
商工会青年部商工会青年部
ブログ研修ブログ研修

足助商工会青年部常任委員足助商工会青年部常任委員 高木伸泰高木伸泰

ブログとは・ブログ作成入門ブログとは・ブログ作成入門



今日の内容今日の内容
２月１６日の研修会のこと２月１６日の研修会のこと

ブログとはブログとは

ブログの実例ブログの実例

ブログ作成・投稿手順ブログ作成・投稿手順



今日の内容今日の内容

新年会新年会
（８時くらいからの予定）（８時くらいからの予定）



２月１６日（金）２月１６日（金）
研修会のこと研修会のこと





企業経営に企業経営に
生かすブログ生かすブログ





久米信行氏久米信行氏
久米繊維工業（株）代表取締役久米繊維工業（株）代表取締役

明治大学商学部講師明治大学商学部講師

日本財団ＣＡＮＰＡＮブログ大賞審査委員長日本財団ＣＡＮＰＡＮブログ大賞審査委員長



たんたんころりんころりんＴシャツＴシャツ



ビジネス関連受賞歴ビジネス関連受賞歴
20062006年年 ITIT経営百選経営百選 優秀賞（経済産業省）優秀賞（経済産業省）

20062006年年 JCDJCDデザインアワードデザインアワード 入選入選

（日本商環境設計家協会）（日本商環境設計家協会）

20042004年年 ITIT経営百選経営百選 最優秀賞（経済産業省）最優秀賞（経済産業省）

20022002年年 ISO14001ISO14001認証認証 取得取得

19971997年年日経インターネットアワード日経インターネットアワード

日本経済新聞社賞（日経新聞社）日本経済新聞社賞（日経新聞社）

19851985年年世界プリントショー世界プリントショー

ゴールデン・スキージー賞ゴールデン・スキージー賞



メール道、ブログ道著者メール道、ブログ道著者

Ａｍａｚｏｎビジネス３部門１位獲得Ａｍａｚｏｎビジネス３部門１位獲得



第１部第１部
午後７時から８時半午後７時から８時半

足助交流館足助交流館 視聴覚室視聴覚室



第２部第２部＆＆懇親会懇親会
第１部終了後第１部終了後

玉田屋：会費３，０００円玉田屋：会費３，０００円



ぜひ参加ぜひ参加
くださいください



事前にブログを事前にブログを
体験しておこう体験しておこう

講師意向講師意向



そんなわけで、そんなわけで、
今日は前フリ今日は前フリ



やってみてやってみて
わかるわかる

ブログの良さ、ブログの良さ、
おもしろさがあるおもしろさがある



サポートしてくれるサポートしてくれる
人はいるので、人はいるので、
やってみようやってみよう

そのきっかけとなればそのきっかけとなれば



向かない場合も向かない場合も
ありますけどありますけど

よくわからないときはよくわからないときは

半年続けてみる半年続けてみる



ブログとはブログとは
「ブログ」ってなに？？「ブログ」ってなに？？



ＷｅｂＷｅｂ ＬｏｇＬｏｇ
ＷｅｂｌｏｇＷｅｂｌｏｇ
ＢｌｏｇＢｌｏｇ
ブログブログ



簡単に、効率よく簡単に、効率よく
ＷＥＢサイトをＷＥＢサイトを
構築・運営する構築・運営する

ツールツール



日記的に使われる日記的に使われる
場合が多いが場合が多いが

使い方は自由使い方は自由



電話、ＦＡＸ、電話、ＦＡＸ、
ＤＭ、チラシＤＭ、チラシ
などと同類などと同類



低コストに低コストに
情報発信情報発信



自分のために自分のために
活用しよう！活用しよう！



うまく仕事にうまく仕事に
利用しよう！利用しよう！



ブログの基本的な構造ブログの基本的な構造
タイトルバナータイトルバナー

サイドバーサイドバー サイドバーサイドバー記事表示欄記事表示欄



ブログの基本的な構造ブログの基本的な構造
タイトルバナータイトルバナー

タイトル、サブタイトル、
画像など



ブログの基本的な構造ブログの基本的な構造

記事表示欄記事表示欄

時系列に記事が並ぶ



ブログの基本的な構造ブログの基本的な構造

サイドバーサイドバー サイドバーサイドバー

プロフィール、各種リンクなど
両側／片側あり



ブログのブログの
実例は実例は
後ほど。後ほど。



