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【デジタルマーケティング】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

林 雅之／著，
本門 功一郎／著 翔泳社 2020.7 /675/ﾊﾔ 1109912178

西井 敏恭／著他 池田書店 2020.9 /675/ﾆｼ 1111002968

押切 孝雄／著 マイナビ出版 2021.4 /675/ｵｼ 1111160329

山口 ユウジ／著 ザメディアジョン 2021.3 /675/ﾔﾏ 1111158729

喜多野 修次／著 総合法令出版 2020.9 /675/ｷﾀ 1109940526

カーツメディアワークス
／著

日本能率協会マネ
ジメントセンター 2020.6 /675/ｴｽ 1109896751

【Instagram】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

朝山 高至／著
SBクリエイティ
ブ 2021.4 /675/ｱｻ 1111150791

坂本 翔／著 技術評論社 2019.8 /675/ｻｶ 1109546612

金本 かすみ／著 翔泳社 2019.2 /675/ｶﾈ 0111972736

【Facebook】【TikTok】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

深谷 歩／著 翔泳社 2019.7 /675/ﾌｶ 0112036554

武井 一巳／著 翔泳社 2019.5 /675/ﾀｹ 1109509271

9
Instagram集客・販促ガイド　ビジュアルで“買いたい”をつくる! Instagramは最強のマーケティングツール。Instagramの基本

的な使い方から、フォロワーを増やす運用方法、インスタ映
えする写真の撮り方まで、わかりやすく解説する。公式アカ
ウントの活用事例も収録。

予算やターゲット、広告の素材、配信期間などをすべて自分
で決めて設定するFacebook広告。その設定の流れや考え
方について、平易に解説する。

No．
書名

10
Facebook広告集客・販促ガイド たった1日でも効果が出る!

内容紹介（※）
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8
Instagramでビジネスを変える最強の思考法

フォロワーを増やす運用のコツ、ベストな投稿頻度と時間
帯、心をつかむ写真の撮り方…。Instagramマーケティングの
プロが、Instagramを販促に活用する方法を徹底解説する。

Instagramビジネスの効果を最大化する思考法を伝授。基本
的な考え方や、必要な準備、見込み客を集める方法、効果
的な投稿術&撮影術など、成功するInstagramマーケティング
のノウハウを解説する。

ゼロからわかるビジネスInstagram
結果につながるSNS時代のマーケティング戦略
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1
デジタル時代の基礎知識『SNSマーケティング』 第２版 Facebook、Twitter、Instagram、LINE、YouTube、TikTokを取

り上げ、SNSの使い方の基本から効果的なSNSマーケティン
グ施策についてまで、わかりやすい言葉で具体的に解説す
る。

2
マンガでわかるデジタルマーケティング 知識や経験がゼロの人に向けて、デジタルマーケティング

の基本的な考え方を、マンガを交えて丁寧に説明。顧客
データの扱い方や広告配信、SNS運用といった施策につい
てわかりやすく解説する。

これからを考えるデジタルマーケティングの教室
この1冊でデジタルマーケティングの「基礎」と「これから」がしっかりわかる!

3

デジタルマーケティングの専門知識のない人に向け、対話
形式でわかりやすく解説したインターネット広告の必読書。E
コマースに限定しない形でのデジタルマーケティングの包括
的な内容を伝える。広告媒体資料一覧等も掲載。

デジタルマーケティングの入門書。確立された消費者の行
動分析として「AISARE」というモデルを使いながら、これから
の時代を考えるために必要な要素をふんだんに盛り込み、
「モノが売れる仕組み」を解説する。

No．
書名
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内容紹介（※）

専門知識ゼロの私にデジタルマーケティングのこと、教えてくれません
か?

SNSマーケティングの基本的な仕組みから導入・運用の方
法、マーケティング施策、SNS広告への取り組みにいたるま
で、実務ノウハウを具体的に紹介する。SNS運用担当者の
インタビューも収録。

5
SNSで人を集める!　やさしいSNSマーケティングの教科書 SNSマーケティングの基礎知識から、マーケティングをする

上で必須のコンセプト作り、Instagram・Twitter・YouTubeを
使った集客テクニック、LINEを駆使した信頼構築の方法まで
を指南する。

6
SNSマーケティング100の法則　すぐに始めたい人の導入法・活用法

デジタルマーケティング
企業や商品の魅力を伝えるツールとして近年欠かせなくなっているのがFacebook、Twitter、Instagram、LINE、YouTubeなど
のデジタルメディアです。このブックリストでは、デジタルマーケティングの考え方から、各SNSの特徴や手法などが分かる本
をご紹介します。

