
日々進化し、変貌するインターネット技術。2005年のキーテクノロジーは、

「ブログ※１」と「SEO※2」であろう。サンリオは、リアルショップの店長や売り

場担当者からの情報発信にブログを活用し、会員制サイトと通販サイトの

SEO向上にも成果をあげるなど、最新技術を包括的に取り入れて積極的な

インターネット・ビジネスを展開している。インターネット技術は個別にワン

ポイントで用いるよりも、トータルソリューションのもとで包括的に導入し、互

いに連携させていくことで大きな効果につなげることができるのである。
※1   ブログ ： ウェブログ（Weblog）の略称で、「ウェブ上に残される記録」という意味。メニューを選択して部品を集め

ていくだけで簡単に、文字や写真で構成される情報発信ページを簡単に作成できる。日付の順番に記事が表示さ
れるため、レイアウトやデザインに時間をかけなくても、日記の感覚で思いついたことを書き込んでいくだけで済む
のも人気のポイントである。

※2  SEO ： Search Engine Optimization。検索エンジンの上位に表示させるためHTMLを最適化すること、またそ
の技術

ハローキティの新しい趣味はブログで日記を書くこと。
検索エンジンへの登録ページが10倍以上に急増した、強力なSEO技術も駆使

会員制サイトで集客と情報発信
にブログを活用

　「サンリオのお店で開催するキャラクター

の作者によるサイン会に、朝から行列がで

きたのは初めての経験です。この集客効果

と告知してからの反応の速さは、ブログな

らではの特性といえます」と、株式会社サ

ンリオ コンテンツ事業部 コンテンツライ

センス課 係長 大石修氏は語る。

　キティを中心に独自のキャラクタービジ

ネスを展開するサンリオ。最近は、首都圏

の交通広告で新しいキャラクター「シュガー

バニーズ」を売り出し中だ。

　インターネット・ビジネスにも早くから

取り組んでおり、月500万ページビューを

誇るサンリオのホームページからは、ゲー

ム、ビデオ、ムービーの有料会員制サービ

ス「SanrioBB」、サンリオ公式ファンク

ラブ「ハローキティクラブ」、通販サイト

「サンリオ・オンライン・ショップ」など、

多彩なサイトへ入ることができる。

　ブログによる集客効果が顕著にあらわれ

ているのは、サンリオ公式ファンクラブ「ハ

ローキティクラブ」だ。サンリオキャラク

ターへのコアなファンが集まってくるコミュ

ニティサイトであり、30年前のキティ誕生

時からグッズを集め続けている人もいる。

　「サンリオのかわいいキャラクターをデ

ザインや絵文字にふんだんに使って、絵日

記風ブログを書けるというサービスは、『ハ

ローキティクラブ』の性格にぴったりだと

考えて、2004年夏に『サンリオブログ』の

コーナーをスタートしました」（大石氏）。

　予想通りに好評を博したことから、今度

は、サンリオショップからの情報発信にも

ブログを使ってみようと発想が広がった。

現在、東京銀座、横浜港北、大阪心斎橋な

ど５つのフラッグ・ショップがブログを活

用して、店舗でのイベントや新着グッズの

お知らせを発信している。

　「店舗のホームページを作って情報発信

したいという話は以前からあったのですが、

構築や管理に手間がかかるため踏み切れま

せんでした。ブログなら、店を運営しなが

ら現場の担当者が情報更新できます。しか

も、コストがかからない、集客に結びつき

やすい、広範な地域のお客様に情報発信で

きるという特長は、ちょうどこれまでのダ

イレクトメールが抱えていた問題を解消し

てくれる効果が期待できます」と大石氏は

言う。

SEO技術を駆使した容易な検
索が店への集客力の原動力

　検索エンジンにヒットしやすいのもブロ

グの特質である。さらに加えてサンリオは、

NTTデータの協力によって、店からの情

報発信ブログが検索エンジンにヒットしや

すいようにSEO（Search Engine Optimi-

zation）技術を駆使している。

　サンリオのSEOには3つのポイントがある。

第1に、検索エンジンの上位に表示させる

ため、HTMLを最適化したブログエンジン

を開発し、Webシステムに搭載した。第2に、

SEOの観点で、情報更新のフォーマットを

工夫した。店長は、フォーマットが求める

項目を順番に記入していくだけで自然に、

タイトル部にキーワードとしての製品名が

表示されるなど、検索エンジンにヒットし

やすい情報入力ができる。第3に、NTTデー

タが豊富に蓄積しているSEOのノウハウを

定期的に提供。ブログのさらなるSEO力アッ

プを継続的に行っているのである。

　実際にGoogleやYahoo!で「サンリオギャ

ラリー」というキーワードを入力して検索

すると、店が発信しているサンリオギャラ

リーブログがトップから上位10項目ぐらい

までを独占する。「チャーミーキティ」&

「グッズ」のように、キャラクター名と商

品名を指定した場合も、店から発信したブ

ログが上位で表示される。こうしたSEOの

威力により、幅広い消費者が容易に店のペー

ジを検索できる。イベントの告知をした際

に行列ができるほどの集客力は、検索性の

高さが裏打ちしているのである。

　「店からの情報発信ブログは、アクセス

数は1日に合計1000件程度ですが、まず家