ブログのブログの
良い点良い点



簡単に簡単に
情報発信者に情報発信者に
なれるなれる



リアルタイムなリアルタイムな
情報発信情報発信

その気になればその気になれば



書き手の書き手の
「顔」が見える「顔」が見える
気がする気がする
親しみやすい親しみやすい



コメントでコメントで
読者と読者と
つながるつながる



トラックバックでトラックバックで
他のブログと他のブログと
つながるつながる



口コミ効果が口コミ効果が
期待できる期待できる



リピータ化がリピータ化が
期待できる期待できる



１つの記事に１つの記事に
１つのページ１つのページ

紹介しやすい紹介しやすい

されやすいされやすい



サーチエンジンでサーチエンジンで
上位に表示上位に表示
されやすいされやすい

アクセス数アップアクセス数アップ



更新通知機能で更新通知機能で
アクセス数アップアクセス数アップ

ＲＳＳ、ＰｉｎｇなどＲＳＳ、Ｐｉｎｇなど



ブログのブログの
悪い点悪い点



書き手の書き手の
「思惑」が「思惑」が
見えてしまう見えてしまう
「ヤラセ」はバレる「ヤラセ」はバレる



有名企業ブログで有名企業ブログで
やらせ疑惑がありやらせ疑惑があり
３日で閉鎖３日で閉鎖



意図せずとも意図せずとも
多くの人が多くの人が
見る可能性アリ見る可能性アリ

悪意のある人も見る悪意のある人も見る



失言も失言も
公開される公開される



ネットマナーをネットマナーを
身につけよう身につけよう

http://www.fmmc.or.jp/ejf/guide/



苦情も苦情も
公開される公開される
場合がある場合がある



コメント、コメント、
トラックバックトラックバック
スパムにスパムに
襲われる襲われる



イメージアップイメージアップ
どころかどころか

イメージダウンイメージダウン



正直で、正直で、
良い人に良い人に
なろうなろう

場合によっては戦略的に場合によっては戦略的に



更新される更新される
べきものべきもの
と思われてしまうと思われてしまう



関連情報の収集関連情報の収集
発信能力、知識、発信能力、知識、
ネットワークネットワーク

必要になってくる必要になってくる



関連情報の収集関連情報の収集
発信能力、知識、発信能力、知識、
ネットワークネットワーク

ブログで自然に身につくブログで自然に身につく



ブログのブログの
実例実例



あすけお宝情報編集長日記あすけお宝情報編集長日記

楽天ブログ（無料）利用楽天ブログ（無料）利用
※足助に行ってみたいというコメント多数

http://plaza.rakuten.co.jp/asuke/



お宝体験隊２００６参加者からのお宝体験隊２００６参加者からの
コメントとトラックバックコメントとトラックバック

http://plaza.rakuten.co.jp/asuke/diary/200609280002/

リンクが張られるリンクが張られる

トラックバックを送るトラックバックを送る



ブログ効果でブログ効果で
リピート来訪リピート来訪



お宝体験隊２００６お宝体験隊２００６
参加者の参加者の

観音山レポート観音山レポート
▼こうよう～散策♪その２(こあられの思うままに♪)

http://koarare.fruitblog.net/?457526cbe243e
「ここは足助の観音山(堂？)でございます。

紅葉スポットとして教えていただき初めて来ました。」
http://plaza.rakuten.co.jp/asuke/diary/200611220000/

↑コメントで観音山を紹介

▼おいちぃ～♪o(^-^)o(こあられの思うままに♪)
http://koarare.fruitblog.net/?457281ab593c8



お宝体験隊２００６お宝体験隊２００６
参加者の参加者の

待月橋コンサートレポート待月橋コンサートレポート

▼待月橋ありがとう～♪(こあられの思うままに♪)
http://koarare.fruitblog.net/?458df704d6d3a
↑「あすけのたかきさ～んステキな情報

