り提供するという方法もあります。ビジターのメールアドレス

を入手できますから、見込み客を増やすにはよいかもしれません。 

 

 

■■■■３３３３    制作制作制作制作ガイドガイドガイドガイド    臨界点臨界点臨界点臨界点にににに達達達達するまでがんばろうするまでがんばろうするまでがんばろうするまでがんばろう！！！！    
 

 

これまでの制作ガイドで述べたことを、ホームページ立ち上げ時にすべてやろうとすれば、大変な仕事

量になります。一度に完成させようと考えずに、最低限必要な項目で早く立ち上げることを優先すべきで

す。全体図を頭に入れておいてスタートし、少しずつページを増やしていくのです。ただし、目次だけで、

ページは工事中というのはいけません。 

 

また、既存のページで古くなった情報は、最新の情報に差し替えることも必要です。情報によっては、ペ

ージ全体を削除する場合もあるかもしれません。 

 

ホームページを立ち上げてみると、思ったように反応がない場合のほうが多いでしょう。それでガッカリし、

最初の構想はどこへやら、ページの追加を怠ったのでは、事態はますます悪くなります。 

 

「臨界点」というのをご存知ですか？水は一気圧の状態で 100 度に達すると、気体になります。0 度以

下では固体です。物質はある限度以上になると、それまでの状態が一気に変化するのです。 

 

ホームページにも臨界点があると思います。質の面での留意点は制作ページでのべました。量の面で

言えば、ページが 10 ページ程度では臨界点に達しないことは、経験的にも明らかです。 

 

ホームページで臨界点を突破すると、それまでの長い滑走が終わり、一気に離陸します。問合せが目

立って多くなります。離陸してはじめて、それまでが滑走だったのかと理解できるでしょう。飛行できれ

ばパイロットとして自信がつきます。操縦（制作）のコツもつかめるでしょう。ぜひがんばってください。 

心から応援します。
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～ 運営編 ～ 
 

問合せはお客さまが抱える問題。 

貴社なりのよい答を提案すること。 

それが受注に通じる道。 
 

 

■■■■1111    新 規 開 拓 型新 規 開 拓 型新 規 開 拓 型新 規 開 拓 型 ホームページホームページホームページホームページをををを運 営運 営運 営運 営 するするするする                                                                                                                            
 

●●●●1111----1111    ホームページホームページホームページホームページはははは運営運営運営運営でででで育育育育てるてるてるてる    

 

ホームページは作れば終わりではありません。ウェブマーケティングの始まりです。なぜなら、立上げた

ら、即、問合せが殺到！などということはありえないからです。多いにありえるのは、相変わらず問合せが

ない！がっかりしましたか？ 

 

貴社はホームページという種をまいた。グーグルにリストされたのは芽が出たということです。これから大

きく育てなければ、決して果実はなりません。心血をそそいで育てれば、毎年大きな収穫をもたらしてく

れます。少なくとも、一年間はやれるだけのことをやってみましょう。 

 

やれるだけとは知恵と汗を出しましょうということです。決して大きな投資をしてはいけません。判断でき

ないものを買うときは、損しても勉強代だと諦められる範囲にすべきです。 

 

話はすこし変わります。このサイトで主張する新規開拓型ホームページは広義のネット販売です。ネット

販売とはマクロ的にみると、既存の販売経路をネット経路に代替させるものです。従来の販売経路に依

存する企業の売上げが減り、それがネット販売企業に移る図式です。 

 

例えば、旅行予約市場というのがあります。これは旅行をするとき、切符の手配やホテル・旅館の予約と

いう市場です。これまで旅行代理店が独占していました。ところが、最近では新興ネット予約サイト（旅の

窓口など）が大きく伸びています。例えば、国内航空券の予約はすでに 40%がインターネット経由です。

（2004 年現在）個人客などの予約手数料では利益は出ない、というのが代理店業界の常識でした。彼ら

はインターネットで起きていることを先進のアメリカの事情も含め、知らないわけはありません。でも、ビジ

ネスとして、自らの脅威となるほど成功するはずはないと考えたのでしょう。旅行代理店で、ネットに力を

入れたところはありませんでした。 

 

以上の話でいいたかったことはこうです。ホームページの運営していると、アイデアが出るでしょう。それ

に対して、たいてい業界常識的な否定論がでます。しかし、それで実行をためらってはいけません。小

規模に試みることです。ホームページで費用をかけずに、テストして効果を検証できるのですから。一つ

でも成功すれば貴方の勝ちです。自信がつきます。 

 

� ホームページの運営の基本指針＝思ったことは、すぐ試す。 

 

●●●●1111----2222    ホームページホームページホームページホームページ立上立上立上立上げげげげ前前前前にすべきことにすべきことにすべきことにすべきこと    

 

