
閲覧者の期待に応えるサイトのクリエイティブを知り、
Webが分からない新任担当でも成果が出るコツを学ぶ

自社や商品へ良いイメージを与えるための

自社のWeb対応は
遅れていると感じる為、

世の中に取り残されないように
最低限の対応はしたい。

恥ずかしくて見せたくない
Webサイトでなく、誰に会っても
堂々と見せられるようにしたい。

どんな見た目であれば、
流行に振り回されずに

好感を持たれ続けるか知りたい。

 つくったきりほぼ放置しているが、
流石にそのままではまずいと思う…

大企業向けのノウハウだけでなく、
中小企業や、地域でビジネスをしている

企業の成功例も知りたい。

良い反響が得られる 
更新やコンテンツ作成の

正しいやり方を身に付けたい。

画像提供：Shutterstock

 Ｗｅｂデザイナーではないけど、Ｗｅｂサイトを担当している方向け

で最適なデザインと文章表現が分かる！
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初めての方向け

Ｗｅｂサイト作成基礎講座
申込後７日間 終日視聴可能

【オンデマンド配信】



せっかく作ったWebサイト、見た目で損していませんか？

貴社と顧客の最初の接点は“Webサイト”
会う前から会社の実力が値踏みされる…

取引を
検討して
いるが

就職を
検討して
いるが

他社の方が
良いのでは？

と思われて
いないか。

他社よりも良いね！と思わせる
Webならではのクリエイティブと文章

クリエイティブ

文章

本講座
のポイント Web対応で一番重要なクリエイティブの基礎をマスターする

POINT１

閲覧者の期待に応える情報デザイン
POINT２

価値が伝わる見た目のクリエイティブ

Web担当になったもの、これま
で全く違う業務をしてきた。何を
期待され、何をすべきなのかが
分からない…

ITに精通した前任者がいない。
情報システム担当は、Webの仕
組みは詳しいが、閲覧者視点
で、どんなページを
作るべきかまでは
知らない。

気になったらまずは検索という
時代にもかかわらず、自社の
Web対応は遅れていると感じ
る。世の中に取り残されないよう
に最低限の
対応はしたい。

恥ずかしくて見せたくないWeb
サイトでなく、誰に会っても堂々
と見せられるWebサイトにした
い。

こうしたことにお悩みではありませんか？

インターネットの普及により、必
要な情報は自分から積極的に調べ
る、検索行為が当たり前になりま
した。こうした今、自社と顧客の最
初の接点は、Webサイトであるこ
とがほとんどです。そして、サイト
上での第一印象が良くなければ、
同業他社へと関心が移ってゆくも
のです。それにもかかわらず、多く
の企業のWeb担当は、未経験者が
多く、結果として閲覧者の期待に
応えていないサイトを運用してい
るケースが多々あります。

Webサイトを活用する恩恵は、大
企業よりも、中小企業にこそもた
らされます。社員に代わって24時
間365日PRしてくれるからです。
そして、望んだ成果を得ている
Webサイトは、サイト上の「クリエ
イティブや文章」が、閲覧者の期待
に適切に答えています。本講座は、
Webの専門家ではないもの、Web
サイトを通じて自社や商品に好感
を持たせ、購買を促すことを求め
られるWeb担当者の方向けに開催
いたします。

・直感的に分かる
・魅力を感じる

・価値がはっきりしている
・分かりやすい

情報デザインの3要素

何を伝えるべきか？

どの順番で伝えるべきか？

どんな表現で伝えるべきか？

レイアウト

配色

サイズ
余白

フォント

写真

Webクリエイティブの６項目

閲覧者にとって、欲しい情報がすぐ手に入れられるかが最も重要です。そのため
には、「何を、どの順番で、どんな表現」で伝えるべきかを閲覧者視点で企画する
力が求められます。

高価なシステムを導入したり、高い外注費を支払えばよいという訳ではありま
せん。担当者自身が、Webならではのクリエイティブの特性を理解し、生かすこ
とが成果への近道です。



講義ではまず、良いWebサイトに共通する情報設計のポ
イントから学び始めます。なぜなら、どれだけ見た目が良
いWebサイトを作っても、肝心の中身がともなっていな
ければ、閲覧者はこちらの期待通りの行動を起こさない
からです。優れた情報設計には、右上図のように「共感」
「納得」「行動」を促す内容をしっかりと記すことが欠かま
せん。また、Webサイトは紙媒体以上に不特定多数の人物
が、異なる期待で閲覧します。そのため右の図のような情
報の構造化が求められます。講義では、自社のWebサイト
において、どのように情報を整理し、組み合わせることが
よいかの判断基準を学び、Web初心者が失敗せずに実務
を推進するためのポイントを身に付けます。

