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使い分けてガッチリ！



Jimdoはいかがですか？

-払拭Jimdo都市伝説-



長嶋 亜紀

KDDIウェブコミュニケーションズ 

Jimdo事業部 

コミュニティーマネージャー 

JimdoCafe サポート

コミュニティ活動の企画、管理、運営など 

10年くらいWeb作る人でした。



広島のほうから



KDDIウェブコミュニケーションズ 

Jimdo事業部 

コミュニティーマネージャー 

JimdoCafe サポート

コミュニティ活動の企画、管理、運営など 

10年くらいWeb作る人でした。

Jimdo 好き

長嶋 亜紀





全国にリアルな場所





Web専門知識なくても自分ですぐにサイトが作れる



クリック&タイプで作れるクリック&タイプで作れる
フォトギャラリー・ブログ・フォーム



様々なデバイスにも対応







今日は「がっちり」



今日は「がっちり」

制作者も

クライアントも



インターネット・スマートフォン

iPhone3G
2009年 SoftBankから発売
iPhone4s 
2011年 AUからも発売
iPhone5s & c 
2013年 docomoからも発売

情報取得環境



Webサイト 

が当たり前に



「場所・情報発信力」 

の格差の格差の格差作成も更新も専門業者・知識が必要

「場所・情報発信力」 「場所・情報発信力」 
情報発信は

生きたページにはお金がかかる



「場所・情報発信力」 

の格差

Web活用いろいろしたい側



CMS！CMS！

情報発信力





Webサイトビルダー
Webサイトビルダー



サイト更新自分で 

当たり前に



Web制作者って？

当たり前の先 

何を提供していくの？



成果につながる成果につながる

本業に集中してもらう



Webを作ることは 

目的への通過点 

Web活用いろいろしたい側



柔軟に対応できれば 

もっと幅が広がりそう

柔軟に対応できれば 

労力だけでなく効力でもっと稼ぐ！

満足度アップ！クライアントも嬉しい



できてよかった！

人からリアルな言葉をもらう
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リサーチとプランニング

「成す」「効力アップ」させるには

リサーチとプランニング



リサーチとプランニング

「成す」「効力アップ」させるには「成す」「効力アップ」させるには

リサーチとプランニング

「成す」「効力アップ」させるには

リサーチとプランニングプロがしっかり提供！



ヒアリング UI / UX

ドメイン 
契約

インストール

システム設計

サーバー契約

環境選定

デザイン 素材作成

更新

コーディングコンテンツ

解析 効果測定 改善





出来るとは思う・多分出来るとは思う・多分

なんとかがんばればできるなんとかがんばればできる

どうにかなんとか近いものに

出来るし向いている出来るし向いている

向いている

出来るとは思う・多分

向いている

なんとか出来る



出来るとは思う・多分出来るとは思う・多分

なんとかがんばればできるなんとかがんばればできる

どうにかなんとか近いものに

出来るし向いている出来るし向いている

向いている

出来るとは思う・多分

向いている向いている

なんとか出来るなんとか出来るなんとか出来る



バージョンアップ困難問題

無理やり対応したので他の機能を潰す

バージョンアップ困難問題

無理やり対応したので他の機能を潰す

アクセス増大→サーバー乗換

無理やり対応したので他の機能を潰す無理やり対応したので他の機能を潰す

こういうことしたい！→機能追加（見積もり）こういうことしたい！→機能追加（見積もり）

リニューアル大変そうと感じているリニューアル大変そうと感じている

作ることに忙殺される



出来るとは思う・多分出来るとは思う・多分

なんとかがんばればできるなんとかがんばればできる

どうにかなんとか近いものに

出来るし向いている出来るし向いている

向いている

出来るとは思う・多分

向いている

なんとか出来る

なんとかがんばればできるなんとかがんばればできる



幸せになれなさそうな予感しかしない

作ったものの・・・

≈



Webサイトビルダー
Webサイトビルダー



ヒアリング UI / UX

ドメイン 
契約

インストール

システム設計

サーバー契約

環境選定

デザイン 素材作成