ホームページを立ち上げる前に用意すべきことが３つあります。プロバイダー、ウェブサーバー、ホーム

ページの URL、これらを決定しておく、ということです。手続きはデザイン制作会社で代行できますが、

できれば自社で行いたいものです。 

 

１） プロバイダー：インターネットに会社のパソコンを接続してくれる通信業者のことです。Nifty、OCN な

どたくさんあります。貴社ではすでに契約したプロバイダーがあればそのままでもかまいません。回

線はブロードバンド（ADSL または光）に変更しましょう。併せてルーターを利用し、社内 LAN を構築

しましょう。パソコンの利便性が向上します。 
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２） ウェブサーバー：ウェブサーバーとはインターネットに接続したホームページ（ウェブページ）をクライ

アントとやり取りできるコンピューターのことです。このウェブサーバーをどこにするか決めなければ

なりません。中小企業は費用のかからないレンタルサーバーに限ります。多くのプロバイダーは、契

約者に無料でホームページスペースを提供しています。この場合、URL はプロバイダーの子 URL

になるようです。有料のレンタルサーバーなら問題なく、自社ドメインが利用できます。 

 

３） ドメイン：ホームページのインタネット上の住所である URL を決める必要があります。URL はできる限

り自社ドメインにしたいものです。自社ドメインとは www.*******.co.jp(******は社名など)という

ULR です。これに対して、例えば www.nifty.com/******/という URL はプロバイダーの子 URL で、

間借りということがはっきりわかります。費用は月額 1000 円くらいから可能です。 

 

●●●●1111----3333    ホームページホームページホームページホームページのののの立上立上立上立上げげげげ時時時時にやるべきことにやるべきことにやるべきことにやるべきこと    

 

１） アップロード：アップロードとはウェブサーバーにパソコンからファイルをウェブサーバーに転送し、イ

ンターネットからのアクセスを可能にする作業のことです。アップロードは今後、ページを更新する

都度必要な作業です。ぜひ自社からできるようにしましょう。 

 

２） 検索サイトにホームページを登録する。グーグルを含む、多くの検索サイトに自社のホームページ

を登録する必要があります。現在、検索サイトはロボット型が主流で登録しなくても、サイトを探査し

てくれるはずですが、登録しておくにこしたことはありません。登録は無料です。なお、Yahoo への登

録はビジネス・エクスプレス（約 5 万円）を利用するしかありません。Yahoo は検索利用率が最も高い

検索サイトです。お金に余裕があれば、ぜひ登録してください。 

 

３） 検索順位を確認する。検索サイトに登録後、約５週間以上の後、貴社ホームページが主要検索語

の検索リストに反映されます。もしそれ以上たっても、何のリスティングされなければ、ホームページ

に問題があります。リストの順位が低い場合も、ホームページの手直しが必要です。 

 

４） アクセス数を確認する：主要検索語の検索順位が上位に表示されるようになったら、毎日のアクセ

ス数を記録してください。驚くべきことに毎日ほぼ安定した数のアクセスがあります。アクセス数は主

要キーワードが何かということ（ビジターが連想しやすいなど）と、そのキーワード（複数）のランクと関

連があります。 

 

●●●●1111----4444    ホームページホームページホームページホームページ運営運営運営運営ガイドラインガイドラインガイドラインガイドラインについてについてについてについて    

 

ホームページの運営に関する仕事は、２つあります。簡単にいえば、ホームページからの問合せを増や

す仕事=ウェブ管理、と問合せを受注に結びつける仕事＝ウェブ営業です。 

 

２つの仕事は、互いに関連していますが、要求される能力と作業がまったく異なります。できれば担当者

を二人置くのがよいのですが、無理な場合は、前者を外注化するのもやむをえません。しかしその場合

でも、以下のガイドラインを参考にしてウェブ制作管理をするようにしてください。そのため、運営ガイドラ

インはウェブ管理ガイドラインとウェブ営業ガイドラインの２つに分けました。 

 

■■■■２２２２    ウェブウェブウェブウェブ管 理管 理管 理管 理 ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン                                                                                                                                            
 

ウェブ管理とは、ホームページからの問合せを増やすために行う全ての活動です。活動は 2 つ。 

第一は、ビジターを増やすこと。第二は、貴社が提供する製品やサービスの魅力（価値）をビジターに伝え、問合

せを引出すことです。 

 

●●●●WMWMWMWM ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン（（（（１１１１））））    アクセスアクセスアクセスアクセス数数数数をふやすをふやすをふやすをふやす    

 

経験的に、毎日のアクセス数が２０位ないと、コンスタントに問合せを獲得することは難しいと思います。 

 

