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わたくし



わたくし

近藤 孝俊(こんどう たかとし)と申します 

岡山県岡山市出身、36歳 

SNS は @okayama です 

ウェッッッブログというブログを書いています(した？) 

http://weeeblog.net/



わたくし

アルファサード株式会社11年目(2番目に古株) 

ソフトウェアソリューション事業部 執行役員 

プラグインと悪いことはだいたい社長に教わりました 

PowerCMS 全般、PowerSync など派生製品



VisitorAnalytics プラグイン



昨年11月に 
発表していますが…

Data API で、Movable Type を最小限に！ 

既存サイトにも馴染みやすく！ 

わかりやすい価格体系に！割引も！

★ いろいろ強化しました！



こんな機能です！

アクセス履歴はあるけど…どんな会社？どんな人？ 

どこから来てどんなページ見てるの？何検索した？ 

まとめてわかりやすくならないかな…

★ サイトの顧客を見える化したい！



こんな機能です！

この製品に興味がある人を見つけたい 

買ってくれそうな人にまとめてメールで販促したい 

今度のキャンペーンを実施する対象を検討したい

★ 製品やコンテンツをプッシュしたい！



こんな機能です！

見えない！

ウェブサイト訪問者 ウェブサイト運用者

？？株式会社

？？市役所

？？さん



こんな機能です！

見える！

ウェブサイト訪問者 ウェブサイト運用者

山羊麦酒株式会社

六本木市役所

製品の選定をしている
凸凹印刷の山田さん



こんな機能です！
★ Movable Type のフィルタ/ソートと組
み合わせて…

最終訪問日が今月中で、 
新しい順！

企業だけ！

30回以上の訪問！ 
最終訪問日が新しい順

東証一部上場企
業だけ！

商品ページURLを閲覧し
ている人！キャンペーン

ページから 
来ている人！

従業員数500人
以上！

このキーワードで検
索した人！

このタグを設定した人！



こんな機能です！

★ チェックして、「メール配信」

オプトイン取得の 
場合のみにフィルタも！



こんな機能です！

★ 興味・関心の自動解析

もちろんフィルタも！



こんな機能です！

★ ビジターの自動昇格

はじめて来たら、訪問者

二回目以降は、リピーター

お問い合わせなどアクション
をしたら、リード



こんな機能です！

★ オプトイン

Movable Type の 
Data API で！

MTプラグインなら 
コールバックで！

Movable Type の 
コメント投稿フォームでも！

もちろん、
PowerCMS の 

フォーム機能でも！



こんな機能です！

★ 選択したビジターにメールでアプローチ

「%name%」で宛名差し込み

日時指定送信できます

履歴も保存されます

MT タグでも OK！



こんな機能です！

★ ダッシュボード
表示件数制御可！

追加できるようになり
ます！(※予定)



こんな機能です！

★ 既存フォームと連携！

Movable Type の 
Data API で！

MTプラグインなら 
コールバックで！

こんどう たかとし

kondoh@alfasado.jp

アルファサード株式会社



こんな機能です！

★ 表示分岐！(予定)

東京からの 
アクセス！

※ 地域判定による表示分岐は特許があります

大阪からの 
アクセス！

Movable Type の 
Data API で！



こんな機能です！

Movable Type を意
識しないでできる！

Movable Type で 
できる！

ウェブサイト運用者 
マーケティング担当者 ウェブサイト制作者



開発中の機能



コンテキスト・ビュー

データに文脈を！



コンテキスト・ビュー

複数のビジターを 
チェックして…

アクションを選択して、 
「Go」

日付範囲を指定して 
「次へ」



コンテキスト・ビュー

日付範囲と、 
複数のビジター

興味・関心 
興味があるものは大きく！

エンドユーザと
代理店と 
制作会社！



コンテキスト・ビュー

流入経路、閲覧履歴 
多いものを大きく表示！



コンテキスト・ビュー

検索履歴 
多いものを大きく表示！

アクションは時系列で！

名前、メール、タグ付け、
フラグはまとめて！



実際の画面、見たいですよね？



見ましょう！



仕組み



こんな仕組みです！

製品の選定をしている
凸凹印刷の山田さん？？さん



こんな仕組みです！

検索履歴・問合せ履歴を取得する

コメント投稿 

プロフィール編集 

会員サイトにサインアップ(※) 

