
ＥＣにおけるブログビジネスセミナーＥＣにおけるブログビジネスセミナー

～～ 絶大なる口コミ効果と集客力絶大なる口コミ効果と集客力 ～～
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““笑味たれ笑味たれ””って知っていますか？って知っていますか？

2005年10月17日ネット販売開始

沖縄物産専門店
てぃーだショップ
http://shop.ti-da.net/

販売累計本数、何と　販売累計本数、何と　7,0007,000本本 （2006年2月現在）

“笑味たれ”とは、大宜味村産シークヮーサーと沖縄産ウコン、そし
て国産にんにくをたっぷり使った万能タレ
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那覇から那覇から22時間、沖縄県大宜味村にある「笑味の店」時間、沖縄県大宜味村にある「笑味の店」

長寿日本一の沖縄本島の北部（やんばる）に位置する、人口3,500人の村

管理栄養士である、金城笑子さんがオーナー
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「ブロガー」による口コミ「ブロガー」による口コミ

多くのブロガーが「笑味たれ」の
感想やレシピ記事を投稿
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何でブログなのか何でブログなのか

単価単価 ×× 数量数量 ＝＝

来訪者数来訪者数 ×× 転換率転換率 ＝＝

金額金額

（売上金額）（売上金額）（顧客単価）（顧客単価） （注文数）（注文数）

※　注文数　÷　来訪者数　＝　※　注文数　÷　来訪者数　＝　転換率転換率

例）
　　50人　÷　1,000人　＝　５％

注文数注文数

ジャンルに特化した集客が必要ジャンルに特化した集客が必要

・商品力
・店舗力
・価格
・ナビゲーション
・商品伝達力（商品詳細ページ）
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「ブログ」とは「ブログ」とは

現在現在300300万人を超える方が利用する万人を超える方が利用する““誰でも簡単誰でも簡単””に情報発信を行う事ができるに情報発信を行う事ができる

インターネット上の新しいホームページの仕組みです。インターネット上の新しいホームページの仕組みです。

従来のホームページは、ホームページ作成及びインターネットの知識が必要でした。しかし、ブログは従来のホームページは、ホームページ作成及びインターネットの知識が必要でした。しかし、ブログは
ワープロ感覚で簡単に情報発信が行ったり、カメラ付携帯電話があれば携帯メールを送るのと同じ要ワープロ感覚で簡単に情報発信が行ったり、カメラ付携帯電話があれば携帯メールを送るのと同じ要
領で写真付の情報提供を行う事が可能です。領で写真付の情報提供を行う事が可能です。
その為に、日本国内でブログが利用され始めて僅かその為に、日本国内でブログが利用され始めて僅か11年間余りの間に飛躍的に利用者数が増大して年間余りの間に飛躍的に利用者数が増大して

います。最近では、個人の日記的なブログの他に他業種においてビジネス活用が行われています。います。最近では、個人の日記的なブログの他に他業種においてビジネス活用が行われています。

2007年3月予測20072007年年33月予測月予測2005年3月現在20052005年年33月現在月現在

日本国内のブログ開設者数　：　約335万人　
日本国内のブログ閲覧者数　：　約1,651 万人

日本国内のブログ開設者数　：　約782万人　
日本国内のブログ閲覧者数　：　約3,455 万人

中国は既に1,000万人1995

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
創
世
記

2000 2004

ホームページを作成するには
HTMLのタグの知識が必要。
一部の超マニアックな人々しか
インターネット上で情報を発信
できなかった。

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
創
世
記

インターネットが身近になり、一
部のネット好きは情報発信を始
める。
個人にとっては高価なホームペー
ジ作成ソフトを購入する必要が
あった。

ブ
ロ
グ
の
登
場

タイピングが出来てマウスが使える
人なら情報発信が出来る時代の幕
開け。
利用料も無料。
更新も非常に簡単でインターネット
で情報発信することは一般レベルま
で浸透が始まる

インターネットは見たり調べたりするだけのものから、インターネットは見たり調べたりするだけのものから、

見て調べて情報を発信するインタラクティブなメディアへと進化見て調べて情報を発信するインタラクティブなメディアへと進化
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「ブログ」の特徴「ブログ」の特徴

■更新が簡単■更新が簡単

ブログ更新画面。

直感的に操作できる

インターフェースが特徴。

他のブログサービスに

おいても、基本的には

PC初心者でも更新できる

レベルの画面を用意する。

マウス操作とタイピングがマウス操作とタイピングが
出来れば更新できる手軽さ出来れば更新できる手軽さ

■トラックバックトラックバック
あなたのブログを見て私はこういう記事をブログに書きましたよと

お知らせしてあげる機能

2005/06/01
C-LOGについて
C-logはすごく
おもしろいです!

