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久保圭樹プロフィール

株式会社ネットビジネスエージェント代表取締役。Web戦略家。10年間で100社を超えるウェブサイトの企画・設計・構築やWebマーケティ
ングのコンサルティングを経験。実際の現場で得たWebマーケティングのノウハウの提供をしています。

・長崎大学産学官連携戦略本部客員研究員
・第4回長崎県次期総合計画懇話会委員（2015年）
・財団法人長崎県産業振興財団企業インストラクター
・長崎県商工会連合会エキスパートバンク専門家

経済産業省の調査によると、平成29
年の日本国内のBtoC-EC（消費者
向け電子商取引）市場規模は、16.5
兆円（前年15.1兆円、前年比9.1％
増）に拡大しています。これは10
年前と比較すると2倍以上の市場
規模です。BtoBやCtoCも含めると
さらに大きな市場規模が予想され
ます。

一方で、市場全体が驚異的なス
ピードで伸びているにもかかわら
ず、Webマーケティングに対しては
後ろ向きな企業が多いと言わざるを
得ません。

その背景として、組織におけるプロ
フェッショナル人材の欠如に加え
て、外部へその知識やノウハウを求
めても、一過性のキャンペーンに終
止していたり、他社での成功事例を
なぞろうとして失敗することが多く、
どのようにコントロールしていくべき
なのかわからないという声を多く耳
にします。サイト制作会社へ任せて
リニューアルしたウェブサイトが思っ
たように機能せず、新たな予算を組
むこともできずに行き詰まっている
企業も多いことでしょう。

結果として、多くの企業において
Webマーケティングは継続的で重
要なプロジェクトとしての社内コン
センサスが低く、人材や予算をしっ
かりと配分されておらず、結果にコミ
ットした運営もなされていないのが
現実です。

私たちネットビジネスエージェント
は、これら組織が抱えるWebマーケ
ティングの問題を解決するために日
々チャレンジしています。私たちがフ
ォーカスしているのは「お客様の限
られた資源をWebマーケティングに
おいてどのように配分しながら運営
していけば、ビジネスインパクトを最
大化できるのか。」という1点です。

Webマーケティングやウェブサイト
を次の5年で成長のエンジンに変
えるために、ぜひ一度私たちネット
ビジネスエージェントへご相談く
ださい。

代表取締役

Welcome to 
Net Business Agent
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私たちネットビジネスエージェントは、Web
マーケティングのサポートと戦略的にウェ
ブサイトを構築することに長けた組織で
す。

多くの企業が直面しているWebマーケティ
ングの機能不全を解決するために、まずは
お客様が置かれている市場（顧客や競合）
やお客様が保有する資源、強みを正しく理
解することからスタートします。

例えばWeb戦略の立案やウェブサイトを制
作する前段階において以下のような点につ
いて十分リサーチし、定義していきます。

“インターネット上の見込み客は、どのよう
な意図で検索し、どうやってウェブサイトへ
行き着くのか？そのときにどのような感情を
持っていて、何を超えないと問い合わせや
購買まで行き着かないのか？BtoBの場合
は？BtoCの場合は？

Googleで検索すると競合サイトがいつも上
位に表示されるがその理由は？ウェブサイ
トをリニューアルするにあたって、どうすれ
ば、現状の順位を切り崩せるのか？

競合サイトはどのような点で見込み客へ
のアプローチが成功しているのか？競合
サイトよりも好意度を高めるためにはどの
ようなコンテンツやクリエイティブが必要
なのか？

社内の人材をどのように充てたらWebマー
ケティングがうまく運用できるか？担当者
にはどのようなタスクが必要なのか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　”
私たちは、お客様の課題を紐解く過程で
発生するこれらの問いに対して、リサーチ
を行い、課題を解決するための必要条件を
できる限り漏れがないように、わかりやす
く、丁寧に定義していきます。

定義が正しくできれば、Webマーケティン
グ戦略の策定も、価値を最大化するウェ
ブサイトの構造やコンテンツも自ずと見え
てきます。

言い換えると、リサーチによる課題の抽出
と解決方法の定義がないWebマーケティ
ング戦略策定やウェブサイトの制作は、カ
ンに頼ったもので、できる限り避けるべき
なのです。