アクセス数を増やすためには、どんなことがことができるのでしょう。アクセスは、検索サイトからがほとん

どです。ですから、手法は検索サイト対策（SEO）といえます。 



新規開拓型ホームページ実践ハンドブック 

25 

１） キーワードを見直す：キーワードは検索者が検索の際に選ぶ言葉です。検索者がすぐ連想する単

語が、キーワードに選ばれます。２単語以上の複合語は１単語に比べ連想しにくくなります。専門用

語（業界用語）は検索者がその業界に限定されます。 

グーグルでいろいろなキーワードで検索してみてください。検索件数が多い言葉は、よくキーワード

として使われる言葉と考えてよいでしょう。さらに、上位表示のサイトを覗いてライバル会社が掲載さ

れていれば、そのキーワードを自社サイトに取り込むべきです。主要キーワードが増えれば、検索さ

れるチャンスが増えるわけです。 

 

２） 検索ランキング：だれでもすぐ思いつく単語は、検索件数も当然多くなります。競争も激しく、検索ラ

ンキングで上位に位置するのは容易ではありません。SEO テクニックでかなり改善が可能なようです

が、限度もあります。レイアウトなどを壊してまで SEO を優先することは、お勧めできません。 

より検索件数の少ない検索語で、たくさんの言葉の上位ランクを狙う方もよい作戦です。その場合、

先頭ページ以外にキーワードを割りふるという方法があります。 

  

３） 検索タイトルおよび説明文：検索リストにのるサイトのタイトルと説明文は、検索者にとってどんなサ

イトかを示す有力な手がかりです。現在掲載されているタイトルや説明文が意味不明では、アクセス

をためらうでしょう。改善の要ありです。タイトルはともかく、説明文はページのどの部分が引用され

るか予測できません。試行錯誤で試す以外はありませんが、description タグからの引用も多く見ら

れることは事実です。 

 

●●●●WMWMWMWM ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン（（（（２２２２））））    問合問合問合問合せせせせ率率率率をををを高高高高めるめるめるめる    

 

アクセス数が増えれば、それだけ問合せ数も増えると期待できます。でも問合せ数よりも、問合せ率（＝

問合せ数÷アクセス数）が重要な指標になると考えるのは、わけがあります。 

問合せがコンテンツやデザインと関係があると考えるからです。ビジターに問合せを決意！させるものは、

このサイトなら適切な回答が期待できると判断される「何か」です。「何か」とはサイトが与える信頼感とい

ってもよいでしょう。これはコンテンツとデザインの相乗効果です。 

 

問合せ率＝「コンテンツ効果」の指標と考えることができます。 

 

問合せ率は、参考になるデータが見当たりません。第一目標としているのは、DM の反応率２％です。５

０アクセスで１件の問合せがあればコンテンツとデザインの基準は達していると判断します。次の目標は

５％です。アクセス数の目標が２０ですから、これで毎日１件の新規問合せが期待できるウェブ営業が可

能になります。当社の場合 2.5％ぐらいです。（チラシの平均反応率は 0.2%程度だそうです） 

ひたすら、サイトデザインの改善と、コンテンツの充実を図る以外の正攻法はありません。 

  

●●●●WMWMWMWM ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン（（（（3333））））    受注率受注率受注率受注率をををを上上上上げるげるげるげる    

 

受注率＝受注件数÷問合せ件数です。受注件数ではなく、率を指標にするのは２と同じ理由からです。

では受注率は何の指標でしょうか？ 

 

受注率＝「問合せ対応力＝問題解決力」をあらわす指標と仮定できます。 

 

問合せ率と同じく、適切なデータがありません。あえてこじつけて、野球の合格打率 25％を目標にして

います。当社の場合、15％程度です。受注率向上の努力はウェブ営業担当の責任です。 

この件は「■3 ウェブ営業ガイドライン」で検討します。 

 

●●●●WMWMWMWM ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン（（（（４４４４））））    リピートリピートリピートリピート受注率受注率受注率受注率をををを上上上上げるげるげるげる    

 

リピート受注率＝リピート受注件数（一度でも受注したことがある顧客からの受注）÷総受注件数です。リ

ピート受注は顧客が貴社の製品やサービスに満足した何よりの証明です。 

新規受注の半分以下の営業努力で受注できる上に、経営の安定に大きく貢献します。 

 

リピート受注率を高めるためのウェブ管理担当のアイデアとしては、メールマガジンの発行という定石が

考えられます。（私は経験がまだありませんので、これ以上コメントできません） 
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●●●●WMWMWMWM ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン（（（（５５５５））））    ホームページホームページホームページホームページをををを常常常常にににに更新更新更新更新するするするする    

 

ガイドライン（１）（２）を実行すること。それはページを更新することです。更新は、コンテンツの充実という

ユーザー価値を増すということになり大切なことですが、別の価値もあります。 

 