トラックバック一覧

ブログ名：Bさんブログ
タイトル：C-LOGは便利
本文：Aさんのブログで…

AAさんのブログさんのブログ

2005/06/02
C-LOGは便利
Aさんのブログで
C-LOGという新しい
ブログサービスを発見
した。使ってみると
すごく便利だと思った。

BBさんのブログさんのブログ

Aさんのブログの記事
を見たBさんが自分の
ブログで記事を更新。

トラックバック

Bさんが更新すると同時に
Aさんにも通知が行き、
かつAさんのブログにもBさ
んの書いた記事の概要が
自動で表示され、リンクが
貼られる。

ブログ間の結びつきが深まり
情報の共有化が容易にできる

■■RSSRSSを自動的に生成を自動的に生成
WEBサイトの概要をXMLという形式で記述させているもの。

RSSリーダを使用すればRSSデータを受信することができ、

対象のサイトの更新内容をリアルタイムに把握することが

出来る。ブログには標準で搭載されていることが多く、

最近では大手のNEWS系サイトにおいてもRSSの配信が

はじまっている。またRSSに対応した検索エンジンも

いくつか登場し、RSSのURLを登録すれば更新内容が

即時に検索エンジンにも反映される。

多数のインターネットユーザー
にリアルタイムに更新内容を
通知することができる

RSSリーダの一例

簡単操作、トラックバック、RSSを軸に

ブログはこの1年で急速に拡大し

今後更にユーザー数は増加する
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コミュニケーションツールとしてのブログコミュニケーションツールとしてのブログ

ブログブログ

大手ブログ大手ブログ
ポータルポータル

メーリングリストメーリングリスト

掲示板掲示板
（（BBSBBS））

ソーシャルソーシャル
ネットワークネットワーク
（（SNSSNS））

クローズクローズ

オープンオープン テーマ特化型テーマ特化型
ブログブログ
ポータルポータル

・RSS
・トラックバック
・画像付モブログ

コミュニケーションツールの流れ
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様々なブログのビジネス活用例様々なブログのビジネス活用例

社長ブログ社長ブログ

士業ブログ士業ブログ

就活ブログ就活ブログ FAQFAQ・・サポートブログサポートブログ

スタッフブログスタッフブログリクルートブログリクルートブログ

商品開発ブログ商品開発ブログ

起業・開業ブログ起業・開業ブログ

中古車ブログ中古車ブログ

不動産ブログ不動産ブログ飲食店ブログ飲食店ブログ

ダイビングショップブログダイビングショップブログ

旅行ブログ旅行ブログ タレントブログタレントブログ オンラインショップブログオンラインショップブログ

ホテルブログホテルブログ アナウンサーブログアナウンサーブログ

ECにおいてビジネス活用できるブログ
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ECECとブログの連携とブログの連携

・SEOの優位性と商品紹介のし易さ ・良い人材の確保

商品紹介ブログ商品紹介ブログ リクルートブログリクルートブログ

店長ブログ店長ブログ

FAQFAQ・・サポートブログサポートブログ

スタッフブログスタッフブログ

““新新””商品開発ブログ商品開発ブログ

起業・開業ブログ起業・開業ブログ

集　客集　客集　客

・商品企画から開発のプロセス

期待感・PR期待感・期待感・PRPR

サポートサポートサポート

PRPRPR

求人求人求人

信頼・親近感信頼・親近感信頼・親近感

・理念・ノウハウなどを公開

・奮闘記や生活情報など

・仮想体験効果及び一体感
・更新の容易さを活用
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地域や業種・趣味に特化したブログポータル地域や業種・趣味に特化したブログポータル

□□ メリットメリット

１． テーマを明確にする事によって顧客をセグメント
２． テーマに絞ったコンテンツ（記事・写真）が集まる事で集客力が高まる
３． 個別ブログ開設時に“サブドメイン”を提供する事でSEOにも有利
４． SNS的な動きが活発化する為に口コミ効果が生まれる

（SNSと違いオープンな仕組みの為、広告宣伝効果が高い）

現状、テーマに特化したブログポータルは殆ど皆無現状、テーマに特化したブログポータルは殆ど皆無

インターネットの常識である先行メリットを享受可能インターネットの常識である先行メリットを享受可能

圧倒的な集客力圧倒的な集客力 圧倒的な情報量圧倒的な情報量

テーマ関連商品　の　テーマ関連商品　の　ECECサイトサイト
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ブログポータルサービスの紹介ブログポータルサービスの紹介

■各検索ポータル、プロバイダーのブログサービス■各検索ポータル、プロバイダーのブログサービス
Yahoo!ブログ
http://http://blogsblogs.yahoo.co..yahoo.co.jpjp//

