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三つのお話をします。



１ 
 

なぜソーシャルメディア 
連携をすべきか？



２ 
 

いち早く始めたところは 
どんな効果を出しているか？



３ 
 

効果を最⼤大化するための 
ポイント



１．なぜソーシャルメディア 
連携をすべきか？



（ブログ含む）ソーシャルメディア 
に露露出すると、 

サイト/サービスへの 
新規UV増加につながるから



⼀一般的なサイトへの流流⼊入経路路
検索索 
エンジン

リファラ 
なし

外部 
リンク



ソーシャルメディア上で 
サイトコンテンツの 
露露出が増えると？

これ⾯面⽩白いね！ 
http://bit.ly/link/

欲しいなー。 
http://bit.ly/link/



全ての経路路からの流流⼊入が増えます
検索索 
エンジン

リファラ 
なし

外部 
リンク

（間接的効果として）
ソーシャルメディア上
でのリンク露露出が 
検索索ランクに影響

ブログ/Twitter/
mixi/Facebook/はて
ブなど各種サイトや
そのまとめページで
のリンク露露出

スマフォ上のTwitter/
Facebookクライアン
トからの流流⼊入



モノローグからダイアローグへ
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Twitter

mixiFacebook

他ブログ 

Evernoteはてなブック
マーク



                                            は、
サイトとソーシャルメディアを

つなぎます



２．Zenback BIZとは



Zenback BIZとは？
•  ブログとブログ、ブログとソーシャルをつ
なぐブログパーツです。 

•  他の記事や記事へのフィードバックをまと
めその記事の価値を2倍3倍に⾼高めます。 

•  記事のフッターにJavaScriptを1⾏行行追加で
簡単設置。⼤大抵のサービスで利利⽤用できます。 



2.⾃自サイト内の
関連記事

3.他サイトから
の関連リンク

4.記事に⾔言及
するツイート

1.ソーシャル
ボタン

5.記事に⾔言及 
するはてブ

7.FBコメント

Zenback BIZの 
6つの機能



ーーーーーーーーー
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Twitter

mixiFacebook

他Zenback利利⽤用 
ブログ 

Evernoteはてなブックマーク

Google+

他サイトからの流流⼊入 
⾃自サイトでの回遊を作り出します。



 　 　 　 　 　のメリット

PV/UU向上

メンテフリーの
ソーシャル対応

フィードバック増

統計情報



設置は3ステップ

MT,WordPressその他多数のCMSに対応 
PowerCMSバンドル版はもっと簡単！



デザインも⾃自由！

http://designhack.zenback.jp/ 



プラン Zenback BIZ 300 Zenback BIZ 1000

最⼤大表⽰示
回数 300万imp/⽉月 1000万imp/⽉月

対象 法⼈人サイト・広報ブログなど 
10サイトまで

法⼈人サイト・ニュースメディア
など 　10サイトまで

利利⽤用期間 ⽉月払い 3ヶ⽉月 12ヶ⽉月 ⽉月払い 3ヶ⽉月 12ヶ⽉月

利利⽤用料料⾦金金 52,500円 
/⽉月

157,500円 
/⼀一括

504,000円 
/⼀一括

105,000円 
/⽉月

315,000円 
/⼀一括

1,008,000
円/⼀一括

料料⾦金金プラン



サイト種別毎の利利⽤用シーン
•  メディア系サイト 

–  ソーシャルメディアと外部サイト関連リンクの露露出からの新規流流⼊入経
路路獲得に 

•  ブランド認知サイト 
–  Twitter上でのコミュニケーションを活性化させ、ファンとのエンゲー
ジメント強化に 

•  ECサイト 
–  関連記事欄を⾃自動での類似製品リコメンドエリアとして利利⽤用しクロス
セル獲得に 

–  Twitterでのフィードバック欄に、購⼊入者や購⼊入希望者からの製品レ
ビューがわりに



今後の進化の⽅方向性
法⼈人サイトのソーシャルメディア施策を 
⼀一⼿手に担わせていただく物として 

 
•  ⾼高速化 
•  新ソーシャルメディアパーツに対応 
•  設置の⾃自由度度増加 
•  統計情報の強化 



3．効果を最⼤大化する 
３つのポイント



１．サイトに良良質なコンテンツを公開 
＋ 

２．サイトをZenback BIZで 
ソーシャルと連携 

＋ 
３．ソーシャルの中で、 
サイトを良良く⾒見見せよう！ 



Facebook



Google+



mixi



Twitter Cards

http://blog.twitter.com/2012/06/experience-more-with-expanded-tweets.html 



全てに共通する要素

記事を 
代表する 
画像

記事タイトル 　＆ 　リンクURL

ドメイン
記事のサマリー（冒頭）



各サービスに正しく情報を伝える 
３つのポイント

1.  og:image で適切切な画像指定 

2.  canonicalでリンクURLを統⼀一 
3.  クリックしたくなる適切切な⻑⾧長さ
＆キーワードを含むタイトル



1. OGPで適切切な画像を指定



1. OGPで適切切な画像を指定

•  （可能であれば）記事ご
とにOGP画像を指定 

•  200px以上のサイズの正
⽅方形で

詳しくは： 　http://blog.sixapart.jp/2012-06/ogimage.html 



2. canonicalでリンクURLを統⼀一
http://example.com/ 　
http://example.com/index.html 　
http://example.com/m/index.html 
http://example.com/index.html?
utm_source=Value&utm_medium=Value
&utm_campaign=Value  
 

URLは違うけれども、 
全部指している 
ページは同じ



2. canonicalでリンクURLを統⼀一
<link rel="canonical" href="http://example.com"/>

詳しくは： 　http://www.sixapart.jp/techtalk/2012/01/canonical.html 

・検索索エンジンに登録されるURL 
・ソーシャルメディアでシェアされるURL 
 

が、バラケない！ 



3. クリックしたくなる適切切な⻑⾧長さのタイトル

（だいたい）40⽂文字以内で、 
内容は簡潔かつキーワードを含むもの 

※ほぼSEO対策と同様 
 



まとめ
１．法⼈人サイトにとっても、ソーシャルメディア連携は重要な 
 　 　課題です 
 
２．PowerCMS  Social  付属の  Zenback  BIZを活⽤用し、ソーシャル
            メディアからの流流⼊入を確実にしよう！
 
３．ソーシャルでさらにサイトの効果を⾼高める実験を、是⾮非⼀一緒に 
 　 　やっていきましょう。Six Apart ブログ  でTIPSを公開しています。 
 　 　また、6のつく⽇日には⾚赤坂にてお待ちしています。 



ありがとう 
ございました。