問合せフォーム(※)

mt-search.cgi 

ダイナミック検索(※) 

エンタープライズ検索(※)

※ PowerCMS の機能です



こんな仕組みです！

IP アドレスから、企業情報を取得する

企業名 

本社所在地 

業種(※) 

従業員数区分(※) 

上場区分(※)

※ 総務省の基準による区分です



こんな仕組みです！

訪問者の閲覧履歴を取得する

最終訪問日 

訪問回数 

流入経路 

閲覧履歴



こんな仕組みです！

タグ付け、フラグ、見込みレベルによる管理 
興味・関心を自動解析



こんな仕組みです！

？？さん

検索！

流入！

閲覧！

問合せ！

製品の選定をしている
凸凹印刷の山田さん



価格



価格

★ 初期費用 　　円

★ 月額費用

ご利用種別 料金

1サーバ 30,000円/月

マルチサーバ 60,000円/月

0



価格

★ お申込み当月は無料！

★ それとは別に一ヶ月無料！

最大二ヶ月無料！

★ 無料期間だけのお試し利用も歓迎です！



価格

★ ProNet企業さま 
★ PowerCMSパートナーさま

自社でのご利用かつ1サーバの場合、 

もっともっと割引します！ 

お問い合わせください！



★ マルチサーバって？

よくあるご質問

・CMS と公開環境が分かれている！ 

・検証環境も用意したい！ 

など、複数のサーバで動作させる場合



★ すべての法人情報が取得できますか？

よくあるご質問

どこどこJPが対応していないものについては 

取得できません。



★ どこどこJPの契約が必要？

よくあるご質問

必要ありません！ 

弊社提供のAPIエンドポイントを使用します。



★ 申込後の流れは？

よくあるご質問

1. 製品サイトにサインアップします。 

2. パッケージをダウンロードします。 

3. APIキーを弊社からお送りします。 

4. ユーザーズ・ガイドにそってセットアップします。



★ セットアップは難しいですか？

よくあるご質問

Movable Type のプラグインをインストールすること

ができる人なら対応可能です 

※ Cron 設定が必要な箇所があります



★ セットアップしてくれますか？

よくあるご質問

見積します！ 

お問い合わせください！



★ PowerCMS が必要ですか？

よくあるご質問

不要です！ 

※ 入れていただくと、フォーム機能や会員機能との 

連携がしやすくなります



★ プロキシ環境でも大丈夫ですか？

よくあるご質問

大丈夫です！

※ TransparentProxyIPs ¦ 環境変数リファレンス 

https://www.movabletype.jp/documentation/appendices/config-
directives/transparentproxyips.html

https://www.movabletype.jp/documentation/appendices/config-directives/transparentproxyips.html
https://www.movabletype.jp/documentation/appendices/config-directives/transparentproxyips.html


★ 実際のデータいじってもらえます！

ハンズオンやります

5/15(月) 14:00～ 

＠トスラブ大久保



今後追加される機能(※予定)



今後追加される機能

★ テンプレートタグによる表示切り替え

訪問回数が何回以上の人に…  

過去にこの記事を見た人に…  

一週間以内にこのページから来た人に…  

この業種の人に対しては…  

全部組み合わせてしまえ！



今後追加される機能

★ オリジナル管理画面

MTの画面難しい…

外出先からタブレッ
トでみたい！



今後追加される機能

★ メール配信を強化！

次のセッションにご期待ください！



お問い合わせ

http://visitoranalytics.alfasado.net/

http://visitoranalytics.alfasado.net


もしくは

VisitorAnalytics お問い合わせ

または、http://www.powercms.jp/ から



もしくは

　このあと、わたくしまで！



ご清聴ありがとうございました！