大手検索ポータルでは一番の
後発で2005年1月31日に
サービスをスタート。
開始約2ヶ月でブログ開設数が
10万件を突破。
Yahoo!IDを持っていれば誰でも
ブログを持つ事が出来る。

既存ユーザーの囲い込み、訪問回数増加・シェア既存ユーザーの囲い込み、訪問回数増加・シェアUPUPを狙い展開中を狙い展開中

■地域限定、ご当地ブログサービス■地域限定、ご当地ブログサービス
沖縄県観光・エリアガイド
「てぃーだブログ」
http://http://blogblog..titi--dada.net.net

CLOGのベースとなっている
ブログサービス。
2005/3/21にサービスをスタートし、
2006年2月末現在の会員数5,700人。

地域ユーザーのコミュニティを地域ユーザーのコミュニティを
創造し、他府県ユーザからは創造し、他府県ユーザからは
エリアガイド的な活用を目指す。エリアガイド的な活用を目指す。
また沖縄特産品のまた沖縄特産品のECEC及びとラ及びとラ
ベルを展開している。ベルを展開している。

■ジャンル限定ブログサービス■ジャンル限定ブログサービス
アウトドア

ブログ@ナチュラム

http://http://blogblog..naturumnaturum..nene..jpjp//

2005年7月ービススタート。

アウトドアの大型専門店で
あるナチュラム社の運営。

独自アフィリエイとシステム
であるバディシステムと連
動する事でブログからの集
客しECへ。

様々なブログサービスが日々増加中。様々なブログサービスが日々増加中。

ブログ開設者も日々増加。ブログ開設者も日々増加。

個々のマイメディアが集まりが個々のマイメディアが集まりが

巨大なメディアとなり、巨大なメディアとなり、

ネットユーザーの貴重な情報源、ネットユーザーの貴重な情報源、

コミュニティとして急成長中コミュニティとして急成長中
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はじめに　～はじめに　～ てぃーだブログとはてぃーだブログとは ～～

てぃーだブログ概要説明てぃーだブログ概要説明

沖縄情報サイト「てぃーだブログ」

2006年01月24日現在
会　員総数：4924人
ブログ総数：4859サイト
記　事総数：189250件

1,100 万 PV / 月

一日平均 40 万前後のPVを達成する。現在、
沖縄地域ポータルサイトの中でもトップの
アクセスを獲得し続けています。

　　「「沖縄沖縄」をテーマに沖縄県内・県外の沖縄県出身者そして沖縄好きが集まる」をテーマに沖縄県内・県外の沖縄県出身者そして沖縄好きが集まる沖縄県最大沖縄県最大のエリアポータルサイトのエリアポータルサイト

　　2005 2005 年年 3 3 月月 21 21 日サイトをオープン、口コミ効果により初日に日サイトをオープン、口コミ効果により初日に 20,000 20,000 PV PV を達成を達成

　　沖縄県最大の集客力（来訪者数沖縄県最大の集客力（来訪者数 30,000 30,000 人人 / / 日、日、300,000 300,000 PV / PV / 日日））

　「　「沖縄」をテーマにすることにより、会員及び来訪者をセグメントし、コミュニティを活性化。既存ブログサービスサ沖縄」をテーマにすることにより、会員及び来訪者をセグメントし、コミュニティを活性化。既存ブログサービスサ
　　イトに比べ　　イトに比べ圧倒的な回遊性と滞在時間圧倒的な回遊性と滞在時間

　　RBC RBC 琉球放送など他メディアとの連携、てぃーだ階層下の沖縄社長ポータルサイトとの連携、沖縄県内の著名琉球放送など他メディアとの連携、てぃーだ階層下の沖縄社長ポータルサイトとの連携、沖縄県内の著名

　　人からの情報発信など、「　　人からの情報発信など、「沖縄の情報は沖縄から沖縄の情報は沖縄から」を合言葉に様々な企業・メディアを巻き込んで加速を続ける」を合言葉に様々な企業・メディアを巻き込んで加速を続ける
　　インタラクティブなエリアポータルサイト、それが「てぃーだブログ」です　　インタラクティブなエリアポータルサイト、それが「てぃーだブログ」です

