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サイト制作担当 ： 四宮直人のHP制作最新事例

■ 誰に向けたメッセージなのか、ひと目で分かるように
可視化することが重要

「対象」や「実績」を明記することで、成約件数を４倍に

▼ サイト制作担当：
四宮直人のHP制作最新事例
------------------------------------
誰に向けたメッセージなのか、ひと目
で分かるように可視化することが重要

▼ ＰＰＣ広告運用担当 ：
成澤透のＰＰＣ最新情報
------------------------------------
ＰＰＣ広告文を一工夫するだけでコ
ンバージョンが２倍になるとしたら？

▼ ＣＥＯ古澤暢央の経営小話 
------------------------------------
経営者は嫌われる事が仕事か？

今月の内容

ＮＥＷＳ

社 名及びロゴマーク一 新の
お知らせ

当社では、10 月 1 日付をもちまして、従来の
社名、「株式会社セルフデザイン・ホールディ
ングス」を改め、「株式会社 Faber Company」
へと社名及びロゴマークを一新いたしました。

-----------------------------------------
< 新社名 >
  株式会社 Faber Company
  ※読みは「ファベル・カンパニー」となります。
-----------------------------------------
創業 第 10 期目を迎えるにあたり、「次の 10
年」を表現すること、「職人＋テクノロジーの
融合（属人的スキルを重視しつつテクノロジー
をも併せ持つ）」という当社テーマの社内外へ
の共有を進めることを目的として、社名及びロ
ゴマークを一新することとなりました。

社名の「Faber」はラテン語で「職人」の意で
あり、「Faber Company」とすることで「職人
と仲間たち」を意味しています。また、ロゴマー
クの文字を横断している赤い線は言葉を紡い
でいる様子、「職人と仲間たち」の強い結束力
や信頼感を表現しています。

新社名及びロゴマークは、サービスやウェブサ
イト等で順次使用してまいります。当社が未
来へと向かう強い意志の表明である新 CI（コー
ポレート・アイデンティティ）に、どうぞご期
待ください。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
株式会社 Faber Company（担当：平野）

【TEL】 03-5545-5230 (平日9:30～18:30)
【メール】 info@fabercompany.co.jp

こんにちは、Faber Company の四宮 
（シミヤ）と申します。WEB ディレクター

としてホームページの制作を担当させ
て頂いております。

今号より、私が日頃担当させて頂いて
いるホームページの作成・改善のコツ
を具体的な事例をもとに、皆様に実践
頂ける様な形でお伝えしていければと
思っております。今後ともよろしくお願
いいたします。

皆さんもこんな経験はありませんか。
自分では伝えたつもりのことが全く伝
わっておらず、上司やお客様から思わぬ

大目玉を食らってしまった・・・・
「伝えたつもりだった」という仕事上の ” あるある ” ですね。

なぜ、こういったことが起こってしまうかと言うと、大体の場合は「誰に向かっ
て伝えているか」が明確になっていなかったり、「分かってくれただろう」という、
曖昧さが原因にあると考えます。

やはり、大事なことは自分だけが分かっているのではなく、相手にもハッキリ
と分かるように確実に伝えなくてはなりません。
なぜ、こんな話をしたかと言うと、これはホームページでも同じだからです。

何を言いたいかというと、対象となるユーザーに対してハッキリと分かるよう
に情報を伝えないと、思わぬ機会損失をしている可能性がある、ということ
です。

今回は、こうした機会損失を生まないために、弊社のクライアントであるオー
ダーカーテン屋さんの事例をお話しします。
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【 事例解説 】
法人専用のページを作成したら狙ったターゲット
から反響が来た 

サイト名 ： オーダーカーテンショップ・プラージュ

URL ： http://curtain-plage.co.jp/

事業内容 ： 個人宅を中心としたオーダーカーテンの
　　　　　販売。提案から取り付けまでを自社対応。

サイト開設日 ： 2013年6月4日

カーテンショップ・プラージュ様は、横浜を中心に、オー
ダーカーテンの販売・取り付けまでを専門で行って
います。弊社ではこちらのリニューアルのお手伝いを
させていただきました。

住宅向けのオーダーカーテンを中心に販売しているの
ですが、法人への対応も可能なお店です。法人とは病
院や学校、高齢者施設などで、設置するカーテンの枚
数が一般住宅案件に比べてかなり大きいため、顧客単
価も上がります。