No．
書名

内容紹介（※）

流行はショート・ビデオから生まれる! SNSの動画サービスの
基本的な操作方法や、サービスに合った動画の作成方法、
投稿方法を解説。お店の集客や販促にすぐつながる方法が
満載。

TikTok・MixChannel・Facebook Watch集客・販促ガイド



オーテピア高知図書館 ビジネス支援サービス　 2021.7

【Twitter】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

高橋 暁子／著 翔泳社 2016.7 /674.6/ﾀｶ 0111618290

東急ハンズ公式ツイッ
ター担当者／著 三笠書房 2021.6 674.6/ﾄｳ 0112344950

【LINE】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

オプト／著 秀和システム 2018.12 /675/ﾗｲ 1109297265

堤 建拓／著 つた書房 2019.7 /675/ﾂﾂ 0111839572

【YouTube】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

木村 健人／著
SBクリエイティ
ブ 2020.12 /675/ｷﾑ 1111034995

リンクアップ／著，酒井
祥正／監修 技術評論社 2021.5 /007.353/ｲﾏ 0112336523

【リサーチ・分析】

著者 出版社 出版年 請求記号 資料No.

石渡 佑矢／著 翔泳社 2017.12 /675.2/ｲｼ 0111774446

川田 曜士／著 翔泳社 2019.8 /675/ｶﾜ 1109615904
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内容紹介（※）

内容紹介（※）

LINEマーケティング初心者に向けた入門書。実施すべき
サービスから、予算の組み方、広告商品やMessaging APIで
できること、料金プランについてまで、網羅的に解説する。

No．
書名

今すぐ使えるかんたんYouTube投稿&集客完全(コンプリート)ガイドブック

No．
書名

YouTubeの基本技から動画の視聴、動画作成&編集、投
稿、ライブ配信、集客力アップまで、YouTubeの操作に関す
る質問にQ&A方式で回答。投稿・編集・分析もできるスマホ
活用技も紹介する。

13

共感で広がる公式ツイッターの世界
東急ハンズ流企業アカウントの育てかた

ツイッターは企業とお客さまが「友達」になれる手段。フォロ
ワー数18万人を超える東急ハンズの公式ツイッター担当者
が、その運営の舞台裏や、共感を広げる具体的なルール、
体得したノウハウを伝える。

LINEマーケティング ゼロから分かる!効果を出すための基本法則

15
世界一わかりやすいLINE公式アカウントマスター養成講座

※内容紹介はTRCマークによる
○オーテピア高知図書館で所蔵している本をご紹介しています。
○貸出しや返却はお近くの市町村立図書館でもできます。お近くの市町村立図書館にお問い合わせください。
○本や雑誌などに関する相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　（お問い合わせの際は資料№をお伝えいただくとスムーズです。）

12
Twitter広告運用ガイド 1人でもここまでできる! Twitter広告の本格的なガイドブッ

ク。Twitterの効果的な広告の作り方、ターゲティングの設
定、予算の考え方などのノウハウを満載。

16
YouTubeでビジネスを伸ばす動画の成功法則  決定版 打って消える広告よりも、YouTubeチャンネルを立ち上げて、

ずっと、何度でも使える「営業資産」を作ろう。チャンネル立
ち上げから動画の企画立案、プロモーション戦略、撮影、シ
ナリオ作成、編集、分析までを解説する。

17

スマホひとつで始められて、集客・販促に効果100倍! LINE
公式アカウントの開設方法から、配信、お友だち集めの方
法、分析・解析、チャット機能の活用法まで解説する。

リサーチの大枠をつかめる入門書。初学者に向けて、リ
サーチが何に役立つのかをはじめ、リサーチの活用方法、
従来手法、最新トレンド、マーケティングとの関係などを、図
表を交えてわかりやすく解説する。

19
デジタル時代の実践スキル Web分析&改善 戦略と戦術の基本、指標の読み方や使い方、改善案の設計

…。Webマーケティングにこれから携わる人の助けとなるよ
う、マーケティングやWeb分析・改善を行ううえで押さえておく
べきポイントを解説する。

No．
書名

内容紹介（※）
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No．
書名

内容紹介（※）

デジタル時代の基礎知識『リサーチ』

〒780-0842 高知市追手筋2-1-1

TEL：088-823-4946 FAX：088-823-9352
https://otepia.kochi.jp/library