ありがとうございました(o^-^o)
また散策にまいりますね～」



お宝体験隊２００６お宝体験隊２００６
参加者の参加者の

七草粥レポート七草粥レポート

▼第１２回足助八幡宮七草粥
http://plaza.rakuten.co.jp/asuke/diary/200701040000/
↑トラックバックあり

▼足助で七草粥(#^.^#)
http://koarare.fruitblog.net/?45a0e88e311d6
折りしも「第１２回足助八幡宮七草粥」が開催されることを
＜あすけのたかき＞さんのブログで知り急遽足助へGO!



ブログ情報を見て足助へブログ情報を見て足助へ

「「関連するＨＰ関連するＨＰを見ていたら、どうしても行きたくなり、を見ていたら、どうしても行きたくなり、

予定を変更して最終日の今日行って来ました。」予定を変更して最終日の今日行って来ました。」

http://plaza.rakuten.co.jp/emgmethod/diary/200503060000/

お宝情報お宝情報

ブログブログ



ブログ情報を見て購入ブログ情報を見て購入

http://plaza.rakuten.co.jp/asuke/diary/200508040001/ http://emg.jugem.jp/?eid=58

お宝情報お宝情報

ブログにコメントブログにコメント

自分のブログで紹介自分のブログで紹介



たんたんころりんころりんＴシャツネット販売Ｔシャツネット販売



購入者ブログでの口コミ購入者ブログでの口コミ



コメント、トラックバックでの口コミコメント、トラックバックでの口コミ



口コミ口コミ 足助春祭り足助春祭り

「詳しくはあすけのたかきさんのＨＰで！」



口コミ口コミ
たんたんころりんころりんワークショップワークショップ

「たんころりん」
ワークショップ紹介

参加表明



思いつくまま思いつくまま--足助から足助から--

私の個人ブログ私の個人ブログ

http://asuke.air-nifty.com/blog/



ホームページとの関係ホームページとの関係

個人的な個人的な

ブログブログ

タカキ工業ＨＰタカキ工業ＨＰ

地元小学校の工場見学地元小学校の工場見学

内職さん募集内職さん募集

http://www.takaki-jp.com



効果とか効果とか
よかったことよかったこと
とかとか



掲示板やメールで内職の問い合わせ掲示板やメールで内職の問い合わせ

掲示板掲示板 http://www.takaki-jp.com

正社員

内職

求人効果求人効果



検索エンジンの上位に表示検索エンジンの上位に表示

「豊田市「豊田市 内職」内職」 「内職さん」「内職さん」

２００６年１２月時点２００６年１２月時点



コンテストでスピーカーＧＥＴ！コンテストでスピーカーＧＥＴ！

三井物産株式会社三井物産株式会社 メディア事業部メディア事業部

LinkShareLinkShareプロジェクトチーム主催プロジェクトチーム主催

部門賞受賞



ネット縁ネット縁

日経ＢＰサイトで紹介日経ＢＰサイトで紹介
ネット縁で交流ネット縁で交流
久米繊維工業久米繊維工業((株株) ) 社長社長
フットマークフットマーク((株株))社長社長
((株株))経営総合研究所社長経営総合研究所社長

TT--GALAXY.COMGALAXY.COM店長店長
桜美林大学教授桜美林大学教授

ビジネスブログ書籍著者ビジネスブログ書籍著者

•新しい長男道＝都会で修行+田舎で家業&SOHO～高木さん小橋さん(2001/9/19) 

•Uターン先「足助町」でのＳＯＨＯ生活、春の風景～高木さん(2002/3/13) 

•「たんころりん」が足助町とメール読者をほんのり照らす～高木さん(2003/08/08) 