もし貴社がWebマーケティングやウェブサ
イトのリニューアル、ネットを使った集客や
ネットショップの売上アップについてお悩
みであれば、ぜひ私たちに一度ご相談くだ
さい。

本当に考えるべきこと、理解すべきことを
明確にしながら、貴社のWebマーケティン
グを成功に導くお手伝いをさせていただ
きます。

About our 
agency

Our 
Mission

Webマーケティングのすべてのフェーズを
サポート。

クライアントのビジネス課題を解決し、価
値を最大化します。

Net 
Business
Agent
2019
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Some hard
facts
-
 
社名: 

株式会社ネットビジネスエージェント 
設立: 

2009 
顧客数: 

156
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■Webマーケティング戦略立案
[調査分析] エキスパートレビュー、アクセスログ解析、SEO・キーワード分析、
ソーシャルリスニング、オンライン調査
[戦略設計] ペルソナ、カスタマージャーニー、KPI設計

■Webサイト制作
[設計] サイトマップ設計、コンテンツ設計、ワイヤーフレーム作成
[デザイン] ベースデザイン、デザイン展開、原稿作成・編集、写真撮影・映像制作
[システム開発] コーディング、CMS・WordPressの導入・カスタマイズ、フォーム
開発、CRM連携、外部連動設定
[その他] 多言語化、データ登録

■Webサイト保守・運営
[システム保守] データバックアップ、障害時調査・対応、データ復旧、CMSアップデート
[サポート] コンテンツ更新

■Webマーケティング戦略運用
[ネット広告運用] 検索連動型広告、ディスプレイ広告、動画広告、ショッピング広告、
ソーシャル広告、アフィリエイト広告
[コンサルティング] KPI管理・分析、課題・タスク管理、スケジュール管理
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小野原 善一郎 様　小野原本店
おかげさまで年末のお歳暮時期のWebサイト売り上げが昨年を越えることができました。また、Webサ
イトリニューアル後、売上が前年比123%で推移しています。

Satisfied clients 
and references

More Than 150 satisfied 

clients in 2019. 

川崎 洋和 様　有限会社杉谷本舗
サイトリニューアルと毎月のコンサルティングをネットビジネスエージェントに依頼するようになって、
以前はなかったBtoB案件への問い合わせが、1年間で60件獲得できました。ネットショップの売上も3
年前と比較し売上が3.8倍に増加しています。ネットビジネスエージェントにコンサルティングをお願い
することで、とても勉強になっています。

梅元 建治 様　社団法人ナガサキベイデザインセンター
当団体のサイトや亀山社中記念館、長崎大学工学部工学科構造工学コースなど、様々な当団体が関わ
るプロジェクトで、ネットビジネスエージェントのWebマーケティングやウェブサイト構築の知識と経験
が投入されています。
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nba.
長崎大学

SEEDS

佐世保市長崎県 長崎国際観光コンベンション協会

杉谷本舗 小野原本店

ナガサキベイデザインセンター 東栄不動産

List of Our Clients

Our Clients
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web strategy,
web development 
& consulting.

PROJECT 
INTRODUCTION

進行していたロゴや商
品パッケージのリブラ
ンディングに加わるよ
うにウェブサイトのリニ
ューアルがスタート。市
場リサーチ結果と、グ
ラフィックデザイナー
のデザインを大切にし
ながら、ウェブサイトを
リニューアル。その後
のネットショップ運営
やコンサルティングで
継続的にサポートして
います。

杉谷本舗

Case Study & 
Projects
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杉谷本舗ウェブサイト
コーポレートサイト: http://sugitanihonpo.co.jp/　ECサイト: http://shop.sugitanihonpo.co.jp/ 

PROJECT NAME :
杉谷本舗　Webマーケティング

DESCRIPTION :
ブランド好意度のアップ、BtoB取引の増
加、ネットショップの売上増などを目的
としてウェブサイトをリニューアル。その
後毎月のWebマーケティングのコンサル
ティングにてサポート。

CLIENT :
有限会社 杉谷本舗

DATE :
2017年7月〜

お歳暮需要に乗じてアップセルが可能
な御年賀カステラの企画などもコンサル
ティングを通して提案。2018年12月の
売上は3年前の約4倍となった。

限られた予算でよりブランドイメージを
伝えるために、動画も撮影・編集。

客単価のアップを目指して、まとめ買い
が発生しやすい法事用引菓子や内祝い
用菓子を企画・提案。「法事 引菓子」な
どのキーワードでの検索経由での購入
が増えている。

