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Web文章入門 : 第2回 わかりやすい文章の10大原則 | エキスパートコラム | bizYou Webサポート
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500 いいね！／700ツイート／1,500はてブ超え

Web文章入門 : 第2回 わかりやすい文章の10大原則 | エキスパートコラム | bizYou Webサポート
http://support.bizyou.jp/column/web_writing/vol2.php

http://support.bizyou.jp/column/web_writing/vol2.php
http://support.bizyou.jp/column/web_writing/vol2.php


ある読者からの反応
https://twitter.com/pratto/status/228297982800437248

→
泣きながら、すぐに変更

https://twitter.com/pratto/status/228297982800437248
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このセッションの内容

五感から考えるWebサイトの強みと弱み

見に来た人は提案を欲している

効果的なコピーライティングの実践

ワーク「飲食店のコピーライティング」

まとめ





五感 から考える

Webサイトの 強み と 弱み



人間の五感

視覚

嗅覚

聴覚

味覚
触覚



Webで直接伝えられる感覚 ＝ 強み

視覚

嗅覚

聴覚

味覚
触覚



Webで直接伝えられない感覚 ＝ 弱み

視覚

嗅覚

聴覚

味覚
触覚



コピーライティングで大切なこと

嗅覚、味覚、触覚を、言葉で伝えることを意識

視覚

嗅覚

聴覚

味覚
触覚



たとえば

とれたて朝もぎ、甘い香りとなめらかさ
道産とうきびの冷製スープ　500 円

道産とうきびの冷製スープ　500 円

冷製コーンスープ　500 円



見に来た人は 提案 を欲している



Webサイトの必要条件は「提案力」

消費者 企業／店舗Webサイト

こだわり／おすすめを
メッセージとして明確に伝えるのが
問題解決型Webサイトの必要条件

よろこび
おどろき

感情

こだわり
おすすめ

メッセージ



大切なのは「感情」

感情

企業／店舗のメッセージ伝達
消費者の感情の理解
の両方を目指す

メッセージ

よろこび
おどろき

こだわり
おすすめ

消費者 企業／店舗Webサイト



個性的なサイトでないと生き残れない時代に

企業／店舗がメッセージを明確に伝えることが
Webサイトの本質的な個性

消費者と企業／店舗の感情がマッチするのがよいサイト

お互いの感情を取りもつ存在

消費者 企業／店舗Webサイト



だれに なにを



だれに なにを

道外からの観光客に メニューを



とれたて朝もぎ、甘い香りとなめらかさ
北海道産とうもろこしの冷製スープ　500 円

とすると

とれたて朝もぎ、 甘い香りとなめらかさ
道産とうきびの冷製スープ　500 円

「だれに」「なにを」伝えたいかによって
適切な言葉選びや表現は変わる



Webサイトの要件も変わる

地元の人だけに来てもらいたい店舗
地元だけで通用する言葉
最低限の情報
ぶっきらぼうなデザインでかまわない
リアルなクチコミしかいらない

観光客に足を運んでもらいたい店舗
なるべく標準語を選ぶ
交通アクセス、駐車台数、席数、店舗や周辺の写真を掲載
わざわざ行きたいと思わせる魅力的なデザイン
Webメディア（ソーシャル／食べログなど）のクチコミをウォッチ



本当にツウ向けのお店であれば

素材や製法を深く掘り下げたコンテンツを
充実させ、Webサイト全体として

というテイストを貫くのがよい

「味のわかる人にだけ来てもらいたい」



質問

Webサイトで
一番大切なことは？



答え

顧客を知ること



企業の目的と使命を定義するとき、
出発点は一つしかない。顧客である。
顧客によって事業は定義される。...
顧客を満足させることこそ、
企業の使命であり目的である。
したがって、「われわれの事業は何か」
との問いは、企業を外部
すなわち顧客と市場の観点から見て、
初めて答えることができる。

