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信用できる情報発信の担い手となり
「信頼の輪」を広げませんか？

莫大な予算を「広報」に割くことはできないけども、「伝えたい」「知ってほしい」
ことがある、そんな企業様を私たちは応援します。

「伝わっていないことは、相手にとって『存在しない』ということも同じ」という
のは、ホンダNシリーズなど数多くのブランドデザインを手がけてきた佐藤可
士和さんの言葉です。

人、理念、ノウハウ…、御社に眠る「コンテンツのタネ」を「オウンドメディア」を
通じて世の中に発信・拡散し、ぜひ御社のファンづくりをしていただければと
思います。
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オウンドメディア（Owned Media）とは？　 オウンドメディアで広げる信頼の輪　

●自社所有（Owend）メディア（媒体）とは
　メディア（媒体）とは、何かと何かを媒介す
るもので、情報発信の世界では、情報の受け手
と送り手を媒介するものを指します。
　これまで、「メディア」と言えば情報発信を本
業とするメディア企業が発行・発信する新聞や
雑誌、TVなどの「マスメディア」でした。それ
に対し、（情報発信以外の本業がある）企業が所
有するメディアがオウンドメディアです。

●オウンドメディアという概念の登場と普遍性
　オウンドメディアという言葉がマーケティング
の世界を中心に一般化したのは 2013 年頃からで
すが、企業主体で制作した媒体（冊子など）を顧
客やステークホルダーに配布して関係性を構築・
維持する活動は古くからありました。
　Webの登場でその活動ハードルが一気に下が
り、SNS の登場で、その効果が高くなったという
ことです。さらに対面機会が減っている昨今、オ
ウンドメディアを始める意義が高まっています。

恐怖本能、過大視本能、犯人捜し本能……ベストセ
ラーとなった『FACTFULNESS』（翻訳書 2019 年・日
経 BP刊）では、こうした人間の本能をよく利用す
るのがマスメディアだと言い、2020 年春からの混乱
でそれは顕著に表れました。視聴率や PV（ページ
ビュー）といった表層的な数字を稼ぐためだけに溢
れ出した「情報」に「信頼」を取り戻しませんか。

１ ２

●　Product Story

信頼のおける情報発信の担い手になる
［事業革新 記事］

https://jigyoukakushin.com/article/870/ 

本業として事業を営む企業が、信頼できる情
報を人々に届ける。人々は、その情報を日々
の仕事や生活に役立て、人生をより良いもの
にする。同時に、その発信相手を信頼してプ
ロダクトを利用したり、その企業で働いてみ
たいと自然と感じる――。

オウンドメディアによってできる、そうした
人と企業の信頼の好循環を私達は思い描いて
います。そしてそれが、より良い社会へつな
がると信じています。

より良い

　　　社会へ

信頼できる情報

企業に対する信頼

詳しくは… ［情報発信 企画室］ 記事

オウンドメディアとは？ホームページやブログ

とどう違う？

詳しくは… ［情報発信 企画室］ 記事

「オウンドメディア」 は流行りモノ？概念はい

つから？

https://kikaku.jigyoukakushin.com/article/573/

https://kikaku.jigyoukakushin.com/article/54/

●ペイド・アーンドメディアとの比較
　広告の世界では、通常お金を支払って広告を
掲載するマスメディアを「ペイドメディア」、
SNS など消費者主体の情報発信メディアを、信
頼を獲得（earned）しやすい、ということから
「アーンドメディア」と呼びます。
　ペイドメディアは多数に発信できますが、単
発で高額な広告料がかかります。アーンドメディ
アは情報を拡散する際に有効ですが、通常は企
業が「直接」コントロールはできません。そこ
で「オウンドメディア」を継続的に有効活用し
ようということです。



企画、 取材 ・ 制作、 構築、 運用まで一気通貫で行います。

全体設計 （ヒアリング、 調査、 提案 )

ご利用イメージ

オウンドメディアを通じて関係性を築きたい相手は誰か、 構築の目的とゴー

ルを共有し、 全体コンセプトをご提案いたします。 Web サイトの全体イメー

ジもこの時点で仮決めします。

１

個別記事の企画

全体コンセプトにそって、 個別記事を企画。 テーマと取材対象を決定します。

なお事業革新オウンドメディア構築サービスで提供する記事は、 原則として社

内外の 「取材」 をベースに制作いたします。

取材

ご担当者様と連携しながら、 社内外の取材の調整を行います。 当日は、 プロ

の編集／ライターが取材対象を取材します （原則、 オンラインでお願いしてお

ります）。

制作 ・ 構築

取材に基づいて、 記事を制作。 アイキャッチ画像も含めた原稿について、 必

要な社内外確認を経て Web サイトへ反映します。 初回は、 この時点で Web

サイトデザインも最終決定となります。

運用

各記事のアクセス解析などを通じ、 STEP１で決めたオウンドメディアの目的

と合致しているかなどを検証します。 そして全体コンセプトや個別の企画の方

向性を見直す必要がないかを確認しながら、 改善のＰＤＣＡを回します。

STEP

事業革新だからこそできる３つのポイント

１
　　最短 3 か月で立ち上げ

　　スピード感ある企画 ・ 制作

２ ３
　プロによる取材に基づいた

　高品質な記事制作

　メディア事業革新と連携

　記事拡散をサポート

STEP

STEP２

STEP３ STEP４

STEP５

事業革新オウンドメディア構築サービスでは

３ ４
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こんなお悩みに！事業革新 ・ オウンドメディア構築サービス

