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発行元：株式会社東名
〒450-0002  名古屋市中村区名駅三丁目14番16号　東洋ビルディング6階

ホームページの天才から達人へ！東名
レッドカーペット通信
東名
レッドカーペット通信
東名
レッドカーペット通信
東名
レッドカーペット通信

0120-595-506 0120-766-116

その他ホームページに関するご相談やお困りごとがあれば、お気軽にお問い合わせください。

みなさん、こんにちは。レン太君相

談スタッフの奥田淳矢です。むし暑い

季節も過ぎて、空も秋の訪れを感じさ

せてくれます。やっぱり秋といえば、

食欲の秋ですね。

先日、Yahoo!JAPAN の方とお話する機会がありました。

そこで話題の中心はやはり「スマートフォン」の話でしたので、

今回はその内容をお話ししたいと思います。

時代はスマートフォンファーストへ・・・
更に、スマートフォンを使用している年齢層について調べ

てみると、利用者の中心は 20 ～ 30 歳代の方が多いようで

す。ただ 40 歳代以降になると、パソコンの利用率がまだ

まだ高いことがわかりました。つまり若い年齢層のユーザー

をターゲットとされている方は、スマートフォンサイトがある

と集客の幅が広がるということです。

確かに、パソコン（ＰＣ）のサイトを持っている方であれば、

スマートフォンで検索してみても、サイトを閲覧することは可

能です。ですが、パソコン用の画面に合わせて作られてい

ますので、スマートフォンで見てみると、かなり縮小されて

しまいます。次にどこかのページに移動するにしても、ボタ

ンが小さくて、拡大しないと、なんのボタンなのかわからな

いといった経験をした方も多いのではないでしょうか。

今後、スマートフォンの普及は更に増えていくことが予想され

ます。しかし、まだまだスマートフォン対応サイトは少ないです。

私は通勤で電車を使っているのですが、乗っているときにス

マートフォンを使っている人をよく見ます。Yahoo!JAPAN で「あ

なたはどんなシーンでスマートフォンを使っていますか？」とい

うアンケートをとったところ、約 70％の人が空いた時間に情報

を検索する為に使用する」と答えたそうです。やはり、どこか

に移動している時や外出先で使用するケースが多いようです。

ということは、特に「来店型」のサービスや商品を提供され

ている方にとっては、もう無視できない存在だということですね。

いつでもどこでも検索できる時代に・・・

スマートフォンユーザーの利用シーン

即時性即時性

ショッピングショッピング

1

3

外出先で、知りたい
情報をその場で検
索している

外出先で、知りたい
情報をその場で検
索している

ローカル情報ローカル情報2
飲食店情報、地域
情報、地図アプリ
の利用

飲食店情報、地域
情報、地図アプリ
の利用

買いたい商品を検索
し、情報収集→価
格比較→商品購入

エンターテイメントエンターテイメント4
天気、ニュース、ゲー
ム、観光情報の閲覧
天気、ニュース、ゲー
ム、観光情報の閲覧

ただそれだけで、ユーザーを逃してしまって
いるのであれば、非常にもったいない話だと
思いませんか？

●●ショッ
プ

【個人情報の取扱いについて】●ご提供いただいたお客様の個人情報は、株式会社東名及び東名グループよりお客様のアフターサービス、各種サービスのご案内やアンケートなどの送付以外には一切利用いたしませ
ん。また、お客様の同意なしで第三者への提供は行いません。●当社は、申込書の発送業務等で個人情報の取り扱いを業務委託しますが、厳重に委託先を管理・指導します。●ご提供いただきました個人情報は当社の
個人情報保護方針（http://www.toumei.co.jp/privacy.html）に基づき、安全かつ厳重に管理しております。●ご提供いただきました個人情報の管理者は、株式会社東名 管理本部長 です。●当社では業務遂行上、必
要最低限の個人情報のご提供を依頼しておりますが、お客様の意思によりご提供いただけない情報がある場合、手続き・サービス等に支障が生じることがあります。●個人情報の開示・訂正・削除については、次の窓
口までご相談ください。（個人情報問い合わせ窓口TEL：059-330-2151 / FAX：059-330-2152 / E-mail：privacy@toumei.co.jp お電話での受付時間は、平日9：30～18：30まで（年末年始・当社休日除く）となります。）

サポート担当
奥田淳矢まで

お問合せ・ご相談は
営業時間  9:00～20:00 0120-595-506

詳細についてのお問い合わせは、
レン太君サポートスタッフの奥田までお問い合わせください。

RRRRRR

T201210-031

先月ご案内しておりました「スマート

フォンサイト」ですが、レンタルホーム

ページ「レン太君」をご利用頂いてい

るお客様がよりスタートしやすいよう

に、「スマートフォンファーストキャン

ペーン」を行います。内容は10月限定

すべて10,290円引きすべて10,290円引き
で先着5名様まで、通常かかってくる

初期費用が

になるというお得な内容となっており

ます。是非、この機会にスマートフォ

ンサイトを始めてみませんか！！

スマートフォンファーストスマートフォンファーストスマートフォンファースト
キャンペーン！！キャンペーン！！キャンペーン！！

5年契約

3,675円

3年契約

4,725円

2年契約

5,250円
月額料金

スマートフォンプラン

スタンダード
初期
費用 20,790円

5ページ分
※自分で更新することもできます。

なんと今なら・・・

！10,500円で！10,500円で10,500円で！10,500円で！

5年契約

6,300円

3年契約

7,875円

2年契約

8,925円
月額料金

スマートフォンプラン

ハイパー
初期
費用 31,290円

10ページ分
※自分で更新することもできます。

なんと今なら・・・

！21,000円で！21,000円で！21,000円で21,000円で！

5年契約

2,100円

3年契約

2,625円

2年契約

3,150円
月額料金

スマートフォンプラン

ライト
初期
費用 10,290円

１ページ分
※自分で更新することもできます。

なんと今なら・・・

！！0円で0円で0円で0円で！！

※金額はすべて税込みです。
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