悪かったこと悪かったこと
つい、時間をかけすぎてつい、時間をかけすぎて

しまうのでしまうので

控えめにするように控えめにするように

しています。しています。





今年中に今年中に
会社ＨＰの会社ＨＰの
ブログ化ブログ化



モグモグキッチンモグモグキッチン

効果，悪かったこと，今後など効果，悪かったこと，今後など

http://www.mogmog.jp/



玉田屋旅館玉田屋旅館 足助ガイド足助ガイド
http://tamadaya.blog35.fc2.com/



百年草ｂｌｏｇ百年草ｂｌｏｇ

効果，悪かったこと，今後など効果，悪かったこと，今後など

http://www.hyakunensou.co.jp/blog/



鈴木アキラ鈴木アキラ 議員奮闘記議員奮闘記
http://blog.getagen.net/



教務日記（則定小学校）教務日記（則定小学校）

▼がんばった学芸会
http://blog.goo.ne.jp/goonorisada/e/cb43af842acb41f5e9612323978ecc61

▼学芸会予行演習記事に全国の先生方からコメント
http://blog.goo.ne.jp/goonorisada/e/0161edd27c48846ff484e9908640e72e

http://blog.goo.ne.jp/goonorisada/e/e06bd80e12a096bdf09ede15ae2c35e2



足助のかじやさん足助のかじやさん
http://kajiya3.blog42.fc2.com/



ブログのブログの
作りかた作りかた



有料ブログ有料ブログ
広告なし広告なし

独自ドメイン可独自ドメイン可



無料ブログ無料ブログ
広告あり広告あり

独自ドメイン不可独自ドメイン不可



試しに作った試しに作った
無料ブログ無料ブログ
ＦＣＦＣ２２

ＪＵＧＥＭＪＵＧＥＭ



ＦＣ２ＦＣ２
アクティブユーザ数トップアクティブユーザ数トップ

玉田屋、かじやさん玉田屋、かじやさん



足助のブログ研修足助のブログ研修

ＦＣ２（無料ブログ）で作成ＦＣ２（無料ブログ）で作成

http://asukeblog.blog73.fc2.com/



ＪＵＧＥＭＪＵＧＥＭ
携帯対応機能充実携帯対応機能充実

モグモグ（携帯用）、モグモグ（携帯用）、

鈴木アキラさん、鈴木アキラさん、

たんたんころりんころりん

有料版有料版

使用使用



足助ブログ研修投稿体験足助ブログ研修投稿体験

ＪＵＧＥＭ（無料ブログ）で作成ＪＵＧＥＭ（無料ブログ）で作成

http://asukeblog.jugem.jp/



無料ブログ無料ブログ
の作り方の作り方
メールアドレスがあればＯＫメールアドレスがあればＯＫ

登録の流れはこんな感じ登録の流れはこんな感じ



ＦＣ２ブログＦＣ２ブログ



メールアドレス入力メールアドレス入力



会員登録用メール会員登録用メール



ニックネーム・パスワードニックネーム・パスワード



初回ログイン初回ログイン



ブログ設定ブログ設定



テンプレート選択テンプレート選択



ユーザ登録完了ユーザ登録完了



ブログ作成完了ブログ作成完了



パソコンでパソコンで
記事投稿記事投稿



管理者ページ管理者ページ



タイトル入力タイトル入力



本文入力・保存本文入力・保存



投稿完了投稿完了



記事投稿の実際記事投稿の実際
http://asukeblog.blog73.fc2.com/

ブログ研修用にＦＣ２（無料ブログ）で作成ブログ研修用にＦＣ２（無料ブログ）で作成



テンプレート変更テンプレート変更
http://asukeblog.blog73.fc2.com/



携帯で携帯で
記事投稿記事投稿



専用アドレスにメール送付専用アドレスにメール送付

写真添付も可写真添付も可



投稿完了投稿完了



携帯から閲覧携帯から閲覧

携帯での投稿、閲覧は携帯での投稿、閲覧は

パケット代がかかります。パケット代がかかります。



携帯ブログ投稿体験携帯ブログ投稿体験

資料の一番下にある資料の一番下にある

メールアドレスに送信メールアドレスに送信

http://asukeblog.jugem.jp/



参考文献参考文献



おしまいおしまい


