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自己紹介

権 成俊（ごん なるとし）
–株式会社ゴンウェブコンサルティング 代表
–1973年 横浜生まれ 44歳
–1998年 ソフトバンク株式会社にてECディレクション
–2002年 ゴンウェブコンサルティング 創業
–2017年 7月より16期目



ウェブコンサルティングで1位



インターネット時代の
戦略を支援



ウェブ戦略コンサルタントが
足りない



村上佐央里
社外取締役

杉本理子 正木有美
パートタイム

春日井順子
フリーランス

牧野佐智子 酒井桃香
インターン

ゴンウェブ スタッフ



CSS Nite
LP7 google analytics
LP10 SEO
LP37 選ばれるECサイト
Lp41 Webマスターのスキルセットの棚卸し
LP42 戦略志向のECサイト



ウェブコンサルタントサミット



志をカタチにする戦略とマーケティング



『なぜ、あなたのウェブには
戦略がないのか？』



ウェブサイトの価値は
戦略で決まる



カラフルな
色使い?

女性が喜ぶ
デザイン?××花屋のウェブサイトを

作ってほしい



誰に 何を



ウェブサイト５階層概念モデル

表層

骨格

構造

要件

戦略
出典：“ウェブ戦略としての「ユーザーエクスペリエンス」”
２００２年 Jesse James Garrett 日本では ２００５年 ソシオメディア



３C

お客さま
Customer

自社の強み
Company

競合他社
Competitor

ベネフィット

差別的優位点



誰に何を

ベネフィット

差別的優位点

お客さま
Customer

戦略的デザイン



戦略的デザイン事例①

小林大伸堂



小林大伸堂

• 福井の開運印鑑屋

• 印鑑業界の衰退



旧サイトデザイン



小林大伸堂の提供する価値

• 出産祝い、成人祝い、就職祝いなど

• 願いというよりも想い

• その価値を、印鑑以外で提供できないか



感動

• 名前（アイデンティティ）を贈っている

• 近い身内からの贈り物

• 人生に一度しかないタイミングで送られる



小林大伸堂の提供する価値



普通の印鑑手書きメッセージカード

名

普通の名入れ

印想

名

印想

名

印想



あなたのためのしるし



人生の節目に想いを伝えたい
両親、もしくは祖父母に

“名印想”を伝えたい



新ウェブサイトデザイン

• 贈り物に絞り込み
• シーン別LP
• CIページ作成



成果

• トランザクション数が倍増



印鑑に替わるアイテムは開発中



戦略的デザイン事例②

上澤梅太郎商店



• 創業400年

• 栃木県日光に店舗

• 100年ほど前に、味噌・醤油屋から漬け物屋に

上澤梅太郎商店



• バブル崩壊後 継続的に売り上げ減少

–漬物市場の縮小

–観光客の減少

上澤梅太郎商店

大きな事業革新が必要







らっきょう たまり漬け 各種やさい たまり漬け

なめこ たまり炊き 味噌







何を変え、何を変えないか



50時間にわたる会話
３か月にわたる調査



上澤卓哉 社長に
こだわりあり！



• らっきょうに添加物

• スタインベックの「朝食」

• 朝食写真

• 一汁三菜

上澤のこだわりを掘り下げる



• らっきょうのしゃきしゃき感を残すため

–らっきょうを加熱殺菌しない

–賞味期限が短い

–毎日袋詰め

らっきょうに添加物



いためたベーコンを深い脂のなかからすくい上げて錫の大皿にのせた｡
ベーコンは､かわくにつれてジュウジュウ音を立てて縮みあがった｡
若い女は錆びたオーブンの口をあけ､分厚い大きなパンがいっぱいはいっている四角
い鍋をとり出した｡

あたたかいパンのにおいが流れると､男たちは二人とも深く息を吸い込んだ｡
若者は､ひくい声で､｢こいつはたまらねえ!｣と言った｡

私たちは､めいめいの皿にとりわけて､パンにベーコンの肉汁をかけ､コーヒーに砂糖
を入れた｡老人は口いっぱいにほおばって､ぐしゃぐしゃとかんでは､のみこんだ｡
それから彼は言った｡｢こいつはうめえや｣。