更新

コーディングコンテンツ

解析 効果測定 改善





バージョンアップに作業料バージョンアップに作業料

アクセス増大→サーバー乗換アクセス増大→サーバー乗換

こういうことしたい！→機能追加（見積もり）こういうことしたい！→機能追加（見積もり）

API変更問題

機能として長期満足に繋がるところ



バージョンアップ自動バージョンアップ自動

アクセス増大問題ないアクセス増大問題ない

気がつくと機能追加気がつくと機能追加

API自動対応

機能として長期満足に繋がるところ



気がつくと



バージョンアップ自動バージョンアップ自動

アクセス増大問題ないアクセス増大問題ない

気がつくと機能追加気がつくと機能追加

API自動対応

機能として長期満足に繋がるところ



案件に最適な 

手段を選ぶ

制作側

手段を選ぶ



両者幸せ 両者幸せ！



実際どう？ 

は、みなさんが色々





コーポレートサイトにも 

使いどころのあるコですから！



Jimdoは

ユーザーの目線のサービスです



うまく使えば 

お互いにいいとこ満載



でもね



都市伝説があると聞いて



・独自ドメイン使えない 
・サブドメイン使えない 
・WEBフォント使えない 
・独自レイアウトじゃないとできない 
・SEOに弱い 
・ドイツ開発だから海外の方向けだよね 
・ショップフォームがSSLじゃない 
・モバイル対応してない 
・テンプレートが時代遅れ 
・制作会社として仕事に使えない 
・年額1万円とか高い 
・障害がおきる 
・htmlソース大丈夫？ 
・サービスおわんない？



都市伝説払拭タイム！



料金内！ 

移管も接続も！

独自ドメイン



接続できます

サブドメイン



たまにおきます。ごめんなさい。 

Jimdoだから多いなんてことない

障害がおきる



構造化文書です

htmlソース不安



SSL対応ですし！

ショップのフォーム暗号化は？



もはや意味不明。 

中身の問題。

SEOに弱い



このツールだからの差なんて・・・

内容を構成しなおす 

あなた(プロ)の力が 
売れる！



みなさんいくらなら？

年額10,000超えるって高い



同時アクセス 

1100超も平気

アクセス増大→サーバー乗換



育ったサイトが

無駄にならない！

　同時アクセスは？



ずっとできてます！ 

今はレスポンシブ！

モバイル対応できてない



デフォルトのレイアウト

現在全てが 

レスポンシブレイアウト



Googleモバイルフレンドリー

レスポンシブレイアウト 

になる前から対応！



Google推奨ベンダー!



レイアウト刷新済み 

時代に沿って成長ing

なんかダサい



レイアウトの数 
40種類
（2016年6月21日現在）



プリセットを加えると 
183種類
（2016年6月21日現在）



できます！ 

レイアウトベースに 

カスタマイズがおすすめ

できます！ 

初期レイアウトじゃ仕事できん







HTML+CSSの知識があるから

ちょっとこうだったらを 

プラスするだけ



調整で素敵に 

日本発！レイアウトも！

海外向けでしょ？









素敵なモリサワフォント

JimdoPro:15書体  
JimdoBusinness176書体



使っている会社・多数使っている会社・多数

仕事に使えない



独自とかできるん？

かなり作り込める 







レイアウトベースにちょっとカスタム

断然楽！おすすめ！ 
レイアウトベースで 

手を入れると実装も楽で早い！



アフィリエイトプログラムも！



安心のKDDIグループ！

突然終わらない？



ね？使えるコでしょう？



-払拭-



ヒアリング UI / UX

ドメイン 
契約

インストール

システム設計

サーバー契約

環境選定

デザイン 素材作成

更新

コーディングコンテンツ

解析 効果測定 改善更新 解析 効果測定 改善

ヒアリング UI / UX システム設計環境選定

そのクライアントに必要なこと
ドメイン インストールサーバー契約

自分たちの効率のよさ・強み

デザイン 素材作成 コーディングコンテンツ デザイン 素材作成 コーディングコンテンツ

自分たちの効率のよさ・強み

クライアントの成果につながるプロ目線



使い分けてガッチリ！





Jimdoはいかがですか？



この後は
さんへ



次はa-blog cms さんへ



ホスティングならCPIも



最後まで楽しみですね！



ありがとうございました