でブログを見てイベントの有無を確かめて

から来店されるお客様が確実に増えています。

新しいマーケティングツールとして、重要

な役割を担いつつあります」と大石氏。

2005年は、情報発信する店を増やして、最

終的には全国180ヵ所の直営店すべてでブ

ログを導入していきたいと考えている。

通販サイトでも検索エンジンへの登
録ページを10倍にしたSEO技術

　NTTデータのSEO技術は、通販サイト「サ

ンリオ・オンライン・ショップ」のアクセ

ス数増加にも貢献している。

　サンリオ・オンライン・ショップは、

2000年にスタートした通販サイトを作り直

して、2005年4月に再スタートしたサイト

である。

　従来のサイトは、利用者が要求した商品ペー

ジの情報をデータベースから読み込んで表

示する仕組みだった。こうしたダイナミッ

クなコンテンツ生成のしくみはスタート当

時は最新技術だったが、その都度データベー

スから情報を抽出するため、ページ表示に

時間がかかっていた。また、利用者の要求

に応じて生成されるページは、静的なペー

ジとして存在しているわけではないので、

検索エンジンにはまったくヒットしないと

いう問題もあった。

　「リニューアルをNTTデータに依頼した

のは、アニメやゲームの『SanrioBB』やファ

ンクラブの『ハローキティクラブ』で実績

があり、当社のキャラクタービジネスを深

く理解してくれているため。将来的には、

これらの会員制サービスの中にもショッピ

ングモールを作るなどして、『サンリオ・

オンライン・ショップ』と効果的に連携さ

せたいと考えていますから、ビジネスとイ

ンターネットサービスの両面で、全体像を

把握しているパートナーが必要でした」と

株式会社サンリオ 業務開発事業部 通信販

売課 主任 石井和哉氏は説明する。

　NTTデータは、こうした包括的な期待に

トータルソリューションで応えた。

　まず、画面遷移のたびにデータベースか

らアクセスする方式を減らしたため、ペー

ジ表示も格段にスピードアップした。SEO

を配慮したサイト設計により、検索エンジ

ンのヒット率も大幅に向上した。Googleに

登録されているページ数を調べてみたところ、

従来のサイトは450ページが登録されてい

たが、リニューアルしたサンリオ・オンラ

イン・ショップは、オープンから1ヵ月で

10倍以上の4500～5000ページに達した。し

かも、オープンから日が経つにつれて、登

録ページは確実に増えている。

　ネットショップを支援するフルフィルメ

ントサービスには、100％子会社である株

式会社イーボス・ジャパンを活用。決済管

理、配送管理から顧客の問い合わせに対応

するコールセンターの運営まで一括してア

ウトソーシングする体制をつくった。サン

リオ社内の手間を増やすことなく、利用者

の満足度が高いバックヤードサービスを確

立できた意義も大きい。

　最先端の技術力が問われるフロントから、

地道な実践がノウハウ蓄積につながるバッ

クエンド業務まで、NTTデータのトータル

ソリューションを利用することによって、

サンリオは本来業務に専念できる環境を実

現できたのである。

サイトを成功させるにはトータ
ルソリューションが不可欠

　現在、サンリオ・オンライン・ショップ

への月平均の訪問者は約14万人であり、登

録されている商品アイテムが増加するにつ

れてアクセス数も伸びている。

　通販サイトをさらに魅力的にして売上増

大に結びつけていくため、ネット決済など

への対応、アフィリエイト※3・サービスの

導入など、システム面での機能強化の要求

も目白押しだ。会員制サイトのブログと連

携したり、リアル店舗とのサービス連動も

不可欠である。もうひとつ、「サンリオは、

単にキャラクター商品を売る会社ではなく、

ソーシャル・コミュニケーションの会社で

ある」というメッセージを伝える役割もIT

は担っている。

　「これまでのサンリオは、誰でもにっこ

りしてしまうようなキャラクターを店頭で

手にとってもらうことで、『NAKAYOKU』

のメッセージを発信してきました。これか

らはITの助けを借りて、家にいても店頭に

足を運んだのと同じレベルでメッセージを

受け止めてもらえるようにしたい。NTTデー

タには、大きな視野から包括的な支援を期

待しています」と、大石氏は結んだ。

※3　アフィリエイト：アフィリエイトプログラムの略。
ブログで紹介した商品を、ブログを見たほかの
人が購入した場合、ブログの記載者へ売り上げ
に応じた紹介料を支払う仕組み。

※記載されている会社名、製品名およびロゴは、各社の商標または登録商標です。
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○マーケティング領域、○EC領域、○フルフィルメント領域のECトータルソリューションを整備する
ことにより、今後、企業が取り組むネットビジネスをワンストップでサポートする体制を創り上げる。
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・Web-SI
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・決済
・物流
・コールセンター
＜（株)イーボス・ジャパン＞サンリオ・オンライン・ショップ