エリアポータルサイト「てぃーだブログ」
http://blog.ti-da.net/

エリアポータルサイト「てぃーだブログ」
http://blog.ti-da.net/

てぃーだ各コンテンツてぃーだ各コンテンツ

プレジデントブログプレジデントブログ



一歩先行くブログシステム

てぃーだブログてぃーだブログ とは　～とは　～ ブログ・コミュニティイメージブログ・コミュニティイメージ ～～

てぃーだブログてぃーだブログ

社員ブログ社員ブログ

ゲストブログゲストブログ

社長ブログ社長ブログ

人気ブログ人気ブログ

マップトラックバックマップトラックバック

ランキングランキング

誕生日設定誕生日設定

地域カテゴリ地域カテゴリ

フォトラバフォトラバ

フォトスライダーフォトスライダー

携帯対応 3 キャリア携帯対応 3 キャリア

情報発信

アクセス・コメント・ＴＢ

アクセス・コメント・ＴＢ

画像トラックバック

コミュニティ活性化

新規集客

一般ブログ一般ブログ

影響力の強いブログ 独自機能

コミュニティ促進機能一般ユーザブログ群

友人招待やコミュニティに好感を
抱いて新規ブログ構築。

画像トラックバックが可能。訴求
力の高さがページ閲覧、サイト滞
在時間を伸ばす

コミュニティ形成のための工夫を
機能化し標準搭載

優良な情報を発信しアクセスを伸
ばす。他サイトからの、トラックバ
ック連携で情報の連鎖を生む。

□　ブログユーザによる情報発信と集客とコミュニティ形成のオートメーション化□　ブログユーザによる情報発信と集客とコミュニティ形成のオートメーション化

情報発信
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てぃーだブログてぃーだブログ とは　～とは　～ てぃーだ各コンテンツ概要てぃーだ各コンテンツ概要 ～～

てぃーだブログてぃーだブログ

沖縄県物産・食材専門店「てぃーだショップ」

・沖縄県の産業を活性化させるために県内の有名
ショップから農家の方まで、協力店舗多数。

・全国区のTV メディアに取り上げられ、日に 300
本以上売れる調味料などをはじめ、様々な商品を
取り揃える。「てぃーだポイント」が使える。

画像トラックバックセンター「フォトラバ」

・沖縄県の海の写真や空の写真など様々なテー
マがブログユーザによりつくられ、コンテンツとして
発信。

・てぃーだブログのエンジン「CLOG」に搭載されて
いる独自機能。

業界初 24 時間以内対応「てぃーだトラベル」

・株式会社中央ツーリストとのコラボレーションで
業界初の24 時間以内の対応が可能なインターネ
ット予約サービス。

・「てぃーだポイント」の還元も可能で、沖縄着のプ
ランだけでなく、沖縄発のプランも格安で提供。

沖縄転職情報「てぃーだPromo」

・株式会社チャイルドフッドとのコラボレーションで
展開する沖縄転職情報サイト。

・出版業も行うチャイルドフッドは、「100 シリーズ」
や「こころのたね」など、沖縄の優良情報を発信し
ている。「てぃーだショップ」でも購入可能。

Google MAP 連携「てぃーだマップ」

・地図上への記事のプロットを可能にした「てぃー
だマップ」。

・記事アイコンが詳細な地図上に表示されるため
店舗情報やイベント情報また、沖縄観光のおすす
めコースなどの情報が詰まっている。

沖縄県不動産紹介ブログ

・沖縄県で不動産業を営む企業様が新着情報や
ウラ情報などをブログ上で発信。

・沖縄県民、沖縄移住計画を立てている人などに
沖縄県最大のポータルサイト「てぃーだ」から情報
発信をしている。

全てのコンテンツがコミュニティ性の高
い、ポータルサイトから連携しているた
め、各コンテンツへの誘導が容易。

広告バナーやテキストによる他サイト
への誘導も行っている。
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てぃーだブログてぃーだブログ 顧客属性顧客属性

属性概要属性概要

　てぃーだブログは「沖縄」をテーマにしたブログポータルサイトのため顧客属性は、広告効果が期待できるところまで絞りこまれており　てぃーだブログは「沖縄」をテーマにしたブログポータルサイトのため顧客属性は、広告効果が期待できるところまで絞りこまれており
ます。「沖縄」というテーマから、「地域」や「ジャンル」というカテゴライズによって、興味を持つ人に効果的なプロモーションが可能ですます。「沖縄」というテーマから、「地域」や「ジャンル」というカテゴライズによって、興味を持つ人に効果的なプロモーションが可能です。。

属性サイトマップ属性サイトマップ ブログ管理画面

トップページトップページ

　ジャンル全て
　日記/一般
　沖縄不動産
　沖縄移住
　うちなー方言
　ニュース
　社長ブログ
　就職活動
　スポーツ
　暮らし/生活
　ビジネス
　コンピュータ＆インターネット
　学術＆芸術
　音楽
　沖縄音楽アーティスト
　モブログ
　旅行
　車/バイク
　グルメ
　ジャーナリズム
　EC ショップ店長
　その他