最新のグーグルは日次巡回コース（Everflux）があり、このコースに乗ったサイトはすぐページの更新が

反映されています。常に最新情報をビジターに提供とするサイトと、ページの更新をしないサイトを区別

し、前者を優遇するというシステムに変更したのです。詳しいことは不明ですが、この巡回コースサイトは

ページランクとも関係がありそうです。更新を心がけましょう。 

 

■■■■３３３３    ウェブウェブウェブウェブ営 業営 業営 業営 業 ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン                                                                                                                            
 

ウェブ営業は、新規開拓営業そのものです。でもそれは飛込み営業ではありません。外回りしながらの御用聞き営

業でもありません。無駄な世間話や、お世辞をいう必要もありません。問合せに、全力で回答することに意を注げ

ばよいのです。問合せはお客さまの抱える問題です。貴社なりのよい解決案を一生懸命考えることが仕事です。 

 

ウェブ営業は、幅広い知識と経験が必要な仕事です。全てが未知なことで、試行錯誤でやる覚悟が必要です。目

鼻がたつまで、社長自らがやる以外に適切な担当者はいないかもしれません。しかし、社長が先頭でやるのは、ウ

ェブ営業の「しくみ」を開発するためです。この仕事は、あなたがいなくても「しくみ」でできるようにするのです。 

 

ウェブ営業は生産性の高い営業をめざしましょう。その手法はシステム化、標準化、データベース化、であり、その

ための道具がパソコンです。 

 

●●●●WSWSWSWS ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン（（（（１１１１））））    問合問合問合問合せにはせにはせにはせには、、、、迅速迅速迅速迅速かつかつかつかつ誠意誠意誠意誠意をもってをもってをもってをもって対応対応対応対応するするするする    

 

どんな内容にせよ、問合せをもらったこと自体をビジターに感謝しましょう。感謝の念をもって、迅速かつ

誠意をもって問合せに対応することが、基本姿勢です。 

 

誠意という事に関して大切なことがあります。ビジネスの交渉はビジネスマナー（ビジネスルール）という

「きちんとした会社」のビジネスマンならわきまえておくべき不文律があります。ビジネスルールに則って

お客さまを尊重し誠意を尽くす、というのが基本です。無用に媚びるとか卑下するような対応は、かえっ

て不信感をもたれることになります。 

 

問合せは、＜E メール＋問合せフォーム＞からと、電話による場合があります。 

 

電話は面識のまったくない人からいきなりです。貴社がもし接客に慣れていないなら、貴社のローカル

ルールでの対応は問題がある可能性大です。親しみと勘違いした、なれなれしい対応は論外ですが、

例１、方言だと思っていない言葉があります。これを使って親切に説明しても、まったく通じないばかりか、

逆に不愉快にさせる場合があります。正確に話すことは誠意の基本です。例２、時間感覚。都会の 1 時

間が地方の 1 日という感覚です。地方では約束は日にちまでで、時間を指定することは稀ですが、都会

では当たり前です。至急返答しますといういうから客は待っているのに、何の返事もない！迅速な対応も

誠意の基本です。 

 

メールの問合せの対応には大切なルールがあります。問合せの内容にすぐ返答できないことはよくあり

ます。いい解決案が出来てから回答すればよい、という対応は誤りです。メールを受信したら、お礼と、

今後どのように対応するかの返信メールを、即時に出すのです。（少なくとも朝、昼、晩の一日三回メー

ル受信を確認すること。） 

 

ホームページでいくらよい印象を与えても、問合せ対応のほんの些細なことで、相手にとても悪い印象

（だらしがない。いい加減な会社という印象）を与えてしまいます。ネット時代のビジネス基本マナーを

社員全員の叩き込んでおきましょう。 

 

貴社は、これから日本中の企業を相手にビジネスをしようとしているのですから、ローカルルールは捨て、

国際標準のビジネスルールに則ってビジネスをやりましょう。大切なことです。 
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●●●●WSWSWSWS ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン(2)(2)(2)(2)    問合問合問合問合せはせはせはせは、、、、市場市場市場市場のののの声声声声    

 

感謝すべき問合せですが、「すぐやれそうだ」と思える問合せは極めて少ないでしょう。 

がっかりしましたか？でも、このことは当然といえば当然のことなのです。なぜか？それは、貴社はこれま

で限られたニーズに応じた仕事しか、やっていなかったのですから。 

 

ホームページからの問合せ先は、もちろん想定した業界からのものが多いでしょう。しかし、予想もしな

かった業界からもかなりあるはずです。要求される仕事の質や量も、これまでの貴社なら断る基準が多

いでしょう。 

 

ここでもし貴社が、これまで主力にしていた仕事がそっくりそのまま（設備や、人など）生かせる仕事だけ

を探すつもりなら、つまりすぐできそうだと判断できるような仕事だけを、問合せから期待するなら、がっ

かりする結果になるでしょう。 

 

しかし、問合せはホームページの中味から判断して、「これならできるはずだ」という市場の声（マーケッ

トニーズ）だ、と考えることができるなら、問合せに深く感謝するはずです。 

 

