
 

リンク集（ツール＆システム） 
Ver.1.01 

ツールのリンクはジャンル毎にフォルダー分けをしてブックマーク
してください。 
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株式会社エナジーフロー



ツール集 
キーワード調査ツール 
☯ウーバーサジェスト 
https://neilpatel.com/jp/ubersuggest/ 

キーワードの月間検索数を調査したり、キーワード候補を無料で提案してくれる
ツール。

☯キーワードプランナー(Googleアドワーズ） 
adwords.google.co.jp/ko/KeywordPlanner/Home?__o=kat
キーワードの月間検索数を調査するツール。ただし、Googleの広告を出稿していない場合
は数値がザックリなので使えない。

☯SEO難易度チェックツール 
http://rishirikonbu.jp/difficulty_checker/
キーワード競合度を調査するツール。

☯Googleトレンド 
http://www.google.co.jp/trends/
Web検索において、特定のキーワードの検索回数が時間経過に沿ってどのように変化して
いるかをグラフで参照できる。 

☯キーワードサジェスト 
http://keywords-suggest.com

複合キーワード調査ツール 
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便利ツールいろいろ 
☯QRコード作成サービス 
https://www.cman.jp/QRcode/ 
QRコードを無料で作成できます。商用利用も無料です。

☯jpg画像データ圧縮サービス 
https://compressjpeg.com/ja/ 
最大20個までJPGまたはJPEGファイルを圧縮。ドロップエリアにjpgファイルをド
ラッグ&ドロップでアップロード後、自動的に圧縮。

☯GigaFile便 
https://gigafile.nu 

無料大容量ファイル転送・オンラインストレージ GigaFile便。「1週間～60日」選
べる5種類のファイルの保持期限に加え、1ファイル200Gまでアップロード、共有
可能！ もちろん容量無制限でアンチウイルス装備。会員登録も不要です。

☯コピーメカ 
http://www.copymecha.com 
簡単な言葉を入力するだけで自動的にキャッチコピーを作成してくれます。 

☯Zoomミーティング 
https://zoom.us/jp-jp/meetings.html 
場所とデバイスを問わず参加できる. Zoomミーティング。 
カレンダーシステムと同期され、合理化されたエンタープライズ級のビデオ会議に、デス
クトップからモバイルまであらゆるデバイスから参加できるようになります。 

☯XMind 
https://jp.xmind.net 
世界が注目するマインドマッピングツールが、より洗練されたデザインと優れた操
作性で無料で使えます。 
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☯ Brabio! 
工程管理をかんたん・便利にクラウドで共有して見える化するガントチャー
トのツール。5人までプロジェクト管理が無料でできる。クラウドだから設
定は不要でいつでもやめられるのが便利です。 

https://brabio.jp 

通販・決済システム 
☯BASE 
https://thebase.in 

初心者でもカンタンにカスタマイズ！物販はもちろんのこと、音楽や動画も販売可
能。 自分のオリジナルサイトを作成してみよう！ テンプレート用意・毎月1万スト
アが始めてる・独自ドメインも取得可能・初心者でも安心・最短2分で開設・音
楽・動画も販売可能。

☯PayPal  
https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/home 

ビジネスを始める方にもメリット豊富なオンライン決済サービス。 世界で約2億人
が利用・200カ国・100通貨対応・カードポイントもたまる・企業による導入実績多
数・24時間の監視システム・充実の買手保証制度。毎月の継続課金に便利です。

☯イベントレジスト  
https://eventregist.com/?lang=ja_JP 

イベントレジストは、誰でも簡単にイベントの告知、事前決済や申込み、 参加者
管理ができるサービスです。 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アクセス・SEOツール 
☯Googleアナリシス(アクセス解析) 
adwords.google.co.jp/ko/KeywordPlanner/Home?__o=kta 

サイトへのアクセス数を解析する事が出来ます。ページ毎の訪問数や滞在時間など細かい
情報まで解析する事が出来るのでとても便利
なツールです。

☯SEOチェキ! (サイト調査・検索順位チェック) 
http://seocheki.net 
自身のサイトやライバルサイトの調査・検索順位チェックなど、SEOに役立ツールです。

☯FerretPLUS(キーワードアドバイス) 
http://ferret-plus.com 
Ferret（フェレット）には、Webマーケティングやマーケティング全般に関する情報や、 

様々な課題を解決するツールがあります。

記事外注などのクラウドソーシング 
☯クラウドワークス 
http://crowdworks.jp/
日本最大級のクラウドソーシング「クラウドワークス」。会員登録無料。 

☯シュフティ 
https://app.shufti.jp
主婦のための在宅ワーク情報が満載のお仕事マッチングサイト「シュフティ」。 

☯ランサーズ 
https://www.lancers.co.jp
日本最大級のクラウドソーシング。 

  /  5 10

http://adwords.google.co.jp/ko/KeywordPlanner/Home?__o=kta
http://seocheki.net
http://ferret-plus.com
http://crowdworks.jp
https://app.shufti.jp
https://www.lancers.co.jp


著作権フリー素材集サイト 
無料素材を含む写真素材サイトを集めました。写真素材には著作
権、使用権などがありますので、利用規約をよく読んで、使用して下さ
い。 

１）PIXABOY 
ハイセンスで高画質、イラストもあり。コピーライツの明示なしで使える 
https://pixabay.com 

２）Phot-AC 
日本人の人物中心。オールマイティに使えて便利。コピーライツの明示なし
で使える。 
http://www.photo-ac.com 

３）ぱくたそ 
ひねりの効いた写真多数。日本人モデルのみ。コピーライツの明示なしで使
える。 
https://www.pakutaso.com/index.html 