　沖縄本島
　離島
　九州
　四国
　中国
　関西
　東海
　北陸
　関東
　東北
　北海道
　海外

さらに、沖縄本島は「北部」「中部」「南部」に、
離島は各島に、地方は各県に絞り込まれてお
ります。

ジャンル分類

エリア分類

てぃーだ会員（コアな沖縄ファン）
や、非会員インターネットユーザ
（沖縄ファン）が、集まるトップペー
ジ。サイトへの訪問の時点で「沖
縄」というキーワードで絞り込ま
れている。

沖縄に興味のある人々で
かつ一エリアに興味がある
人が訪問。

沖縄に興味のある人々で
かつ特定のジャンルに興
味のある人が訪問。

てぃーだ会員しか見れない
マイページ（ブログの管理
画面）。沖縄のコアなファン。

てぃーだ内各ブログ

沖縄に興味のある人々と不特定多
数。（マス広告に）
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てぃーだブログてぃーだブログ PV PV 数・会員数推移データ数・会員数推移データ

てぃーだブログ PV 数推移てぃーだブログ PV 数推移

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

てぃーだブログ PV 数

3月 4月 5月 6月 7月

訪問者数 16,792 113,903 235,616 333,381 465,415

ページビュー 288,548 1,336,218 1,845,324 2,646,295 4,133,221

8月 9月 10月 11月 12月

訪問者数 586,568 736,454 948,452 1,009,838 1,043,656

ページビュー 6,540,526 8,492,567 10,280,413 10,628,292 11,148,554

てぃーだブログ会員数推移てぃーだブログ会員数推移
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3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

てぃーだ会員数

3月 4月 5月 6月 7月

ブログ数 571 967 1,404 1,962

会員数 566 946 1,344 1,868

8月 9月 10月 11月 12月

ブログ数 2,514 3,048 3,570 4,002 4,393

会員数 2,454 3,008 3,586 4,058 4,475
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フォトラバによる画像訴求効果フォトラバによる画像訴求効果

フォトラバフォトラバ

　　フォトラバとはフォトラバとは……　画像のトラックバック掲載を可能にする　画像のトラックバック掲載を可能にする CLOG CLOG の独自機能。通常のブログサービスでは、トラの独自機能。通常のブログサービスでは、トラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ックバックは全てテキストで行われる。画像のクリック率とテキストのクリック率を見るとックバックは全てテキストで行われる。画像のクリック率とテキストのクリック率を見ると 2 2 ～～ 3 3 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 倍の開きが見られる。倍の開きが見られる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 トラックバックセンターのように商品掲載や写真掲載に非常に適しているだけでなく、最新のトラトラックバックセンターのように商品掲載や写真掲載に非常に適しているだけでなく、最新のトラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ックバックが反映されるため常に最新情報が掲載される。ックバックが反映されるため常に最新情報が掲載される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※　※　商標登録済　・　特許申請中商標登録済　・　特許申請中

　　サイト管理者だけでなく、ブログユーザにより自由にサイト管理者だけでなく、ブログユーザにより自由に
　　フォトラバテーマを設定できるため、ユーザの手で人　　フォトラバテーマを設定できるため、ユーザの手で人
　　気コンテンツが生まれる。　　気コンテンツが生まれる。

　　フォトラバテーマにはトラックバック　　フォトラバテーマにはトラックバック ＵＲＬＵＲＬ が記載されが記載され

　　ており、通常のトラックバックと同様にコピー＆ペース　　ており、通常のトラックバックと同様にコピー＆ペース
　　トするのみ。　　トするのみ。

　　その他、公式コンテンツとして人気商品やおすすめ商　　その他、公式コンテンツとして人気商品やおすすめ商
　　品のトラックバックをしてもらうことで、より訴求力のあ　　品のトラックバックをしてもらうことで、より訴求力のあ
　　る販促を行うことが可能。（口コミと第三者情報効果）　　る販促を行うことが可能。（口コミと第三者情報効果）

フォトスライダー

フォトラバ掲載画像をスライドショー
のように表示する機能を搭載。

各画像は画像を掲載しているブログ
にリンクしている。

フォトスライダー

フォトラバ掲載画像をスライドショー
のように表示する機能を搭載。

各画像は画像を掲載しているブログ
にリンクしている。

リンク

リンク

ユーザブログユーザブログ
トラックバック一覧ページトラックバック一覧ページ

ブログポータルサイトにおいても画像の訴求効果は非常に高い。CLOG 以外の
ブログサービスには実装されない独自機能。

商品掲載や広告掲載、写真掲載など多種多様な応用が可能。

ブログポータルサイトにおいても画像の訴求効果は非常に高い。ブログポータルサイトにおいても画像の訴求効果は非常に高い。CLOG CLOG 以外の以外の

ブログサービスには実装されない独自機能。ブログサービスには実装されない独自機能。
商品掲載や広告掲載、写真掲載など多種多様な応用が可能。商品掲載や広告掲載、写真掲載など多種多様な応用が可能。