Case Study & Projects

4. Webサイト保守・運営
[システム保守] データバックアップ、障害時調査・対
応、データ復旧、CMSアップデート
[サポート] コンテンツ更新

5. Webマーケティング戦略運用
[ネット広告運用] 検索連動型広告、ショッピング広
告、ソーシャル広告
[コンサルティング] KPI管理・分析、課題・タスク管
理、スケジュール管理、商品企画提案

1. WEBマーケティング戦略立案
[調査分析] エキスパートレビュー、アクセスログ解析、SEO・キーワ
ード分析、ソーシャルリスニング
[戦略設計] ペルソナ、ユーザー体験シナリオ、KPI設計

2. コーポレートサイト制作
[設計] サイトマップ設計、コンテンツ設計、ワイヤーフレーム作成
[デザイン] ベースデザイン、デザイン展開、原稿作成・編集ディレク
ション、写真撮影ディレクション・映像制作
[システム開発] コーディング、CMS・WordPressの導入・カスタマイ
ズ、フォーム開発、外部連動設定

3. ECサイト制作
[設計] サイトマップ設計、コンテンツ設計、ワイヤーフレーム作成
[デザイン] ベースデザイン、デザイン展開、原稿作成・編集ディレク
ション、写真撮影ディレクション・映像制作
[システム開発] コーディング、ASPサービスカスタマイズ
[その他] データ登録

提供サービスとプロセス

川崎 洋和　有限会社杉谷本舗
サイトリニューアルと毎月のコンサルティングをネットビジネスエージェントに依頼するようになって、以前はなかったBtoB案件への問い合わせが、1年間で
60件獲得できました。ネットショップの売上も3年前と比較し売上が3.8倍に増加しています。ネットビジネスエージェントにコンサルティングをお願いするこ
とで、とても勉強になっています。

BtoB案件の問い合わせが1年で0件から60件に。
ネットショップの売上は3.8倍に。

PAG E : 11 // 21



web strategy,
web development 
& operating.

PROJECT 
INTRODUCTION

ローカルの情報はどの
ように切り出したら魅
力的に届くのか？長崎
を新しい視点から発見
し、それを伝える方法
を模索するために実験
的に立ち上げたウェブ
メディア。

Nagasaki365

Case Study & 
Projects
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Nagasaki365ウェブサイト
http://www.nagasaki365.com

PROJECT NAME :
Nagasaki365

DESCRIPTION :
企画、サイト構築、運営などすべてを自
社内で行うウェブメディア。

CLIENT :
自社プロジェクト

DATE :
2013年9月〜

Case Study & Projects

Facebookページのフォロワー数約13,000人。
Instagramのタグ付け投稿は半年で約17,000件。

Nagasaki365は、長崎の文化・歴史、景色、イベント、人についての情報をオリジナルな視点で切り取り届
けるウェブメディアです。この活動によりこの地で生まれ育った人たちが長崎の魅力を再発見したり、長崎
を訪れる方、興味を持っていただいた方へそのユニークで豊かな長崎を伝えることを目的としています。

その先に、長崎の過去・現在・未来をつなぎ、これからの長崎の在り方を多くの人たちと考える機会を創造
するとともに、グローバル社会においてローカルの未来が輝くすべを模索していきます。
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More Than 100 website we 

have developed. 

www.seeds-seating.com

SEEDS

onohara.co.jp

小野原本店

sabo.taianyoko.com

茶房 泰安洋行

fukuchi-dental.net

ふくち歯科
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湖月堂老舗

casdoce.com

www.tatujin.co.jp

ユニオンソフト

www.hideichiro.com

秀一楼

n-nics.com

長崎公務員専門学校

List of Websites

Web Development
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web marketing 
seminar. 