これまでも顧客単価を上げて収益を伸ばしたいという
お話を伺っていましたが、大口顧客との成約が最も効
果的と分かってはいても、明確に訴求するコンテンツ
がサイト上にはありませんでした。それでも、病院用
のカーテンレールの取り扱いがあり、わずかではあり
ますが、法人との取引実績もありました。

そこで、リニューアルに際して大口顧客用の法人向け
メニューを作ったところ、案の定反応があり、それに
よって以前は年に数件だった法人からの反響が伸び、
成約数が４倍にまでなったのです。それも、病院や学校、
老人ホームといった狙い通りのターゲットとの成約が
実現しました。

ここからは事例をもとに、どのようなことに意識して
大口顧客用の法人向けコンテンツを追加したのか、ご
説明します。

事例サイトの紹介

リニューアル後のトップページ
（http://curtain-plage.co.jp/）
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① 人は「分からない事」には反応しない
ひと目でコンテンツの対象ユーザーが誰であるかが分か
るようにした

先程もお話ししたとおり、リニューアル前の旧ホーム
ページには、特に法人向けのコンテンツやメッセージ
をサイト上に反映していませんでした。そこで、まず
は法人向けのコンテンツを作成することにしたのです
が、ターゲットをより明確にするために、「大口でのお
見積り（病院 老人ホーム 学校・教育施設等）について」

とページのタイトルや見出しには具体的に対象者を明
記しました。

また、「大口でのお見積もり」とすることで、住宅をメ
インとしていながら、規模の大きな案件に対応してい
ることも訴求できたはずです。

これにより、病院 老人ホーム 学校・教育施設からの問
い合わせが増え、総合病院のような規模的にも大きな
案件の問い合わせが来るようになったのです。

誰に向けたページであるかページタイトルや見出しに
はっきりと明記。イメージしやすいように業種ごとにサ
ンプル写真も掲載し、何ができるのか明確に情報を伝
えている。

特設ページにて訴求した、病
院や学校といったキーワードの
流入も増え、問い合わせにつ
ながっている。電話からの問い
合わせも多く、大口の問い合
わせが月に５～６件程は安定的
にくるようになった。

リニューアル後 追 加した法 人向け特 設ページ （上部）

リニューアル後の法 人向けページの流 入キーワード

リニューアル後のトップページ
（http://curtain-plage.co.jp/）
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② 人は「知りたいことが具体的」だと信頼が増す
特設ページには対象ユーザー向けにカスタマイズした
情報を細かく書く

次に、法人向けページの内容で何を意識したかをお話
しします。

ターゲットを絞って訴求する際、特にプラージュ様の
場合は、専門的な施設が対象でしたので、いかに顧客
のことを理解しているかを伝えることが、信頼を得る
には必須でした。

病院に向けては、入院病棟で必要とされる遮光性の
高いカーテンの取り扱いがあること、カーテンで診察
しやすい環境を演出できることなどを明記しました。
可能であれば、その業種にカスタマイズした情報を
書き添えることが重要です。

また、過去に施工した窓数の実績を掲載するなど、
対応できる規模を書く事で、ユーザーが対象者である
ことがわかるよう合わせて行いました。

③ 人は「自分に近しい人」が利用していると安心感を覚える
納入実績は実名で具体的に作る

対象ユーザーが誰であるのか、また、どのような対応をし
ているのかを詳細に伝えることが重要であるのと同時に、
実績によってユーザーに安心感を与えることも非常に重要
です。

事例では法人向けページとは別のページになりますが、
「納入実績」のコンテンツを設けました。そこには実名で

施工先を掲載しましたが、「近くの保育園が実績に載ってい
た」といった理由で、実際に問い合わせに繋がりました。

また、今回のターゲットとは異なりますが、実績として
競馬場も掲載しています。すると、別の競馬場からの
問い合わせにつながるのです。専門性の高いニッチなもの
程、その効果は高いと言えるかもしれません。

特 設ページには対象ユーザー向けにカスタマイズした記事を書く

入院病棟で必要とされるカーテンやどういった施工ができるのかを具体的に書いた。
専門ページには具体的かつ詳細に書くことで信頼が生まれる。
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事例を参考にしていただき、ぜひ、対象ユーザーからの反
響を増やしていただきたいと思いますが、最後に補足とし
ていくつかのポイント挙げさせていただきます。

