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講師自己紹介 永友一朗（ながともいちろう）

ホームページコンサルタント永友事務所 代表

「お客様目線でホームページのあり方そのものを改善する」「わかりにくいホーム
ページをわかりやすくする」というシンプルな手法で「重要顧客からの引き合いを
230%増に」「自作ホームページで売上が6倍に」等ホームページの「力そのも
の」を高める仕組みと成果が評価され全国からコンサルティング／講演依頼多数。
また自らホームページ／ブログ／SNSでコンサル契約や執筆、講演を受託している
実践派。
机上の理論家ではなく、HPの自作（自社運営／Webマスター）・発注・受注
全ての「実務経験」がある「中小企業、小規模事業者のHP運営実務」に精通した
コンサルタント。「実践的でわかりやすいアドバイス」がモットー。
Webコンサルティングでは起業予定者から小売飲食サービス業、市会議員、県庁、
Webシステム会社、大学発ベンチャー企業など幅広いクライアントに助言指導中。
大手ビールメーカー、交通・通信インフラ系企業、中央省庁、国立研究所の研修も
実施。「月刊飲食店経営」等ビジネス誌、小学館「＠DIME」等Webメディアに
Webマーケティングに関する寄稿多数。

（公職・登録）
神奈川県商工会連合会／東京都商工会連合会／山梨県商工会連合会／栃木県商工会連合会
登録エキスパート
公益財団法人神奈川産業振興センター登録経営アドバイザー
公益財団法人横浜企業経営支援財団登録横浜ビジネスエキスパート
公益財団法人千葉市産業振興財団登録専門家
川崎市中小企業サポートセンター登録専門家
川崎商工会議所専門相談員／鎌倉商工会議所専門相談員
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はじめに

DXが叫ばれている理由と会社・お店のデジタル化
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DX（デジタルトランスフォーメーション）の定義と経緯

2004年 ・スウェーデンのウメオ大学教授であるエリック・ストルター
マン氏が提唱
・「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でよりよい方向へ変
化させること」

2018年9月 ・経済産業省DXレポート「2025年の崖（がけ）」
…古いシステムが複雑に肥大化。保守コストが企業を圧迫。古
いプログラムが分かるエンジニアも2025年までに定年を迎え
る
…日本でこのままDX化が進まないと2025年以降、最大12兆
円／年の経済損失が生じる可能性

2020年12月 ・経済産業省「DXレポート2」
…「単にレガシーなシステムを刷新する、高度化するといった

ことにとどまるのではなく、事業環境の変化へ迅速に適応す
る能力を身につけると同時に、その中で企業文化（固定
観念）を変革（レガシー企業文化からの脱却）すること
である」

コロナ禍
（2019年末～）
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DXは「企業文化刷新」という壮大な話、なのですが…

対面面談から
Web会議へ

定型業務を
自動化

（RPA：ロボティック プロセス
オートメーション）

ペーパー
レス化

DXのはじめの一歩「デジタイゼーション」（アナログ業務の電子化）



6Copyright (C)ホームページコンサルタント永友事務所 All Rights Reserved.

デジタイゼーション例（パソコン定型業務の自動化）

画像引用：中小企業サポートかながわ2022年8月号

RPA（Robotic Process Automation）
株式会社大成ERC様（横浜市・人材派遣業）はRPA導入で残業時間ゼロに
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デジタイゼーション例（Web上で帳票作成）

Misoca（ミソカ）は見積書 ・納品書・請求書・領収書・検収書の作成が可能。
メール送付・PDF発行・リンク共有・郵送もワンクリックで完了。
「弥生」など確定申告ソフトとも連携
https://www.misoca.jp/index.html

https://www.misoca.jp/index.html
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デジタイゼーション例（電子契約）

契約締結から契約書管理まで可能なクラウド型の電子契約サービス「クラウドサイン」
契約交渉済の契約書をアップロードし、相手方が承認するだけで契約を結ぶことができる。
書類の受信者はクラウドサインに登録する必要がない
https://www.cloudsign.jp/

https://www.cloudsign.jp/
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IoT（Internet of Things）：モノとインターネットの接続

・引用：在庫管理、自動発注 SmartMat（スマートマット）｜丸紅情報システムズ
https://www.marubeni-sys.com/iot/solution/smartmat/

https://www.marubeni-sys.com/iot/solution/smartmat/
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AI・IoT総合紹介ポータルサイト

・一般社団法人AI・IoT普及推進協会（AIPA）運営。ツールや専門家を検索できる
https://ai-iot-portal.com/

https://ai-iot-portal.com/


11Copyright (C)ホームページコンサルタント永友事務所 All Rights Reserved.