STEP１で情報の整理や行動原則を学んだ後は、いよい
よクリエイティブの質を高めるためのノウハウを学びま
す。一般的に、クリエイティブのことはWebデザイナーで
なければ分からない、と思われがちです。しかし実際に
は、一定の法則が存在し、それらに則ることで専門家でな
くとも成果を手にすることができます。具体的には、「一
目で言いたいことが伝わるビジュアルの選び方」、「装飾
は明確な意図を持たせて実施する」、「最後までストレス
なく読み込める文字のレイアウト」などのテクニックが
挙げられます。また、Webのトレンドは常に変化するもの
ですが、それにも耐えうる表現力や、然るべき時には改善
が必要だと決断する判断基準についても学びます。

本講座で学ぶこと

目的を遂げるWebサイトに共通する、
情報デザインと見た目のデザインのコツを学ぶ

情報デザイン編STEP１

Webサイトの役割を正しく知り
成功事例の共通点を押さえる

□✓ 閲覧者が知りたいことと、こちらが言いたいことの違い
□✓ 良いWebサイトの3要素
□✓ 情報をレイヤにして考える
□✓ Web初心者でも成果を出すための行動原則

見た目のデザイン編STEP2

明日からできる
ビジュアルと文章のデザイン活用

□✓ Webサイトのあるべきクリエイティブ
□✓ 最後までストレスなく読める文章デザイン
□✓ ビジュアルクリエイティブの注意点
□✓ Webサイトの改善が必要かどうかの判断基準

最後までストレスなく読める文章デザイン

ビジュアルクリエイティブの注意点

情報をレイヤにして考える

良いWebサイトの共通点

オファーや欲求によって、
行動してもらう。

期待を裏切らない説得力がある。
情報・クリエイティブのデザイン。

自分にとって必要な企業・商品・サービスかも
しれないと思わせる。

納得

共感

行動

近接
関係する情報
を近づける

整列
要素に一体性
を持たせる

反復
はっきり違い
を作る

コント
ラスト

意識的に繰り
返し使う

人の目を引きつけやすさ誘目性

対象の見つけやすさ視認性

対象の意味の理解のしやすさ可読性

複数ある対象の区別のしやすさ識別性

デザイン4原則 配色4原則



講座
概要

カリキュラム

※講師・カリキュラム・日程は都合により変更となる可能性があります。ご了承ください。

約130分

時間 テーマ 講義内容 講師

Webサイトの役割を正しく知り
成功事例の共通点をおさえる

明日からできる
ビジュアルと文章のデザイン活用

約255分

●Webサイトの代表的な6つの目的 
●KGI、KPIを明確に定める 
●新任者が良く失敗するパターン 
●外注業者との協力関係について 
●訪問者が魅力を感じるWebコンテンツの法則 
●検索エンジン上位表示で重要な事

●Webサイトデザインの一般常識 
　Webにおけるビジュアルデザインの特徴と注意点 
　全般編／レイアウト編／配色編／サイズ編／余白編／フォント編
　／写真・画像編／補足 
●Webサイトデザインの実践 
　ビジュアルデザインのセオリー デザイン4原則／色彩・配色4原則 
　セオリーを応用 文章のデザイン／サイト毎のデザイン

山田 竜也氏

松岡 芳美氏
森田 泰則氏

受講生の声
項目ごとに具体的なWeb サイト立ち上げや運用の基
礎を学べた。説明が分かりやすく、社内に共有したい点
が多 あ々った。

（サービス　男性）

色使いやフォントなどのデザイン・ノウハウだけでだけ
でなく、サイト上で共感、信頼を生む構成のポイントも学
べました。

（メーカー　女性）

職務に直結する内容であった。感覚でしか伝えられて
いなかったものが、どう説明すればよいのか分かった。
制作会社へのディレクションが明確にできると感じた。

（公益法人　男性）

講師プロフィール

同志社大学哲学科卒業後、2007年にWEBマーケティング専
門会社パワービジョンを立ち上げ。中小企業から東証一部上場
企業まで幅広くWEB事業のコンサルティングを手がける。これま
でにアドバイスしてきた企業は200社超。著書に『小さな会社の
Web担当者になったら読む本―ホームページの制作から運用・
集客のポイントまで』（日本実業出版社）『すぐに使えてガンガン
集客！WEBマーケティング111の技』『Googleアドワーズ
&Yahoo!リスティング広告最速集客術～SEMの極意』（技術評
論社）など。