スタインベック著 大久保康雄訳

スタインベックの「朝食」



朝食写真



• 口内調理

–味が濃いならご飯で薄める

–味が薄いなら漬け物で濃くする

–脂っぽいなら味噌で緩和させる

一汁一菜

和食ならどんな料理でも、残り物でも受け止める



和食ならなんでも合うから

• 残り物、あり合わせてOK
• 買い出し、仕込みが不要
• 手間がかからない
• 続けられる

なるほど！



日本では和洋中のいろいろな食材が手に入る。
自分で作らなくても、スーパー、デパートで購入したり、
インスタントも。

しかし、それで食は豊かになっただろうか。
上澤が作る味噌汁、漬物は、シンプルだが長い間消費者に
愛されている。
ごはん、味噌汁、漬物、それだけで、毎日飽きない豊かな
朝食になる。

毎日いろいろなものを食べるのが豊かなんじゃない。
美味しいと思うものを、毎日変わらず食べられること。
それが上澤が考える豊かな食事ということ。

贅沢ではないけれど、豊かな朝食



• 上澤が考える和朝食の価値観を伝える

–朝食セットの開発

–朝食レストランの開業

新しいビジョン



和朝食を食べない人に

“上澤の朝食” を伝えたい













VI























• 漬物から朝食への事業革新

• ブランドアイデンティティが明確に

• 信頼をベースに値上げ

成果



戦略的デザイン事例③

CATUX ZEN



ネコグッズの課題

ネコにとって

使いづらい

ヒトにとって

高級インテリアに
合わない



爪とぎ ガリガリボード ２０,０００円（現在の価格）

CATUX ZEN

岩手の高級木材
と加工技術

ネコのUXを
最優先に考慮

禅思想にもとづく
デザイン



ネコUXデザイン

ガリガリボード（爪とぎ） まんま斜めボウル



商品ラインナップ
現在29アイテム
年内2アイテム追加予定



禅コンセプト
ネコグッズの多くが子供だましなのは、ネコを尊重する気持ちが欠如しているからではないでしょうか。
「猫グッズはこの程度で十分」。そんなエゴから、ネコにとって不快な猫グッズが生まれ、ネコはスト
レスフルな毎日を余儀なくされています。

CATUX ZENはネコに対する尊敬の気持ちから生まれました。ヒトがネコを飼うのではなく、ヒトとネ
コは対等。そう思うから、ネコに敬意を払い、その生活環境をより良いものにしたい。犬と違ってネコ
は生涯を家の中で暮らします。その中で得られる体験は、食べる、排せつする、寝る、遊ぶだけです。
ネコに必要なものは限られています。ちょっとしたことで、ネコの365日を快適にしてあげられるので
す。

CATUX ZENシリーズのアイテムは、ネコにとって使いやすいことを最優先して作られています。絞り
込むからこそ、高品質で、シンプルなデザインになりました。そして、シンプルなデザインは結果的に
人にとっても好まれ、高級インテリアとも相性の良いものになりました。ネコにとってのベストを追求
したらヒトにとってもベストなものが出来上がりました。

対立しない、ネコとヒトの関係。それがCATUX ZENの思想であり、社会におけるネコとヒトとのかか
わり方に対する提案です。



禅コンセプト木のデパート岩手の
木材と加工技術

ネコ UXデザイン

CATUX
ZEN



CAT + UX + ZEN
｜｜

CATUX ZEN



ビジョン・ミッション

ネコにもヒトにも快適な暮らし

ネコの365日をデザインする
ミッション

ビジョン



Apple ユーザー
×

ネコを飼っている

ターゲット



Apple製品が好きで
ネコを飼っている人に

“CATUX ZEN” を伝えたい



戦略を仕事にするために



３つのポイント

1. お客様を選ぶ

2. 決算書を見せてもらう

3. 見積もりフェーズに時間をかける



まとめ



戦略からはじめよう



おしまい