DXセレクション（中堅・中小企業等のDX優良事例選定）

・経済産業省による。中堅・中小企業等のモデルケースとなるような優良事例紹介
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-selection/dx-selection.html

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-selection/dx-selection.html
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・ものづくり補助金、IT導入補助金などDXを進められる補助金は少なくない
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/index.html

DXに使える補助金／支援策

・支援情報の検索（J-Net21）

https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/index.html
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DXに使える補助金／支援策

・くまもと中小企業デジタル相談窓口（熊本県商工会連合会）
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本編

会社・お店のSNS／Webマーケティング（いわゆる集客DX）
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例えば「美容液」の検索数は14年間で10倍に激増
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引用：SNSの動向整理 - 消費者庁ホームページ

SNSの利用者が増えている
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中小企業／店舗様のWeb活用 2つの方向性

Webを使って新しいお客様（未知客）に出会うために…

Google等で検索されたときに
自店のページが目立つ位置に出るようにする

SNSという「人のたまり場」にも顔を出す
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WebやSNSで「新しいお客様」を創造できるのか？

出会うべきなのに
たまたま会えなかった人

自分向けのお店だとは思って
いなかった人

本当に縁がない人

紹介／クチコミなどで自然に出会える

遠くの住民など。今後もきっと縁がない

あ、自分もこの
お店に来て良か
ったのか…誤解や

思い込みで

WebやSNSは
「気づかせる」
「誤解を解く」
場所です！！
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カネミ薬局（埼玉県）では「エピソード」を描きSNSで売上アップ
https://www.facebook.com/kanemilabo/

エピソード投稿に切り替えて売上アップした小売店様

どんなお客様にどう使われどう喜ばれているか？を描く

https://www.facebook.com/kanemilabo/
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Webツールの「使い分け」とは

ホーム
ページ

ブログ

SNSで
リピート化
のための
関係維持
（再受託／紹介） 不安／疑問に答える

アクセス誘導

検索を意識した記事
を書き（もしくは動
画を掲載し）、ホー
ムページやSNSに誘
導する

SNSは
検索する以前のひ
とに興味をわかせ
る場所

【ゴール例】「来店」「申込」「問い合わせ」「資料請求」

【ゴール例】再来店

【ゴール例】
新規来店

Googleマップ
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Googleビジネスプロフィール
（マップ）

Twitter

Instagram

ブログ もしくは YouTube

小売・飲食業様におすすめのWebツール（優先順位）

新規集客のためのツール

既存客のリピート目的のツール

LINE公式アカウント

Instagram もしくは Facebook ▲内藤金物店様のGoogleビジネスプロフィール
とTwitter
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Googleビジネスプロフィール
（マップ）

ブログ もしくは YouTube

Twitter

Instagram

個人向けサービス業様におすすめのWebツール（優先順位）

新規集客のためのツール

既存客のリピート目的のツール

LINE公式アカウント

Instagram もしくは Facebook ▲ねもと整体&ストレッチスタジオ様の
YouTubeとInstagram
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ホームページ

ブログ もしくは YouTube

Facebook

Googleビジネスプロフィール
（マップ）

製造業や法人向けサービス業様におすすめのWebツール（優先順位）

新規集客のためのツール

既存客のリピート目的のツール

Facebook

メルマガや顧客限定ブログでの情報提供

▲部品専門技術商社 少ロット押出し材供給の
株式会社エムエスパートナーズ様のホームページと
ブログ
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Web活用の指針と投稿頻度