マウンドのピッチャー（問合せ）は、ストライクゾーンに投げている。バッターボックスのあなたは、ホームラ

ンコースの玉だけを待っている。その結果は見逃しの三振です。くせ球ばかりのピッチャーだ。打てるわ

けがない！と不満をいいますか？それともヒットゾーンを広げる努力をしますか？ 

 

では、全ての問合せに、全力で（ヒットを狙って）対応すべきなのでしょうか？原則としてはそうです。問

合せ数が少なければ、ぜひそうすべきです。一年間は試行期間としてやってみることをお勧めします。

そのすれば、どの程度ができ、どの程度はやるべきではない。という判断ができるようになるでしょう。 

 

●●●●WSWSWSWS ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン((((３３３３))))    活動活動活動活動をそのつどをそのつどをそのつどをそのつど記録記録記録記録しておくしておくしておくしておく    

 

問合せを含め、ホームページの運営でおきたことは全てを記録しましょう。主に記録すべき事柄は、ペ

ージ更新、検索ランク、アクセス、問合せ、受注、リピート受注、などです。 

 

特に、問合せは対応過程も含め記録しておくべきです。はじめはメモ書き程度でよいのです。問合せ記

録表等をつくり、その都度すぐ書きこむのです。メールは受信箱に残りますが、電話の問合せはすぐ忘

れてしまいます。まず記録することを習慣化しましょう。 

 

問合せから、その後の経過、結果も出来るだけ詳しく記録すべきです。さらに受注に成功しなくても、成

功しても、なぜそういう結果になったと考えるか、記入しておくのです。なお、これは営業個人用の記録と

しては絶対いけません。そのためには、早急に問合せ記入書を整備し、共有ファイル化すべきです。 

 

なぜ、記録するのか？前回打合せしたことを忘れているなんて、お客様に失礼ではありませんか！それ

以上に大切なことは、この共有記録ファイルは貴社の新しい財産だということです。受注活動をその都

度記録しておくという、めんどうだが不断の努力を蓄積すると、量が質に転換し大きな価値を生みます。 

 

貴社だけのこの知的資産をどう活用するかで、貴社の明日が決るといっても過言ではありません。 

 

将来図を見据えて、現在やっている仕事の意味をつかんでおく。あなたの仕事は合理的なウェブ業務

プロセスを開発することです。あなた以外の人が生産性高くその仕事をこなせるようにするためです。 

また、成果を数字で把握できるようにするためです。これは製造部門でやっていることと、本質的にはま

ったく同じです。それを整備できれば道具に置き換えること、つまり IT 化は比較的簡単なことです。IT 化

すれば、効率的に作業が出来るというだけでなく、普通の人間ではこれまで出来なかったことが簡単に

出来ます。パソコンはすごいことが出来る機械です。 
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●●●●WSWSWSWS ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン（（（（４４４４））））    問合問合問合問合せせせせ対応対応対応対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルをををを作作作作るるるる    

 

マニュアルは作業標準書です。現場作業と異なり、問合せはマニュアル化が難しい作業であることは事

実です。だからといって、属人的な能力に頼るやり方では決して成果は上げられません。 

 

問合せ対応者は会社を代表する人です。どのように対応するか大変気がかりですが、問題がある都度

注意しますか？それではいつも付きっ切りでないと出来ませんし、担当者はやってられません！ 

 

貴社なりの対応ルールが定めてあり、彼（彼女）が納得できていれば、ルールに従うでしょう。貴方に従う

のはいやでも。 

 

２：８の経験則を応用すべきです。この場合、2割が例外的問合せ、8割が繰返しある問合せ（の組合せ）

と考えるのです。前者の問いは後日答えることにして、8 割の問いは即時にマニュアルで答えられるよう

にすることをめざすのです。 

 

マニュアルは形式別、内容別に作るのがよいでしょう。形式面では、電話とメールの対応にわけます。い

ずれも基本的なマナーがあります。参考文献もたくさんでていますので、必要なところをピックアップす

ればスタート時は十分でしょう。その後、日々の対応で気付いた点を追加していけばよいのです。内容

面では、問合せにある基本的な質問と答えはホームページ上に用意しておいたほうが、対応もスムーズ

に行きます。即答できなければ、その場でいい加減に答えないで、よく調べ、後日返事するように対応し

ます。 

 

マニュアルは一気に整備できるものではありません。個々の問合せがある時に、めんどうでもきちんと保

存する習慣にすると、蓄積効果を発揮します。 

 

●●●●WSWSWSWS イドラインイドラインイドラインイドライン（（（（５５５５））））    販促資料販促資料販促資料販促資料をををを整備整備整備整備するするするする    

 