４）0-Dan 
高品質な無料写真素材・フリーフォトを40以上の有名ストックフォトサイト
から日本語で横断検索できるサービス「O-DAN(オーダン)」 
http://o-dan.net/ja/ 

 
5）Unsplash 
高品質でハイセンスで、ジャンルの幅も広い写真素材集 
https://unsplash.com 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アクセス解析ツール 
☯ Google アナリティクス 

Google アナリティクスを使うと、広告の投資収益率を測定して、Flash、動
画、 ソーシャル ネットワーク サイトやアプリケーションを管理できます。 

https://analytics.google.com/analytics/ 

画像編集ツール 
☯ Photoscape（フォトスケープ） 
無料の画像編集ソフト（レタッチソフト）です。撮影した写真の赤目補正や
ホクロ消去をはじめとして、図形やテキストの挿入、画像の結合／分割、リ
サイズなど幅広い加工ができます。 

https://photoscape.jp.uptodown.com/windows 

ランディングページ作成ツール 
☯ ペライチ 
https://peraichi.com 

用意されたテンプレートから選び、ガイドに従うだけで初心者でもかんたん
にあなたのLPが作れます。HTMLやCSSなどの専門知識やサーバーは一切不
要です。 

☯ Colorful(カラフル)  
https://lptemp.com 

カウントダウンやホバーウィンドウ機能を始めとする成約率アップの25種類
以上の機能を兼ね備えたwordpress テーマ型のLP(ランディングページ)テン
プレート。 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システム集 
☯ワードプレス 
http://ja.wordpress.org/
サーバーにインストールするだけで、ブログ型のサイトを簡単に作る事が出来る。無料で
使えるプラグインやテンプレートが多数提供されています。
１
☯アスメル・プラチナ 
初心者でも簡単にステップメールが使えるメール配信システム。

アスメルは、月間配信数、顧客リスト数、シナリオ数が無制限
で、固定料金制です。

http://www.toolzon.jp/system/link.php?
i=506bc5b56f6b6&m=5d5fcca70673c&guid=ON

月額3,333～5,400円（税込）
初期設定費用15,750円（税込） 

☯どんどん！メルマガ応援団 
会員制サイトを簡単に作れて運営が楽なサイト構築ツール。

ダウンロード販売や有料会員の囲い込みで便利です。


https://www.viral-dealer.com/index.html 
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☯Xサーバー（レンタルサーバー） 
【エックスサーバー】は、高速かつ高機能、稼働率99.99％以上の高い安定性で、業界トッ
プクラスの高コストパフォーマンスを誇るの高品質レンタルサーバー。 

◇X10プラン 初回お支払い料金 

http://goo.gl/z1O49N

☯ムームードメイン 
http://muumuu-domain.com

「ムームードメイン」は、.com .net .jp .co.jpなど多種多様なドメインを取得できる国内最
大級のドメイン総合サービス 
（※A８自己アフィリOK　アフィリ報酬 300～500円）

☯A8.net(物販系ASP) 
http://www.a8.net

管理画面が使いやすく初心者向けのASP。アカウント申請には、サイトが必要。 簡単な
審査がありますので、無料ブログに１０記事程度投稿して申請して下さい。	

初回契約期間 初期設
定費用

ご利用料金 合計金額

3ヶ月 3,000円 1,200円 x 3 6,600円(税込7,128円)

6ヶ月 3,000円 1,200円 x 6 9,600円(税込10,368円)

12ヶ月 3,000円 1,200円 x 12 15,000円(税込16,200円)

  /  9 10

http://goo.gl/z1O49N
http://muumuu-domain.com
http://www.a8.net


☯インフォトップ(情報系ASP) 
http://www.infotop.jp

電子書籍・情報教材を販売するASP。 
アフィリエイトもできますが、販売者アカウントを取得すると、電子書籍・情報教材など
の商品の販売も可能。 

☯Googleアドセンス 
↓こちらにアクセスして『今すぐ開始』をクリックしてアカウントを登録。 
http://www.google.com/adsense/start/

Google AdSense は、ウェブページの内容に応じて関連した広告を表示し、 サイト運営
に新たな収益源をもたらす無料のサービスです。簡単な審査がありますので、無料ブログ
に１０記事程度投稿して申請して下さい。

株式会社エナジーフローのサービス内容 
・ホームページのプロデュース/制作/SEO対策・・・・・・・15万円～ 
・ランディングページのコピーライティングおよび制作・・・15万円～ 
・セールスライディング執筆代行・・・・・・・15万円～ 
・集客・商品キャンペーンの戦略立案・・・・・・・15万円～ 
・集客、売上拡大のコンサルティング・・・・・・・・10万円～/月 
・最新SNS活用による集客コンサル・・・・・・・・・5万円～/月 
・セミナー・イベント企画・運営・・・・・・・・・・５万円～ 
・プロモーション動画の撮影・編集・制作・・・・・・8万円～ 

※無料お見積り、30分無料Zoom個別相談の お申し込みは下記までご連絡ください。 
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

株式会社エナジーフロー 
〒901-0155 　
沖縄県 那覇市金城２丁目１１番地４ エナジー１　4F
TEL：098-859-8611（平日10:00～20:00）Fax：098-859-8612　
緊急連絡先 : 080-3006-0088(２４時間対応)
eMail : mail@energy-flow.co.jp
Webサイト: https://energy-flow.co.jp
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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