好きなツールがあれば優先しても良い
（楽しくやるのが続けるコツ）

同じ内容で良いので複数の媒体でPRすることが大事

無理なく長くやるのがコツ
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ストーリーの活用

・画面のトップ（最上部）に出るので目立つ

・誰が見たかが分かる（いわゆる「足跡」）

・通常の投稿は見ないが、ストーリー（ストー
リーズ）をよく見る人もいる
※自動的に再生されるため、ラクだから？

・通常は投稿後24時間で消える。通常の投稿より
も気さくな（気軽な）投稿も楽しめ、「雨の日
セール」など突発的な告知に際にも有効

・「ハイライト」機能で、アカウントページ上部
に固定することができる

・アカウントページ上部に固定できることを利用
して、さながら「メニュー」のように見せること
も可能
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リールの活用

・「リール」は60秒までの動画

・「発見」タブ（虫眼鏡マーク）に出る可能性が
ある

通常の「投稿」は「ハッシュタグ」にて
「検索される」のを期待する運用。

「ストーリー」はフォロワーに見てもらう
運用。

リールは「ハッシュタグで探してもいな
い人」「フォロワーでもない人」にアプ
ローチできる可能性がある



27Copyright (C)ホームページコンサルタント永友事務所 All Rights Reserved.

（参考）リール動画が表示される場所

▲フィード（タイムライン）に混ざる ▲発見タブに混ざる



28Copyright (C)ホームページコンサルタント永友事務所 All Rights Reserved.

Instagramでお知らせを投稿したいが「印象づくり」もしたい場合

・過去の投稿を3つまで「プロフィールに
固定」できる

・既存のフォロワーさんも改めてこの固定
投稿を見ることにつながり、投稿に対する
いいねも増えやすい
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写真の工夫：人気（ひとけ）を感じさせる

大山真さん（近江八幡市）はクリエイティブディレクター／デザイナー。
近江八幡伝統野菜「北之庄菜」のブランディングも手掛ける。
https://www.instagram.com/m.ohyama/

・スタッフを写す
・お客様の後ろ姿を写す
・お客様の手元を写す
・クレヨンやおもちゃで
お子さんの存在をほのめかす

https://www.instagram.com/m.ohyama/
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どういうハッシュタグがよいか？（1投稿あたり30個まで）

市町村名、地域名
（例） #藤沢 #湘南

一般名称
（例） #カフェ #ヘアサロン

固有名詞（店名、メーカー名など）
（例） #ほがらかカフェ #ホームページコンサルタント永友事務所

上記を英語（外国語）表記にしたもの（小文字で）
（例） #cafe #shonan

日本を表すもの
（例） #japan #japantrip #madeinjapan 

組み合わせ
（例） #カフェ巡り #カフェ藤沢市 #藤沢駅北口

投稿数200件以
下のニッチなハ
ッシュタグを狙
いましょう！
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（参考）売る側のハッシュタグ／買う側のハッシュタグ

売る側のハッシュタグ 買う側のハッシュタグ

（例）
#注文住宅
#新築一戸建て
#資金計画
#分譲住宅

（例）
#マイホーム計画
#お家づくり
#新米ママ
#赤ちゃんのいる暮らし

売る側が付けたいタグだけでなく買う側が自ら付けるであろうタグも付ける

【ワーク】買う側のハッシュタグを考えて（想像して）みましょう
#                                            #
#                                            #
#                                            #
#                                            #
#                                            #   
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キャプションは「接客」

「店頭で食べ方もそれぞれ説明致します」「殻も外します」などキャプションで
不安を解消している。 藤沢駅北口ふじやす水産https://www.instagram.com/fujiyasudesu/

https://www.instagram.com/fujiyasudesu/
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（参考）プロアカウントに変更（無料）するとインサイトを確認できる

・オーディエンスのデータを見るには
フォロワー（読者）が100人以上必
要です

・どの街から閲覧されているか、性別、
年齢層などがわかります
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Instagramに広告を出す、もっとも簡単な方法（スマホ）