PROJECT 
INTRODUCTION

長崎県情報政策課より
依頼を受け、長崎県庁
職員を対象とした、ソ
ーシャルメディア利活
用セミナーの講師を担
当。県庁職員のソーシ
ャルメディア活用を促
進するべく、世界中の
行政機関がどのように
ソーシャルメディアを活
用しているか事例を豊
富に盛り込んだ。2日間
で約130名の長崎県庁
職員が参加。

長崎県

Case Study & 
Projects
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PROJECT NAME :
長崎県先端情報メディア利活用研修会
〜ソーシャルメディアと行政の関わり方

DESCRIPTION :
長崎県庁職員によるFacebookや
Twitterの活用を促進するべくソーシャ
ルメディアの行政による活用事例などを
2日間に渡り講義。

CLIENT :
長崎県

DATE :
2011年8月18日・29日

Case Study & Projects

行政によるソーシャルメディア活用事例（8月29日）
・行政によるソーシャルメディアの主な活用方法
　-ソーシャルメディアを活用した情報発信
　-ソーシャルメディアを活用したコミュニティ形成（１）
　-ソーシャルメディアを活用したコミュニティ形成（２）
　-ソーシャルメディアとクラウドソーシング（１）
　-ソーシャルメディアとクラウドソーシング（２）
　-ソーシャルメディアとクラウドソーシング（３）
　-ソーシャルメディアと危機管理（１）
　-ソーシャルメディアと危機管理（２）
　-ソーシャルメディアとカスタマーサービス

ソーシャルメディアの全体像とマーケティング事例（8月18日）
・ソーシャルメディアとは何か〜ソーシャルメディアの定義
　-ソーシャルメディアとは
　-「ソーシャルメディア」といえば？
　-ソーシャルメディアの具体的な特徴
・ソーシャルメディアの影響力
　-ソーシャルメディアはどのくらい浸透しているのか
　-日本における主要ソーシャルメディアのシェア
　-世界を動かすソーシャルメディアの力
　-ソーシャルメディアと日本
・ソーシャルメディアとマーケティング
　-マーケティングとは
　-ソーシャルメディアマーケティング事例（１）
　-ソーシャルメディアマーケティング事例（２）
　-ソーシャルメディアマーケティング事例（３）
　-ソーシャルメディアマーケティング事例（４）

講義内容

長崎県庁職員を対象としたセミナー。
2日間で約130名が参加。

その他の講演実績
・1年で売上を2倍にするネットショップ運営のコツ、教えます！（佐世保市観光商工部商工物産課、佐世保市産業支援センター 主催）
・インターネットマーケティング基礎講座〜インターネットとウェブサイトをビジネスに活用するために（長崎県弁護士会 主催）
・インターネット集客・販促セミナー〜インターネット・ホームページで売上を上げる企業と上げられない企業の違いとは。（株式会社ネットビジネスエージェン
ト、ヤフー株式会社 主催）
・観光事業のためのインターネット活用セミナー 〜インターネット・ホームページを使った観光客拡大の手法（長崎県県北地区民泊体験型観光推進研究事業）
・「販路開拓・マーケティング」セミナー（財団法人長崎県産業振興財団 主催）
他、30件ほどの講演実績があります。
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contribution to a 
magazine.

PROJECT 
INTRODUCTION

事業構想大学院大学
が発行する月間事業構
想へ依頼を受け、スタ
ーバックス社のネット
戦略に関する分析記事
を寄稿。

月間事業構想 PROJECT DESIGN

Case Study & 
Projects
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PROJECT NAME :
月間事業構想 PROJECT DESIGN 寄稿

DESCRIPTION :
スターバックス社のネット戦略に関す
る分析記事を寄稿

CLIENT :
事業構想大学院大学 出版部

DATE :
2012年11月

Case Study & Projects

スターバックス社のソーシャルメディアに関する
ブログ記事を見た出版社からの依頼による寄稿
当社代表の久保が自社ウェブサイトのブログに書いていたスターバックス社のソーシャルメディア活用に関
する記事が多くの人にシェアされ、読まれました。その結果、出版社から雑誌への寄稿依頼を受け、執筆・
寄稿しました。
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Full Service Web Marketing Company

NET 
BUSINESS 
AGENT

社名 : 
株式会社
ネットビジネスエージェント

住所
長崎県長崎市
泉2丁目19-3

CONTACTS : 
M : INFO@NB-A.JP
W : NB-A.JP

COMPANY DATA 
AND CONTACT

Drive traffic. Leads. Calls. Sales.

Net Business Agent.

Thanks for reading.

Webマーケティングのチカラを得ることで、組織は
アップデートする。
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