山田 竜也氏
株式会社パワービジョン
代表取締役

2006年Web・ECサイト制作会社立ち上げに参画。EC黎明期
よりECサイトのデザイン、アートディレクションに携わる。その中で
今後のwebデザインにおけるブランディングの重要性を感じ、ブラ
ンディングエージェンシーである株式会社フラクタの設立の際に
はブランディング面でのメンターとして参画。2017年より現職。自
身も経営者であるという視点から「より実用的かつ再現性の高い
ブランドディレクション」を得意としている。著書『EC×ブランディ
ング』（宣伝会議）

松岡 芳美氏
株式会社フラクタ
ブランディングディレクター
株式会社アワーフラッグ
代表取締役

SIerでシステムエンジニアとしてWebサイトの開発・運用を行って
いた中で、デザイン・UXの重要性を感じデザインスクールで学習
した後、2012年に株式会社フラクタの立ち上げに参画し現職。
フラクタの提唱しているブランドらしさのある購買体験を大切にす
るブランド設計をテクノロジー・デザイン・UXの観点から担いつ
つ、様々なブランド内部の実情に直面。多くの業務を抱えるブラ
ンド担当者が本来やるべき業務に集中できるよう「無理しない
Webサイトと、チーム作り」実現のため、情報発信や人材育成、
制作コンサルティングを行っている。

森田 泰則氏
株式会社フラクタ
ブランディング・テクノロジスト

●講義形態 ： 宣伝会議オンライン内でオンデマンド配信 ※お申込日から7日間視聴可能。視聴期間内であれば、ご自身の自由なタイミングで視聴できます。
●受講料金 ： 54,000円（税込 59,400円）※申込金5,000円（税込 5,500円）を含みます
●受講対象 ： 企業でWebサイトの作成や運用に関わる方。もしくは今後そうした役割を担う方。

お申込みはWebから またはこちらまで
FAXにてお送りください ０３－3475－3033

〒

TEL

申込形態　①企業申込（請求書を発行します） 　②個人申込

お振込み先          三菱 UFJ 銀行　青山支店　普通　1145602　口座名義：株式会社宣伝会議

会社名

住所

氏名

Eメール

氏名

所属部署

所属部署

役職

役職

生年月日

生年月日

Eメール

宣伝会議からの情報　①いる　②いらない　 ③ すでに届いている
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TEL：03-3475-3030  E-mail：info-educ@sendenkaigi.com   www.sendenkaigi.com/class/
株式会社宣伝会議　〒107-8550 東京都港区南青山3丁目11番13号
■お問合せ

 　  　　　 年　　   月　　  日　

  　 　　　 年　　   月　　  日　

※受講は受講者本人に限ります。他人に貸与・譲渡することはできません。尚、同一の講座を別々の方に受講いただくことは禁止としております。※お申込み後のキャンセルは原則承っておりません。※万一、受講前に受講予定
の方の参加ができなくなってしまった場合は、事務局までお問合せください。同一講座の受講中において、参加者の途中変更はできません。※一旦納入された申込金・受講料は、受講前・受講途中にかかわらず、いかなる理由で
あっても払い戻しや次期への振り替えはできません。※天候不順によるアクシデントや講師の都合、受講者数が一定数を下回った場合等、諸事情により直前に開講日程が変更・中止となる場合がございます。その際、交通・宿泊
費等の保証はできかねますのでご了承ください。※弊社と発注者は互いに暴力団、及びその他の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約します。万が一、上記に反していることが判明した場合には、直ちに無条件で本契約
を解除します。※弊社と同様の教育講座を開催している企業、人材紹介業、受講生への営業・勧誘等を目的とするご受講等に関しましては、審査の上、お申し込みをお断りする場合がございます。また、お申し込みから審査まで
の間に、ご請求書類の発送など、決済処理の進行が行われる場合がございます。あらかじめご了承ください。※本申込書により㈱宣伝会議が取得した個人情報は受講手続きや各種連絡、講座運営、ダイレクトメールなどの方法
で出版物や講座、イベントのご案内等をお送りするために利用します。プライバシーポリシー（https://www.sendenkaigi.com/privacy/）をお読みいただき、同意の上、お申し込みください。
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WEB申込
FAX申込

すぐご受講いただけます
受講環境の設定に関する手続きのため 1週間ほどお時間がかかります

230413