1、プロフィールページの「広告ツール」を押す 2、「投稿を選択」を押す

プロアカウントに変更済であることが前提です
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Instagramに広告を出す、もっとも簡単な方法（スマホ）

3、広告に使いたい投稿済画像を選び次へを押す 4、目標を選ぶ

ネットショップ等にも誘導できます
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Instagramに広告を出す、もっとも簡単な方法（スマホ）

5、オーディエンスを選ぶ（フォロワーに似た人か、手作業で選んでいく）

カスタムオーディエンスの「地域」とは「住民等」のことです
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Instagramに広告を出す、もっとも簡単な方法（スマホ）

6、予算と掲載期間を選ぶ 7、内容を再確認し「投稿を宣伝」を押す

1日200円から出稿できます。あくまでリーチ（表示）に対する課金です



38Copyright (C)ホームページコンサルタント永友事務所 All Rights Reserved.

Instagramを見たというお客様が急に増えたという金物店様

内藤金物店（静岡県）様 #内藤金物店
「エピソード」「人気（ひとけ）」「細かいハッシュタグ」などしっかり実践
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Twitterは「検索される場所」

（引用）Z世代 × Twitterが購買につながる理由
https://marketing.twitter.com/ja/insights/there-is-gen-z-on-twitter

https://marketing.twitter.com/ja/insights/there-is-gen-z-on-twitter
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Twitterは地域情報に強い

・情報の流れが非常に早く、「交流」
には向いていない

・ツイッターは地域情報に強い。若者
はまだまだ使っている

・ツイッターが中心というよりも「つ
いでに」使う媒体（自動連携をうまく
活用する）

・失言に気をつける（悪い情報が拡散
しやすい）

→厚着オリンピックin厚木
（厚木青年会議所／2016年）
・厚着してかき氷を作る大会
・世界一大きいかき氷ギネス挑戦
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Twitter投稿事例

「名前」に市町村名、業種を入れて
いる

前向きで明るい雰囲気

「寒川神社」「贈り物」「ワーク
ショップ」など、良く検索されるで
あろう言葉を入れている

地元客だけでなく遠方からの
お客様が増えたとのこと
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一つのネタを何度も使う

↑自分でリツイート

←自分でコメント（返信）
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Googleビジネスプロフィール（Googleマップ店舗情報）をしっかり整備する意味

Googleで社名（屋号）で検索されたときに右側（スマホの場合は最上部）に大
きく表示される可能性が高い

チラシや看板を見た新規客、求職者とその親御さんが見るものと思って間
違いないです
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Googleビジネスプロフィール（Googleマップ店舗情報）をしっかり整備する意味

ローカル検索結果では、主に

・関連性
・距離
・知名度（視認性の高さ）

といった要素を組み合わせて最適な検
索結果が表示される

Googleで「地域名＋業種」「業種＋地域名」
で調べたときも、自社HPよりも上位に
（目立つ位置に）表示される可能性が高い
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スマホユーザーがGoogleで業種等を検索すると…

●評価が無かったり、ビジネス情報が掲載

されていないと『取り付く島がない
＝他店に行ってしまう』

スマホでいきなり「業種」
（店名以外）で探す人って？

新規客ですよね
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（1）Googleマップで自店を探す

・地図上に自店があって「ビジネスオーナーですか？」が出たらその文字を押す
・地図上に自店が無い場合は「地図に載っていない場所を追加」できる
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（2）オーナー確認の手続きを進める（「管理を開始」を押す）
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（3）確認コードを請求し、受け取り、入力する

・電話か郵送で「確認コード」（5～6桁の数字であることが多い）を入手し、管理
画面にて適宜入力する（＝オーナー確認）

Googleビジネスプロフィールの利用やオーナー確認は一切無料です
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（参考）自店になぜか既にオーナーがいる場合

・Web担当だった以前の従業員（退職済）や広告代理店など外部スタッフがその
Googleアカウントでオーナー権限を持ってしまっていることもある
・「アクセス権限をリクエスト」できる
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（参考）Googleビジネスプロフィールの編集方法