ホームページからの問合せの中には、資料の請求が必ずあります。当然あるべきものがない、というの

は問題です。請求するにはそれなりの理由があります。なぜ資料が問合せ客（会社）には必要なのでし

ょうか？きちんとした会社では、物事の決定手続きに必ず会議や稟議があります。その資料として必要

だからです。 

 

また、問合せに、口頭でいきなり回答するより、あらかじめ資料を E メールなどで渡し、それから説明した

方が相手の理解が早まるという場合もあります。必要に即応できるよう、あらかじめ用意しておきましょう。

資料としてはつぎのようなものがあります。 

 

� 製品（またはサービス）カタログや説明書 

� 会社案内や概要書 

� 技術説明資料 

� 参考図面、参考画像 

� 実物サンプル・模型 

 

相手に合わせて提出できるよう、少しずつでも種類を増やしましょう。それには、社内でパソコンを使って

制作するに限ります。改定も容易です。大量印刷しないで必要な都度プリントアウトするはよいやり方で

す。カラーレザープリンターがベストです。 

 

資料の作成には、文書作成ソフト（ワードなど）やCADソフト（AutCADなど）で十分です。作成のポイント

は、説明書として作ることです。デザイン会社が作る写真中心の会社案内や、製品チラシを作ろうと考え

てはいけません。プロのようには決して作れません。それより、説明書ならはるかに作りやすいです。段

組を利用すればレイアウトもすっきりし、読みやすくなります。必要なら画像を貼ることもできます。 

 

作成した資料の配布には注意が必要です。印刷物なら問題ありませんが、ファイルで配布する方法（ホ

ームページからダウンロード、メールに添付など）もスマートです。その場合、未知の相手に、貴社で作

成したファイルをそのまま渡すことはかなり危険です。ファイルで渡すときは、改ざんが抑止できる PDF

ファイルにしましょう。 
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●●●●WSWSWSWS ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン（（（（６６６６））））    見積見積見積見積りりりり作業作業作業作業をををを標準化標準化標準化標準化するするするする    

 

問合せに見積もりはつきもの。面倒がっていては問題の解決はしません。どうすれば、迅速、簡単にで

きるか考えるべきです。あなた以外の人でも８０％の案件は見積もれるようにすべきです。その積算資料

を作るために当面、あなたが自分でやるのです。（２：８の経験則） 

 

また、見積りに値切りはつきものですが、これの原則も決めておかねばなりません。担当者が、受注確保

を優先して値引きに無原則に応じていたら、利益は吹っ飛んでしまうでしょう。しかし、その都度、あなた

に相談して決めているようでは、担当者もやる気を失うでしょうし、仕事も進みません。 

 

見積りは原則 1 発回答（ベストプライス）のみです。とするのも、よいかもしれません。 

特に小額取引の場合はそうすべきです。 

 

価格とは、貴社の創り出す価値（会計的には付加価値）＋購入費（変動費）であること、値引きは、貴社

の産出す価値を安売りすることであることを、常日頃、社員によく理解させておかねばなりません。 

 

●●●●WSWSWSWS ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン（（（（７７７７））））    CADCADCADCAD 対応対応対応対応できることできることできることできること    

 

そもそも、見積りは図面がなければできません。CAD 対応は前提条件です。お客さまからは CAD 図面

が送られてきます。ソフトがなければ開くこともできません。送られた図面の修正や、再設計することも日

常化します。CAD 対応はできていますね。 

 

見積書と根拠となる図面を照合できるようにしておく必要があります。また見積書と製造確認書を照合で

きるようしておけば、個別受注品の付加価値率（粗利益）が把握できます。 

 

●●●●WSWSWSWS ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン((((８８８８))))    大切大切大切大切なななな打合打合打合打合せはせはせはせは出向出向出向出向いていていていて、、、、面談面談面談面談でするでするでするでする。。。。    

 

これは当たり前で、いまさらいうまでもありません。 

お客さまから来社の要望があった場合は、発注見込みは高いと判断すべきです。いきなりでは身につき

ませんので、事前に、担当者はもちろんのことですが、社員全員に接客の基本教育をしておきましょう。 

 

●●●●WSWSWSWS ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン（（（（９９９９））））    確認確認確認確認をとりをとりをとりをとり、、、、それをそれをそれをそれを記録記録記録記録にににに残残残残すすすす。。。。    

 

新しいお客さまとの取引は、お互いに不案内なことが多く、トラブルの確率も高くなります。面倒でもステ

ップごとに確認をとりましょう。そして確認事項を記録に残しておきましょう。 

次のような書類を用意し保存することが必要でしょう。（当然の項目ですね） 

 

� 見積書 

� 打合せ確認書 

� 承認図・承認仕様書 

� 発注書 

� 製品納品書・発送書・受領書 

� 請求書・領収書 

 