見たいテーマを選択

ユーザブログの管理画面で
フォトラバのテーマを自由に

登録できる

ユーザブログの管理画面で
フォトラバのテーマを自由に

登録できる
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ブログポータル運営による圧倒的な集客ブログポータル運営による圧倒的な集客

ブログ集客効果ブログ集客効果 ブログ＠ナチュラム　～ブログ＠ナチュラム　～ ＥＣサイトにおける集客実例からＥＣサイトにおける集客実例から ～～

■　アウトドア・フィッシングの■　アウトドア・フィッシングの ＥＣＥＣ サイト「ナチュラム」。サイト「ナチュラム」。2005 2005 年年 7 7 月より月より CLOG CLOG によるアウトドアに特化によるアウトドアに特化

　　したブログポータルサイトの運営を決定した。　　したブログポータルサイトの運営を決定した。

1.1. ユーザがブログに釣果を画像とともに投稿　ユーザがブログに釣果を画像とともに投稿　「今日は、ビッグゲームでした！」「今日は、ビッグゲームでした！」
2.2. ブログ閲覧者が、仕掛けについてなどコメントで質問を行う。　ブログ閲覧者が、仕掛けについてなどコメントで質問を行う。　「Ａさん。どんな仕掛けですか？」「Ａさん。どんな仕掛けですか？」
3.3. 質問をコメントで回答する。　質問をコメントで回答する。　「Ｂさん。○○と△△ですよ。」「Ｂさん。○○と△△ですよ。」
4.4. この後、コメントで数回やり取りを行い、ナチュラムで販売していたことが記載される。この後、コメントで数回やり取りを行い、ナチュラムで販売していたことが記載される。
5.5. Ｂさんは、ナチュラムにて仕掛けを購入し実践し、さらにブログに釣果をアップ。Ｂさんは、ナチュラムにて仕掛けを購入し実践し、さらにブログに釣果をアップ。

ＥＣＥＣ サイトにおいて、第三者の評価や口コミは訪問者に購入を決断させる大きな要因である。さらに全てサイトにおいて、第三者の評価や口コミは訪問者に購入を決断させる大きな要因である。さらに全て

のやり取りがブログ上で行われているため、のやり取りがブログ上で行われているため、コンテンツが半永久的にのこりコンテンツが半永久的にのこり、また別の閲覧者がナチュラ、また別の閲覧者がナチュラ
ムを訪れ、同じ商品を購入する。ムを訪れ、同じ商品を購入する。ナチュラム側は関与をせず、第三者による集客ナチュラム側は関与をせず、第三者による集客が行われる。が行われる。

http://.blog.naturum.ne.jp/ http://www.naturum.co.jp/

各ジャンルに特化したブログポータルサイトは現状では、ほぼ存在しない。その点を有効に活用し「ブログ＠ナチュラム」では
アウトドア好きの会員の獲得に成功している。またショップの商品の宣伝をブログユーザが行っていることで、商品の信用もアップして

おりショップへの訪問者数・購入者数は圧倒的な伸びになっている。
（2005年12月においてナチュラムのアクセス総数の　３割　が、ブログ＠ナチュラム経由）

各ジャンルに特化したブログポータルサイトは現状では、ほぼ存在しない。その点を有効に活用し「ブログ＠ナチュラム」では各ジャンルに特化したブログポータルサイトは現状では、ほぼ存在しない。その点を有効に活用し「ブログ＠ナチュラム」では
アウトドア好きの会員の獲得に成功している。またショップの商品の宣伝をブログユーザが行っていることで、商品の信用もアップしてアウトドア好きの会員の獲得に成功している。またショップの商品の宣伝をブログユーザが行っていることで、商品の信用もアップして

おりショップへの訪問者数・購入者数は圧倒的な伸びになっている。おりショップへの訪問者数・購入者数は圧倒的な伸びになっている。
（（20052005年年1212月においてナチュラムのアクセス総数の　３割　が、ブログ＠ナチュラム経由月においてナチュラムのアクセス総数の　３割　が、ブログ＠ナチュラム経由））

■全体（ユニーク■全体（ユニーク//PVPV）（）（月別）■アフィリエイト売上増減データ　（月別）■アフィリエイト売上増減データ　（月別） 月別）

　　7月…142%　※ブログスタート
　　8月…117%
　　9月…132%
　　10月…174% ※リターンデイが変更されたため、大幅にアップしました。　　　
　　11月…164%
　　12月…170%
※6月の構成比を100%とした場合の相対比

　　　 7月… 26,314／ 441,734（平均16.78ページ）
　　 　8月… 85,234／1,241,422（平均14.56ページ）
　　　 9月…118,363／1,799,708（平均15.20ページ）