ポイント１　　　　　　　　　　　　　　　 
対象ユーザーが誰か、ひと目でわかるメッセージ性の
高いボタンを作成する

せっかく法人向けページを作成しても、見てもらえなけれ
ば意味がありません。対象が誰であるのかひと目で分か
る導線をバナーボタン等で作成する工夫をしましょう。

プラージュ様の場合は病院や老人ホーム、教育施設に対
応していることをバナーの中にも明記しました。これで誰
に向けたページであるのか、他のページを見なくてもハッ
キリと分かります。

また、「大口のお見積りについて」と文言に入れることで、
大口の案件を歓迎することをメッセージとして伝えること
も忘れずに。

ボタンの設置場所は左メニューの上部など、目立つ位置
を検討します。

主な納入実績のページ

対象ユーザーから反響を得るページ
作りのポイント

全ての実績を掲載する事はなかなか難しいが、できる限り実名で掲載することが重要
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ポイント２　　　　　　　　　　　　　　　 
対 象 ユー ザ ー の 知りた い ことを 伝 えるだ け で なく、
不安を取り除くことも忘れずに

事例解説の②で対象ユーザー向けの特設ページでは、情
報をユーザーに合わせてカスタマイズし、詳細に伝えるこ
とが大事だとお話ししました。これだけでも問い合わせに
つながる可能性はありますが、問い合わせる前には不安も
つきまといます。

プラージュ様の例でいえば、個人宅を主に施工しているお
店なので、大口の案件を依頼しようとすると、
・自分の頼む案件の規模に対応してくれるのか
・実績は十分あるのか
・大型案件をこなすための体制はどうなっているのか
といったことが不安要素となります。これを払拭すること
も忘れないようにしましょう。

事例では特設ページ内に、「大口案件の受注体制と流れ」
として、人員の確保についてや、納品までの流れ・納期に
ついて明記しています。これによって、問い合わせまでの
ハードルをできるだけ下げる工夫を図っています。

ポイント３　　　　　　　　　　　　　　 
実績はテキストのみで OK。訴求したい業種と数を意
識して掲載する

実績を掲載する際は実名でとお話ししましたが、掲載方
法はいたってシンプルにテキストのみで構わないので、数
多く載せることを考えてください。

顧客企業や施設のロゴを載せているホームページもありま
すが、ロゴの掲載が NG で掲載できない、というのは非
常にもったいない話です。ロゴはインパクトがあり、直感
的に訴求できるといったメリットもありますが、大手であ
れば名前だけでも信頼性は増します。

また、テキストのみだと数多く実績が掲載できますので、
対象ユーザーとなる企業の名前は優先的に多く入れましょ
う。それによって「となりの幼稚園の名前を見て」「同業も
依頼しているから」と言った効果を期待することができます。

ポイント４　　　　　　　　　　　　　 
インタビュー付きの顧客事例を掲載する

納入実績と同じく、信頼性の証明となるコンテンツですが、
顧客の顔が見え、生の声が読める事例の信頼感は圧倒的
ではないでしょうか。プラージュ様のホームページでもこ
れから作成し増やしていくことで、より反響の取れる形に
なっていくと考えています。

病院や老人ホーム、 教育施設
に対応していることをバナーボ
タンの中に明記。

また、大口の案件を歓迎するこ
とも伝えています。

ボタンの設置場所は左メニュー
の 上 部など、 目立つ 位 置を検
討します。色を変えるのも１つ
の案です。

メッセージ性の高いボタンの作成
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対象ユーザーの不安を払拭する記事も入れる

実績はテキストで可能な限り数を載せる。大手だけでなく対象ユーザーの同業者も効果がある

対応可能な案件規模、実績、体制作りなど、顧客の不安になり得る事に応えることも重要。
人員の確保についてや、納品までの流れ・納期についてを明記している。

テキストのみの掲載でいいので、数多く載せたい。
上記のような大手については、名前を掲載しているだ
けで信頼性は増す。

実績の中から、法人向けページに掲載した業種を抜
粋。対象ユーザーと同じ業種も数多く掲載したい。
知っている同業者の名前があることでも反響につながる。

文責：四宮 直人