●●●●WSWSWSWS ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン（（（（10101010））））    高額取引高額取引高額取引高額取引はははは、、、、事前事前事前事前にににに信用調査信用調査信用調査信用調査するするするする。。。。    

 

これも当然のことです。インターネットでたいていの企業は調べることができます。相手企業がどのような

会社か知っておくことは取引を進める上でも大切です。帝国データバンク、東京商工リサーチなどの企

業情報サービスは有料ですが、高額取引では必要経費です。 

 

小額取引は前払い、もしくは代金引換でお願いしましょう。 
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●●●●WSWSWSWS ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン（（（（11111111））））    約束約束約束約束したことをしたことをしたことをしたことを守守守守るるるる    

 

初回の取引はお互いに不安です。あなたは支払いを心配するでしょうが、発注先は発注どおりしたもの

ができるか、故障したらどうなるのか大変不安です。 

 

製品保証や返品・交換の取決めを、あらかじめホームページで公開しておけば大変信頼されます。他

社が保証規定を明示していなければ、差別化したサービスとなります。 

逆に他社が保証制度を公開しているのに、貴社になければ競争にならないでしょう。また、保証の明示

は、取引後の無用なトラブルを防止することにも役にたちます。 

 

貴社が、安定した取引先をたくさん確保しようと考えるなら、（顧客を広く分散することは正しい方針です) 

初回の取引は、どんなに小口でも細心の注意が大切です。発注先は貴社の仕事振りを観察していると

思うべきです。 

 

ホームページや発注先との打合せで約束したことは、絶対に守らなければなりません。 

 

さらに、発注先が期待した以上のもの（製品のできばえ、親切なサービスなど）を提供することができれ

ば、貴社は大変評価されるでしょう。次回の発注時期がくれば、貴社に発注してくれる可能性は高くなり

ます。小額の受注でもリピート受注を考え、大切にすべきです。 

 

リピートオーダーを増やすことが、利益の拡大につながります。 

 

でも、決して無理をしたもの（サービス）はいけません。次回からずっとそれをやらなければ失望されるこ

とになります。費用をかけないで、発注先の心を打つような「やり方」が必ずあります。ぜひそれを発案し

てください。 

 

 

●●●●WSWSWSWS ガイドライガイドライガイドライガイドラインンンン（（（（１１１１2222））））    新新新新しいしいしいしい製品製品製品製品ややややサービスサービスサービスサービスをををを開発開発開発開発するするするする。。。。    

 

開発といえば画期的な技術開発・新製品開発だけと思われています。でも、それは大変な勘違いです。

デル社のマイケル・デル会長が述べた、つぎの言葉は重要なヒントです。 

 

技術開発よりも、ユーザーにすぐ役にたつサービスの開発のほうが重要な革新である。 

 

たとえば、以下のようなものも立派な製品/サービス開発です。問合せや受注実績をヒントにして、貴社

の新製品や新しいサービスを開発すべきです。こうしたサービスは、「その気になれば」すぐやれることで

す。やれることは何でもホームページで発表してやってみましょう。ビジターの反応があれば、改良し、よ

りよい製品に仕上げましょう。まったく反応がなければ、ユーザーに魅力がないと考え、ページから削除

すればよいのです。 

 

� 製品・サービスの保証（有料・無料） 

� 短納期特急サービス/長納期割引サービス 

� 単品受注/発注単位サービス（大口ロット割引） 

� 加工サンプル提供 

� イージーオーダー製品または標準規格品（在庫製品） 
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～ おわりに代えて ～ 
 

顧客が求めそうなことで、当社でできそうなことは 

いつでも提供できるよう準備している。 
 

 

このハンドブックは、貴社ホームページを機能させ、新規開拓に利用するにはどのようにしたらよいか、ということ

について経営視点から要点を説明しました。 

 

■貴社に、ある日突然、世界の一流企業からこんな依頼があるかもしれません。 

 

貴社に、当社にとって利用価値のある技術や製品があるなら取引したい。貴社に意向があるならば、

まず説明資料を提出して欲しい。卓越したものであれば、採用にあたり企業規模などは問いません。

資料は日本語で OKです。 

 

貴社の対応は以下のいずれでしょう？ 

 

１） 丁重に断る。 

２） 急いで、体裁のよい資料をデザインしてくれそうな会社を探す。 

３） 一所懸命に考え、胸を張って説明できる資料を自分たちでまず作る。 

今はこの程度だが、「すげえ（エクセレント）！」といわれる会社になってやる！ 

４） ご指定の期日までに用意します。まず当社のホームページ（ウェブサイト）をご覧ください。 

 

 

 
 

 

悪文にもかかわらず、この実践ハンドブックを終わりまで読んでいただき、本当にありがとうございます。 

 

この「ホームページ実践ハンドブック」についてご感想やご質問を歓迎します。連絡先は以下のとおりです。よろし

くお願い申し上げます。 

 