コンビニエンスストアなど
サンリオショップだけに
とどまらない展開・連携も模索

NTTデータが保有するソリューションとITプラッ
トフォームを求心力として子会社とのコラボレー
ションを実現

EC業務⇒フルフィルメ
ント業務の連携

ネットキャンペーン業務
⇒EC業務の連携

ネットキャンペーン業務⇒バック
オフィス業務（発送、コールセン
ター）の連携

サンリオブログ
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ンリオ・オンライン・ショップ」のアクセ

ス数増加にも貢献している。

　サンリオ・オンライン・ショップは、

2000年にスタートした通販サイトを作り直

して、2005年4月に再スタートしたサイト

である。

　従来のサイトは、利用者が要求した商品ペー

ジの情報をデータベースから読み込んで表

示する仕組みだった。こうしたダイナミッ

クなコンテンツ生成のしくみはスタート当

時は最新技術だったが、その都度データベー

スから情報を抽出するため、ページ表示に

時間がかかっていた。また、利用者の要求

に応じて生成されるページは、静的なペー

ジとして存在しているわけではないので、

検索エンジンにはまったくヒットしないと

いう問題もあった。

　「リニューアルをNTTデータに依頼した

のは、アニメやゲームの『SanrioBB』やファ

ンクラブの『ハローキティクラブ』で実績

があり、当社のキャラクタービジネスを深

く理解してくれているため。将来的には、

これらの会員制サービスの中にもショッピ

ングモールを作るなどして、『サンリオ・

オンライン・ショップ』と効果的に連携さ

せたいと考えていますから、ビジネスとイ

ンターネットサービスの両面で、全体像を

把握しているパートナーが必要でした」と

株式会社サンリオ 業務開発事業部 通信販

売課 主任 石井和哉氏は説明する。

　NTTデータは、こうした包括的な期待に

トータルソリューションで応えた。

　まず、画面遷移のたびにデータベースか

らアクセスする方式を減らしたため、ペー

ジ表示も格段にスピードアップした。SEO

を配慮したサイト設計により、検索エンジ

ンのヒット率も大幅に向上した。Googleに

登録されているページ数を調べてみたところ、

従来のサイトは450ページが登録されてい

たが、リニューアルしたサンリオ・オンラ

イン・ショップは、オープンから1ヵ月で

10倍以上の4500～5000ページに達した。し

かも、オープンから日が経つにつれて、登

録ページは確実に増えている。

　ネットショップを支援するフルフィルメ

ントサービスには、100％子会社である株

式会社イーボス・ジャパンを活用。決済管

理、配送管理から顧客の問い合わせに対応

するコールセンターの運営まで一括してア

ウトソーシングする体制をつくった。サン

リオ社内の手間を増やすことなく、利用者

の満足度が高いバックヤードサービスを確

立できた意義も大きい。

　最先端の技術力が問われるフロントから、

地道な実践がノウハウ蓄積につながるバッ

クエンド業務まで、NTTデータのトータル

ソリューションを利用することによって、

サンリオは本来業務に専念できる環境を実

現できたのである。

サイトを成功させるにはトータ
ルソリューションが不可欠

　現在、サンリオ・オンライン・ショップ

への月平均の訪問者は約14万人であり、登

録されている商品アイテムが増加するにつ

れてアクセス数も伸びている。

　通販サイトをさらに魅力的にして売上増

大に結びつけていくため、ネット決済など