新事業やプロダクトの認知度が

低い、 「真価」 が伝わらない

オンライン化で顧客やステークホル

ダーとの関係構築 ・ 継続が難しい

●　新事業の推進に関するお悩み

●　オウンドメディア構築をしたい ・ した際のお悩み

新事業を推進する優秀な人材が足り

ない ・ 欲しい

立ち上げでつまづく。 何をどこから

手をつけたらいいかわからない

始めてみたいが、 構築 ・ 運用にか

かる費用の相場がわからない

一生懸命やっているのに成果も手

ごたえも感じられない

アクセス状況を解析しながら、 コンテン

ツや拡散方法の継続的な改善によって、

目的達成につなげます。

プロ編集者 ・ ライターによる制作記事を

提供しながら、 内製する記事制作の企

画の定期サポートも実施します。

コンセプト設定 ・ 企画から当社がサポー

ト、 一気通貫のサービス提供により、 最

短3か月でメディアを立ち上げられます。

企画が立てられない。 記事のネタが

すぐつきる、 更新が続かない

メディア立ち上げで最低限、 必要な工

程 ・ コンテンツ一式をパッケージ化、 明

朗価格でご利用できます。

コンセプトに基づいて、 プロダクト誕生

の背景や真価を深堀りする記事を通じ

て共感を呼び込み、 理解を深めます。

事業活動を継続的に伝えるオウンドメ

ディアは、 人材採用にも効果を発揮。

ぜひ For 人材獲得をご利用ください。

相手の立場にたった継続的な情報発信

によって、 顧客やステークホルダーとの

関係性を構築 ・ 継続します。

５ ６

●　For プロダクト ・ For 人材獲得と提携メディアについて

用途に応じて２つのパターンをご用意しています。

・ For プロダクト

新事業や事業活動のブランディングを

支援します。 新事業に挑戦する人と

企業を応援するメディア 「事業革新」

と記事連携ができます。

・ For 人材獲得

人材を獲得するためのブランディング

を支援します。 「事業革新」 に加え

「育 Work （育児しながら働く人を応

援するメディア）」 と記事連携できます。

●　料金

初期構築費用 ： 250 万円＋税　（以下の内容を含む）

　 ・ 全体設計 ・ コンセプト設定のためのヒアリング ・ 調査 ・ 提案

　 ・ 取材記事の企画 ・ 制作－初回 6 本

　※ビジュアル制作 ・ サイト反映含む

　 ・ オウンドメディア Web サイト構築一式

　 ・ サイトサーバー設置 ・ 初期設定関連作業

運用費用 ： 33 万円＋税　（／月額　以下の内容を含む）

　 ・ メディアサイトの運用 ・ 保守

　 ・ サイトアクセス状況についての報告

　 ・ 編集者によるコンテンツ顧問

　※月 1 回のコンテンツ企画会議 ・ アドバイス込み （オンライン）

　 ・ 編集者＋プロのライターによる年間 6 本の取材記事の企画／制作

　※本サービスの契約期間単位は 1 年になります。

　　　社労士事務所と提携

https://ikuwork.net 

　　場環境改善宣言企業マーク※
　　　　　　　取得が可能

※社労士診断認証制度

https://www.sr-shindan.jp/



●　オウンドメディア構築サービス提供元の一般的な特徴と当社との比較

●　FAQ

Web サイトの構築について

サイトの運用はどのようにするのですか？　

→原則として当社契約またはご指定のクラウドサーバーサービスで運用いたします。
その他の対応についてはご相談ください。

「セミカスタマイズ」 とはどんなことでしょうか？

→当社のオウンドメディアは、 世界的に利用されているオープンソースのコンテンツ

マネジメントシステム （CMS）、 WordPress をベースに制作します。

WordPress の機能のなかで制作するため、 一定のデザイン ・ 機能上の制約があります。

どのようなデザインがありますか？

→当社で運営する 「事業革新」 や 「情報発信 企画室」 が例になります。

WordPress で実現できるデザインは多岐にわたり、 ビジュアルも自由に設定できます。

ですからセミカスタマイズといっても、 様々なご希望のデザインに対応できます。

コンテンツ制作について

７ ８

標準パッケージにおけるコンテンツ制作 ・ サポートの考え方はどんなものですか？

→コンテンツには、 コンセプト検討 ・ 企画 ・ 取材 （調整含む） ・ 執筆 ・ 取材先確認ま

でが必要な記事から、 ちょっとした社内ニュース記事などまで様々です。 前者は内製

するには難しく、 後者はすべてを外注していては費用がかさみます。 そのため、 標準

パッケージ （初回 6 本制作＋年 6 本制作） では、 前者は当社で制作し、 後者は内製

をサポートすることを想定しています。

標準パッケージに加えて、 追加の制作やサポートは実施してくれますか？

→追加で記事本数を増やすことなど含め、 様々な追加の施策が可能です、 （標準パッ

ケージは必要かつ最低限の内容となっています。 そのため、 まずはそれをベースに、

効果を見ながら追加の施策をご検討することをお勧めしています）。 自社要件として

＋αで実施したい部分の対応やそのお見積りについてはお問合せください。

ビジュアル制作もしてくれますか？

→既存写真と文字を組み合わせた簡易なもの （ 参考サイト 「事業革新」 や 「情報発

信企画室」 レベル） は制作料金内になります。 ただし、 オリジナルイラストやマンガ、

動画を使用したいという場合などは、 別途制作費をいただきます。

より具体的なオウンドメディアの費用相場な

どは、 サイト記事にてご紹介しています。

［情報発信 企画室］ 記事

【2021 年 12 月版】 オウンドメディアを内製

するには？頼む際の相場は？

https://kikaku.jigyoukakushin.com/article/６１１/