この実践ハンドブックの複製、配布は自由です。ただし著作権を放棄するものではありません。印刷に適した PDF

ファイル版を用意しました。恐れ入りますが下記のメールアドレスからご請求ください。社員研修用にご利用いただ

き、みなさまの読後感を一言いただけると大変うれしいです。 

 

ウェブサイト「新規開拓型ホームページ」ではこの実践マニュアルだけでなく、企業ホームページ制作と運営につ

いてご参考になるコンテンツを用意しています。ぜひご覧ください。 

 

（2005/2/1 追記）このハンドブックは２００４年 8 月に初版を発行しました。その後、ウェブに新しい技術が導入され

つつあります。また、IT セミナーなどで新しい知見も得ました。これらをまとめ、実践ハンドブックの続編を、いずれ

発刊する予定ですが、とりあえず付記として次ページにまとめました。 

 

http://homepage3.nifty.com/webmarketing/ 

 

      中小企業ウェブマーケティング研究会 

      代表者 宇根安重 

      webmarketing@pc.nifty.jp   

黒田工業株式会社 内 

      広島県福山市新浜町 2-4-28 
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～ 付記～ 
 

Ｔｈｅ Ｔｉｍｅｓ They Are A-Changing  by Bob Dylan 

 

 
2005 年の大きな出来事として、ブログの爆発的な普及と Yahoo!検索システムの変更が上げられます。この二つについて、現在

の見解を述べます。（2005 年 12 月 21 日） 

 

ブログの普及はマスメディアに独占された情報発信の終わりを告げるもの。ヤフーの検索システム変更はネット広告の急成長

に対応するもので、マス広告の効果衰退を告げるものです。 

 

1. ブログについて、 

 

2005 年４月現在でブログ作成経験者は３００万人に達した。２００４年には月平均１１万ユーザーだったのに、２００５年

には月平均 34 万ユーザーに達している。（出典：国内ブログ事情、この一年を振り返る FPN ） いわゆる企業ブログ

も注目され、多くの企業で開設され続けています。 

 

(ア) 通常のブログを利用するメリットは①更新の容易さ②ＳＥＯが優れているという点です。ディメリットは、①ユーザビィ

ティが企業サイトとしては悪いことである。原因は日記形式では記事を固定できないこと、カテゴリ機能が貧弱なこと

です。 

 

(イ) 標準とされる日記形式のブログは、メインサイトの補完的な役割として使うのがよい。 

 

(ウ) 簡易型ホームページと称されている、より企業ウェブサイトに近いインターフェイスを作成できるサービスが提供され

始めている。しかし、作成や管理のしやすさは、提供する会社によって大きな差がある。 

 

小規模企業には簡単に開設、運営でき、しかもＳＥＯとしても優れているのでおすすめである。しかし、初期費用 5

万円、毎月 5000 円程度の相場は、成果が理解できなければ、高いと感じられるだろう。 

 

2. Yahoo! Search について 

 

日本では Yahoo!は検索サイトとして、企業利用でも６割程度は使っていると思われます。世界的に見れば Google が

断トツですから、日本だけの不思議な現象です。その Yahoo!が 2005 年１０月から Yahoo! Search に切替わりました。

一口で言えば、Google そっくりに変更されました。 

 

(ア) Yahoo!Ｓｅａｒｃｈは、この度の変更でページ検索優先表示に切り替えました。変更の最大理由は、利用者の利便性も

さることながら、これまでのカテゴリ優先表示ではキーワード広告に適さないからです。アメリカでの動向からキーワ

ード広告の将来性は高いとみた Yahoo!の戦略転換です。 

 

(イ) ＳＥＯは今後とも重要ですが、キーワード広告が主流になることは間違いありません。広告費は合理的で極めて安い。

小規模企業だからこそ、導入すべきです。 

 

(ウ) 今回の変更を検索性能でグーグルと比較すると 

 

(ア) 検索リストには重複ページが目立ちます。Google のように洗練されたリスティングではない。 

(イ) ブログ更新結果の反映は早い（翌日表示）。一方、グーグルはブログ専用の検索エンジンを日本

でも立ち上げるようだ。（アメリカでは Blog Search がすでにサービス開始。） 

(ウ) 検索ランクには「1 単語」ではカテゴリ登録サイトに重み付けされているようだ。2 単語以上ではその

傾向はみられない。検索ランクに恣意性があることに注意べきです。 

(エ) Google やＭＳＮと検索結果が異なることに留意すべき。 

 

 

� 時代は変わりつつある 

 

力のあるものがマスメディアを行使し、社会全体の情報を操作できる時代は終わりました。インターネットがインフラと

なった現在、情報社会とはどのようなものか、社会に理解されつつあります。この流れを理解できず、対応を誤れば大

企業といえども存続が危うい時代なのです。 