Peter F. Drucker







質問

Webサイトで
一番大切なことは？



答え

顧客を知ること



答え

顧客にメッセージを伝えること



Webサイトはメッセージのかたまり

徹底的に「だれに」と「なにを」を意識する
それらにもとづいた表現の積み重ねが大切



効果的 な

コピーライティング の実践



製品やサービスの「よさ」を表現

よいキャッチコピーの大原則は
利用者にどのようなメリットがあるのかを伝えること

食べたみたら「おいしい」
つかってみたら「便利」
行ってみたら「楽しい」
やってみたら「かんたん」

 など



企業／店舗の「思い入れ」を表現

「こだわり」
「おすすめ」
「イチ押し」
「自慢の」
「入手困難な」
「厳選」
など



消費者の「表情」を表現

「笑顔」
「元気」
「団らん」
「じんわり」
「ホッとする」

「ウチの旦那も太鼓判」
など



たとえば

北海道産生乳100％
生クリームたっぷりロールケーキ

製品やサービスの「よさ」

牧場長自慢の北海道産生乳100％
生クリームたっぷりロールケーキ

食べたら思わず笑顔！ 牧場長自慢の北海道産生乳100％
生クリームたっぷりロールケーキ

企業／店舗の「思い入れ」

利用者の「表情」

+

+



嗅覚、味覚、触覚を忘れずに

食べたら思わず笑顔！ 牧場長自慢の北海道産生乳100％
生クリームたっぷりロールケーキ

食べたら思わず笑顔！ 牧場長自慢の北海道産生乳100％
濃厚生クリームずっしりロールケーキ



旭川のカフェ＆レストラン「タイムトンネル」
http://www.timetunnel.net/

デザインはアレだが...

http://www.timetunnel.net/
http://www.timetunnel.net/


旭川のカフェ＆レストラン「タイムトンネル」
http://www.timetunnel.net/

料理説明の方向性として、よい

http://www.timetunnel.net/
http://www.timetunnel.net/


旭川のカフェ＆レストラン「タイムトンネル」
http://www.timetunnel.net/

きちんと「こだわり」「愛情」「熱意」を感じる説明

http://www.timetunnel.net/
http://www.timetunnel.net/


ダメな例

料理に対する説明不足
気持ちがなにも伝わってこない



つまり

製品やサービス

ひとつひとつの製品やサービスに
コピーライティングのプロセスを当てはめることが大切

消費者 企業／店舗



コピーライティングのプロセスの集合体が

リアルにもWebにも効く「Webサイト」
という発想で



ワーク
飲食店のコピーライティング



ワーク

お店の魅力を伝える

料理の魅力を伝える

隣りの人や近くの人とディスカッション

益子の案と照らし合わせる



旭川

札幌

深川

北海道深川市の

「レストラン 空音（そらね）」



道の駅「ライスランドふかがわ」の近所
道央道 深川 IC からも好アクセス 田園風景のなかの平屋建てレストラン



メニュー



深川産にんじんの冷製スープ セモリナ粉使用の自家製パン



深川産野菜中心の前菜
厚岸産アサリとホタテ小柱、

ズッキーニとトマトのペペロンチーノ
バジルの香り



留萌産平目と噴火湾産ホタテのポワレ
唐辛子風味のクリームソース

イチゴのゼリー寄せ バジルシャーベット乗せ
自家製シフォンケーキ



Webサイトは
http://solane.jp/

http://solane.jp/
http://solane.jp/


ホーム



コンセプト



メニュー



サイト改善の方向性

だれに
道内の遠方や道外からの観光客を増やしたい

なにを
空知地方を中心に、こだわりの道産食材を
ふんだんにつかった料理の魅力を伝えたい



ワーク
1. ホームのキャッチコピーを改善しましょう

2. コンセプトの改善点を考えましょう

3. メニューの改善点を考えましょう



ディスカッション
隣りの人や近くの人と意見交換をしてください



益子の案
と、照らしあわせてみましょう



ホーム



お店のキャッチコピー

2010年12月に北海道深川市音江町にオープン
空知地方の食材をふんだんに使用した

カジュアルフレンチレストラン「空音（そらね）」です



コンセプト



北海道、道央と道北をつなぐ空知地方や地元・深川の食材を
ふんだんに使用したカジュアルフレンチレストランです。

空知の「空」に、住所の深川市音江町の「音」で「空音（そらね）」です。

ご予約の方を優先してご案内します。
特に土曜・日曜・祝日は混雑が予想されますので、ご予約をお願いします。

こまかなことは、さておき...



 そもそも

・道央道 深川 IC（札幌～旭川間）からのアクセスのよさ
・隣接の都市からのアクセスのよさ（国道12号線など）
・お店の雰囲気づくりへのこだわり
・素材／調理法へのこだわり
・子ども連れを歓迎するかどうか

　など、うったえるべきことはまだまだたくさんある



メニュー



まず、メニューと同等の情報を載せなきゃ！



そもそも

・前菜は地元「深川産野菜」が中心であること
・ランチとディナーの価格差の理由は？
・アピールしたい／ほかのお店と違う料理は？
・契約農家／素材の生産者の説明は？
・大きめの料理写真がないのは寂しい

　など、季節変動があっても、いろいろと工夫できるはず



まとめ



企業／店舗が

「だれに」
「なにを」

伝えたいかを把握するように努めること



コピーライティングによって

「明確なメッセージ伝達」
「コンテンツの充実」

をはかること



コピーライティングは

Webプロジェクトを後押しするエンジンに
リアルの企業／店舗を改善する力に
　場合によっては「核」になる



ありがとうございました
Email: mashiko@cybergarden.net
Twitter: @takahiromashiko
Facebook: cybergarden 
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