10月…156,954／2,424,895（平均15.44ページ）
　　　11月…172,994／2,985,061（平均17.25ページ）
　　　12月…180,858／3,202,060（平均17.70ページ）
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ブログによる情報発信の優位性ブログによる情報発信の優位性

ブログ主要機能からブログ主要機能から

　　トラックバックトラックバック　　……　他の人のブログの記事に、自分のブログの記事のリンクを設置することができる機能。関連性　他の人のブログの記事に、自分のブログの記事のリンクを設置することができる機能。関連性

　　　　　　　　　　　　　　の強い話題を提供している記事などにリンクをして、ブログへのアクセスを増やすことができる。　　　　　　　　　　　　　　の強い話題を提供している記事などにリンクをして、ブログへのアクセスを増やすことができる。

　　　　　　　　　　　　　　また、他ページから自ページへのリンクの増加によって検索エンジンに有利にはたらく。他ペー　　　　　　　　　　　　　　また、他ページから自ページへのリンクの増加によって検索エンジンに有利にはたらく。他ペー
　　　　　　　　　　　　　　ジからリンクをしてもらう場合、通常では相互リンクの申し入れをメールなどでサイト管理者にし　　　　　　　　　　　　　　ジからリンクをしてもらう場合、通常では相互リンクの申し入れをメールなどでサイト管理者にし
　　　　　　　　　　　　　　て自サイトへのリンクをしてもらうが、ブログでは他ブログの記事に自由にリンクを設置すること　　　　　　　　　　　　　　て自サイトへのリンクをしてもらうが、ブログでは他ブログの記事に自由にリンクを設置すること
　　　　　　　　　　　　　　ができる。　　　　　　　　　　　　　　ができる。

OKだめ

リンク掲載リンク掲載

いいサイトですね！
リンクしてください！

いいサイトですね！
リンクしてください！

ブログの場合
ブログの場合

今日は美容をテーマにして
記事を書こうかな。

今日は美容をテーマにして
記事を書こうかな。

ブログ 記事

自動でリンク掲載自動でリンク掲載

自動でリンク掲載自動でリンク掲載美容テーマの人気ブログ美容テーマの人気ブログ

美容テーマの人気ブログ美容テーマの人気ブログ

トラックバック

トラックバック

常連読者常連読者

常連読者常連読者

！

！

一般読者・アクセス一般読者・アクセス

一般読者・アクセス一般読者・アクセス

投稿
ブログではほとんどの場合、記事の
リンク先のURLが公開されている。

トラックバックを活用してアクセスを
自ブログに誘導することができる。

また、トラックバックを行うということ
はリンクが増えることになるので、Ｓ
ＥＯに非常に効果を発揮する。

ブログではほとんどの場合、記事のブログではほとんどの場合、記事の
リンク先のリンク先のURLURLがが公開されている。公開されている。

トラックバックを活用してトラックバックを活用してアクセスをアクセスを
自ブログに誘導自ブログに誘導することができる。することができる。

また、トラックバックを行うということまた、トラックバックを行うということ
はリンクが増えることになるので、はリンクが増えることになるので、ＳＳ
ＥＯに非常に効果を発揮ＥＯに非常に効果を発揮する。する。

トラックバックの効果トラックバックの効果

検索エンジンやブログ
サービス提供元サイト
などからのアクセス

検索エンジンやブログ
サービス提供元サイト
などからのアクセス

通常サイトの場合通常サイトの場合

同様なテーマの人気ブログの記事に
リンクが設置され、アクセスを自ブロ
グに誘導することができる。

同様なテーマの人気ブログの記事に
リンクが設置され、アクセスを自ブロ
グに誘導することができる。
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SEOSEOの考え方の変化の考え方の変化

てぃーだショップてぃーだショップてぃーだショップ

※SEO対策は殆どしていない

ブロガーによる口コミ記事

・笑味たれの紹介
・笑味たれの感想
・笑味たれを使ったレシピ
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強力な販売員でありマーケッターであるアフィリエイターと上手に付き合う強力な販売員でありマーケッターであるアフィリエイターと上手に付き合う

アフィリエイターの実態アフィリエイターの実態アフィリエイターの実態

・・スーパーアフィリエイターと言われる人達は、月商スーパーアフィリエイターと言われる人達は、月商300300万円越えている万円越えている

・・SEOSEOのノウハウは、ショップ運営者を凌駕するのノウハウは、ショップ運営者を凌駕する

・・googlegoogleややYahoo!Yahoo!にキーワード広告を出すアフィリエイターさえ存在にキーワード広告を出すアフィリエイターさえ存在

・・アフィリエイターの情報収集力は、凄いアフィリエイターの情報収集力は、凄い
　　（あるあるを始め　　（あるあるを始めTVTV局を上手に利用）局を上手に利用）

・・アフィリエイターのネットワーク・コミュニティ（情報交換所）が存在するアフィリエイターのネットワーク・コミュニティ（情報交換所）が存在する
　　（商品・サイト・アフィリエイトサービス）　　（商品・サイト・アフィリエイトサービス）