Googleビジネスプロフィールのオーナー確認をしたGoogleアカウントでログ
インしてGoogleで貴社名で検索すると編集できるボタンが現れる
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（4）「Googleビジネスプロフィール」でまず整備・掲載したほうがよい事項

●【ビジネス情報】を掲載（修正）する

名称（屋号、会社名）、カテゴリ、住所、電話番号、URL、営業時間
※特にメインカテゴリは慎重に決めましょう

●【写真】を追加する

店内写真、外観写真、サービスの写真、チームの写真、その他の写真

●【投稿】する

セールなどのトピックス
※酒類小売店など「投稿」機能が使えない業種もあります。そのような場合は
「写真」を積極的に掲載するようにしましょう
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ビジネス情報の「名前」の考えかた

◎ ホームページコンサルタント永友事務所

× わかりやすい中小企業向けWebコンサルティング、
セミナー講師のホームページコンサルタント永友事務所

●Google に掲載するローカル ビジネス
情報のガイドライン

実際のお店やサービス、看板や販促品などで使用
され認知されているブランド表記と一貫性のある
ビジネス情報を掲載します。

全角50文字
以内です
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ビジネス情報の「祝休日の営業時間」の考えかた

祝日や年末年始の営業時間はどうなのか？を正確に記載しましょう
（休む場合は「休業」にする。営業の場合は営業時間を入力する）
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（参考）「時短営業の情報未整備」の口コミ低評価率は61.5%

「Google マップに書いてある営業時間と違った」など営業時間の記載が不正
確だと低評価につながりやすい

出典：口コミラボ
https://lab.kutikomi.com/news/2021/04/13/manboukutikomicom/

https://lab.kutikomi.com/news/2021/04/13/manboukutikomicom/
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ビジネス情報の「商品」の考えかた

「商品」欄は露出も多くそこからネットショップ等にリンクを張ることもでき
るので欠かさず活用しましょう

「商品」に掲載できないものもあります

・チケット
・乗り物
（公道で使用されるエンジン駆動の車両または帆船）

・金融商品
・電子書籍
・通貨／ギフトカード
・不動産
・サービス

など
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「写真」の考えかた

暫定的にストリートビュー画像が入ってしまっている場合が多い
→オーナー確認をして速やかに写真を追加することが望ましいです
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「写真」の考えかた

Googleローカルガイド等一般人が投稿した写真が入ってしまっている場合が
多い→オーナー確認をして速やかに写真を追加することが望ましいです

お客様が投稿（追加）した写真は削除をリクエストできる（削除は確約されない）
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（参考）来店につながる「写真」とは？

お店が発信したい内容というより「お客様が知りたいこと」を発信する

●禁煙（分煙）かな？
●電子決済は使えるのかな？
●入口に段差はあるのかな？
●掘りごたつかな？
●駐車場はあるのかな？ …など
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検索語句に応じて表示される写真が異なる（ことがある）

写真の順番は変更できません

「写真」の考えかた
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横浜YAMATO（神奈川県）様の例
https://goo.gl/maps/TxwPfnZ8tWZ2oV7W7

（例）「投稿」の例：最新情報（「詳細」ボタンからHP等への誘導）

https://goo.gl/maps/TxwPfnZ8tWZ2oV7W7
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（例）「投稿」の例：特典

さいとう治療院 新百合ヶ丘 鍼灸マッサージ（神奈川県）様の例
https://goo.gl/maps/WgE6CfuQ71R2

https://goo.gl/maps/WgE6CfuQ71R2
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背中など肌色が多い写真

画像の中に文字が10%以上入って（載って）いる

素材集のような、その場所で撮ったとは言えないような写真

（参考）投稿が削除されたり、写真が不承認（拒否）になる可能性が高いケース

画像関係

絵文字やハッシュタグの過度な使用

電話番号やURLを投稿本文に直接記載すること

「抗酸化」「お肌がプルプルに」など薬機法関係の文言がある

文章関係

「写真」に追加した画像と同じものを使っている（画像の重複）



63Copyright (C)ホームページコンサルタント永友事務所 All Rights Reserved.