への対応、アフィリエイト※3・サービスの

導入など、システム面での機能強化の要求

も目白押しだ。会員制サイトのブログと連

携したり、リアル店舗とのサービス連動も

不可欠である。もうひとつ、「サンリオは、

単にキャラクター商品を売る会社ではなく、

ソーシャル・コミュニケーションの会社で

ある」というメッセージを伝える役割もIT

は担っている。

　「これまでのサンリオは、誰でもにっこ

りしてしまうようなキャラクターを店頭で

手にとってもらうことで、『NAKAYOKU』

のメッセージを発信してきました。これか

らはITの助けを借りて、家にいても店頭に

足を運んだのと同じレベルでメッセージを

受け止めてもらえるようにしたい。NTTデー

タには、大きな視野から包括的な支援を期

待しています」と、大石氏は結んだ。

※3　アフィリエイト：アフィリエイトプログラムの略。
ブログで紹介した商品を、ブログを見たほかの
人が購入した場合、ブログの記載者へ売り上げ
に応じた紹介料を支払う仕組み。

※記載されている会社名、製品名およびロゴは、各社の商標または登録商標です。

株式会社サンリオ様

株式会社サンリオ コンテンツ事業部
コンテンツライセンス課 係長 大石修氏

サンリオオンラインショップ

○1976,2005 SANRIO CO.,LTD.　APPROVAL No.E- 460801-1

株式会社サンリオ

本　　　社：東京都品川区大崎1丁目6番1号　

設　　　立：1960年8月10日

資　本　金：149億9900万円

社　員　数：連結1412人、単独772人

売　上　高：連結1011億100万円、
　　　　　　単独810億5700万円（2005年3月期）

事 業 概 要：世界中の人々が「NAKAYOKU」すること
を目指して、ソーシャル・コミュニケーション・
ギフトやグリーティングカードなどを企画・
販売。

ユーザ事例 Case Study

株式会社サンリオ 業務開発事業部
通信販売課 主任 石井和哉氏

サンリオ・オンライン・ショップURL ：　http://shop.sanrio.jp/
サンリオブログURL　　　　　　  ：　http://blog.hellokitty.ne.jp/

C

法人ビジネス推進部　営業推進部
TEL.03-5546-9236　E-mail.ebsinfo@nttdata.co.jp
http://www.nttdata.co.jp/service/ （お客様事例） 2005.8

○マーケティング領域、○EC領域、○フルフィルメント領域のECトータルソリューションを整備する
ことにより、今後、企業が取り組むネットビジネスをワンストップでサポートする体制を創り上げる。
1 2 3

○マーケティング領域1

○EC領域2

・ネットキャンペーン
＜（株）ウェブプロデュース＞

・ECソリューション
・ITプラットフォーム・システムコンサル

・BLOG
・Web-SI
・ECパッケージ
・サービス保守、運用
・SEOコンサル
　＜（株）NTTデータキュビット＞

○フルフィルメント領域3

・決済
・物流
・コールセンター
＜（株)イーボス・ジャパン＞サンリオ・オンライン・ショップ

コンビニエンスストアなど
サンリオショップだけに
とどまらない展開・連携も模索

NTTデータが保有するソリューションとITプラッ
トフォームを求心力として子会社とのコラボレー
ションを実現

EC業務⇒フルフィルメ
ント業務の連携

ネットキャンペーン業務
⇒EC業務の連携

ネットキャンペーン業務⇒バック
オフィス業務（発送、コールセン
ター）の連携

サンリオブログ