アフィリエイターと仲良くアフィリエイターと仲良くアフィリエイターと仲良く

・・商品を試食・試飲商品を試食・試飲etcetc

・・販売情報を事前に流す　＞＞　市場の流れの情報交換販売情報を事前に流す　＞＞　市場の流れの情報交換

アフィリエイターを集めるアフィリエイターを集めるアフィリエイターを集める

・・ブログポータルを自社運営する事によって、アフィリエイターを集めるブログポータルを自社運営する事によって、アフィリエイターを集める ＜きざし＞

・・アフィリエイターを成長させるアフィリエイターを成長させる
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トレンド検索トレンド検索

キーワードアドバイスツールキーワードアドバイスツールキーワードアドバイスツール

ブログクチコミサーチ　きざしブログクチコミサーチ　きざしブログクチコミサーチ　きざし
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ブロガーを集めようブロガーを集めよう

有名・人気ブロガー有名・人気ブロガー有名・人気ブロガー

・・既存の大手ブログサービス／ブログランキング上位者をピンポイントに勧誘既存の大手ブログサービス／ブログランキング上位者をピンポイントに勧誘
　　複数ブログの立ち上げは苦では無い　　複数ブログの立ち上げは苦では無い

・・著名人／その道のプロをゲストブロガーに勧誘著名人／その道のプロをゲストブロガーに勧誘

一般ブロガー一般ブロガー一般ブロガー

・・コメント／トラックバックでコミュニケーションコメント／トラックバックでコミュニケーション

・・テーマを絞る事で、自然に増加テーマを絞る事で、自然に増加
　　トップページに動きを出す　　トップページに動きを出す
　　見てもらいたい　　見てもらいたい
　　情報を収集しやすい　　　　情報を収集しやすい　　
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ブログ導入によるメリット「まとめ」ブログ導入によるメリット「まとめ」

集客力集客力集客力
SEO
効果

SEOSEO
効果効果

膨大な
情報量
膨大な膨大な
情報量情報量

口コミ
宣伝
口コミ口コミ
宣伝宣伝

より詳細
具体的
より詳細より詳細
具体的具体的

信頼
親近感
信頼信頼
親近感親近感

簡単
即効性
簡単簡単
即効性即効性

アフィリエイター
の有効活用

アフィリエイターアフィリエイター
の有効活用の有効活用 毎日更新毎日更新毎日更新 大テーマを

絞る

大テーマを大テーマを
絞る絞る

ブロガーに
テーマを与える

ブロガーにブロガーに
テーマを与えるテーマを与える

写真の
有効活用

写真の写真の
有効活用有効活用
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お問い合わせお問い合わせ

システム開発システム開発

株式会社シーポイント株式会社シーポイント

浜松本社 〒432-8002　静岡県浜松市中区富塚町1933-1 佐鳴湖パークタウンサウス2F 　　　　　

　　　　　　　　　TEL： 053-478-7111　FAX： 053-478-7112

東京営業所 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-14-12 立花日英ビル4F
　　　　　　　　　TEL： 03-5283-8068 　FAX： 03-5283-8069 
沖縄支店 〒901-2123 沖縄県浦添市西洲2-6-6 2F
　　　　　　　　　TEL： 098-870-0860 　FAX： 098-870-0861 
静岡事務所 〒420-0852　静岡県静岡市葵区紺屋町3-10　

TEL： 054-653-8800 FAX： 054-653-8801 

中国・北京事務所　北京市海淀区交大東路60号舒至嘉園3-909室
　　　　　　　　　TEL： 86-10-62255851 

企画・販売企画・販売

ジェイ・ライン株式会社ジェイ・ライン株式会社

大阪本社 〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-7-4 マルイト南堀江パロスビル6F
　　　　　　　　　TEL： 06-6110-7272 　FAX： 06-6110-7330
京都支店　〒604-8112 京都市中京区柳馬場通り三条下る槌屋町93番地 六角アーバンリズ3F
　　　　　　　　　TEL： 075-254-0963　 FAX： 075-254-0964
東京支店 〒160-0007 東京都新宿区荒木町5-4 クサフカビル3F
　　　　　　　　　TEL： 03-5367-0841　 FAX： 03-5367-0737

http://www.c-point.co.jp  info@c-point.co.jp

http://www.j-line.co.jp  info@j-line.co.jp
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