●クチコミ数が多いほどGoogleマップ上の検
索順位が高くなるともいわれている

●あまりにも不適切なクチコミは削除申請
（『クチコミを報告』）もできる

●新しくクチコミが書かれるとGmailアドレ
スにメールでお知らせが届く

●クチコミにはオーナー（＝あなた）から返
信ができる。返信は必ずしたほうが良い

お店からの対応（クチコミ返信）
は印象を大きく左右する

「クチコミ」の考えかた
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●クチコミを削除することはできない

●低評価クチコミを“消す“ことができない
以上は、高評価クチコミを増やして”目立た
なくさせる”くらいしかできない

●高評価クチコミを増やすには、親しい顧客
や知人に頼むのがベスト

低評価を受けたら、それを利用し
て（きちんと返信して）お店の印
象を良くしていくのが賢明な考え

かたです

「クチコミ」は消せるのか？



65Copyright (C)ホームページコンサルタント永友事務所 All Rights Reserved.

「クチコミ」の依頼方法（例）

QRコードは「QRのススメ」とい
うサイトで無料で作成できます

Googleマップでクチコ
ミが書けるのはGoogle
アカウントを持ってい

る人だけです
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クチコミを書いてもらうときに特典を付けてはいけない

●Google でクチコミ数を増やす

クチコミは、偏見がなく正直なものであって初めて価値が生まれま
す（ビジネス オーナーはクチコミの見返りに特典を提供するなど
の行為をするべきではありません）。

★Google マイビジネス ヘルプページより引用 https://support.google.com/business/answer/3474122

●各フォーマットに適用される要件

テキストのクチコミと説明
クチコミの謝礼としてお金を渡したり、受け取ったりしないでくだ
さい。

★Google マップ ヘルプページより引用 https://support.google.com/contributionpolicy/answer/7411351

https://support.google.com/business/answer/3474122
https://support.google.com/contributionpolicy/answer/7411351
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Googleビジネスプロフィール「パフォーマンス」の考えかた

どんなキーワードで検索されたかがわかる

「通話」などユーザーのアクション数がグラフ化される
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（参考）「ビジネス プロフィールの表示につながった検索数」を確認する

意図したキーワードで検索されているかどうか？

意図しないキーワードは「顧客ニーズ」ではないか？
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さつまや本店（神奈川県）様の例
https://posts.gle/7eTqsJRiA19HgKxYA

（参考）検索語句「お食い初め」を踏まえて投稿し増客した寿司店

https://posts.gle/7eTqsJRiA19HgKxYA
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Googleビジネスプロフィールの「ユーザー」メニューから管理者の追加が出来る

「管理者」は複数設置でき、
・パフォーマンスの閲覧
・営業時間の編集
・投稿の作成
・写真の追加
・クチコミの返信

などができる

いわゆる代理店のようなところにGoogle
ビジネスプロフィールの管理を委託する
場合でも、オーナー権限は手放さないよ
うに注意してください！

「ユーザー」の考えかた
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Googleマップに具体的住所を出さないこともできる（非店舗型登録）

訪問理容、訪問整体、出張整体業など
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DXセミナー まとめ
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DXの本質は「IT化」（ツールの導入）ではなく「企業文化刷新」、デ
ジタルによる「価値創出」です

ユーザー起点で発想しましょう（気持ち、行動に寄り添う）
※ユーザー…お客様や従業員、取引先

スマホを持つ「デジタル慣れ」したお客様に対応するためにSNS／
Webマーケティングに取り組みましょう

顧客ニーズの宝庫である「キーワード」も含め、「データを取る」
「データを活かす」意識を強く持ちましょう

DXについての支援策はたくさんあることを知りましょう
※詳しくは商工団体様へ！
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Web・SNS活用のコツは…

≪書籍≫

●Googleマイビジネス 集客の王道～Google
マップから「来店」を生み出す最強ツール
（技術評論社）
●ゼロからはじめる 売上アップのためのネッ
ト活用 「覚えること」「やること」一問一答
（翔泳社：共著）

≪ホームページ≫ ≪LINE公式アカウント≫


