
  

第９回ICT（愛して）とくしま大賞応募　作品PR



  

サーフィンは、2020年東京オリンピックで新規競
技種目として採用され、これから注目のマリンス
ポーツとなっています。
そして、徳島県には世界的に見ても素晴らしいサー
フスポットがあり、世界的なサーファーを輩出して
います。

しかし、このことを広く知っていただくための
徳島県のサーフスポットに特化したWebコンテンツ
はまだありません！

制作背景制作背景



  

徳島県の地域活性化を考えるにあたり、徳島県の観光リソースとして、サーフィン
およびサーフスポットに着目したいと考えました。
私たち求職者支援訓練実践コース、クリッププログラミングスクールWEBプログラ
マー養成科 3期生の半年間（平成31年2月22日〜令和元年8月22日）の集大成が波に
乗れ！徳島のサーフィンサイト「阿波波（あはは）」になります。
徳島のサーフスポットを軸に、サーフィンとその関連情報を紹介するサイトです。

概要と目的概要と目的

県人のサーフィンへの関心を向上させる
サーフィンをきっかけとした県内外からの訪問客を誘致
上記により徳島県の地域活性化を図る

本サイトの目的



  

県内に住むサーフィン未経験者

性別： 男性（未婚）
年齢： 23歳 
職業： 会社員（新卒） 
趣味： PCゲーム
好むメディア： 　

SNS（インスタグラム）、
スマートフォン、
PC

サーフィンに関して： 
友人からすすめられて好奇
心を抱いている
健康的で楽しそう、モテそ
う、（出会いを求める）

県外サーファー

性別： 男性
年齢： 33歳 
職業： デザイナー
　　　　（フリーランス） 
趣味： サーフィン、写真
好むメディア：
 　　　SNS（Twitter）、
　　　スマートフォン
サーフィンに関して： 

生活の一部になってお
り、常にスキルアップを
目指している
コミュニティ生成、スト
レス解消のためにもなく
てはならない

性別： 女性
年齢： 17歳 
職業： 高校生 
趣味： 水泳、タピること
好むメディア： 

SNS（インスタグラム）、
TikTok

サーフィンに関して： 
プロサーファー小山みなみ
選手、川合美乃里選手に感
銘を受け、　憧れる。

ターゲットターゲット（ペルソナ）（ペルソナ）
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利用規約
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サーフィン初心者

県外の方や女性に向け、ブログで女性向け記事や徳島カルチャー紹介記事を掲載

      コンテンツマップコンテンツマップと導線の設計と導線の設計



  

コンテンツ情報収集コンテンツ情報収集

本サイトの価値を高めるために、情報量の多さ・情報の質の高さを上げたいと考え
コンテンツ作成にこだわりました。

【掲載件数】
スポット情報：計 8 海岸　／　サーフショップ情報：計 15 件

【情報収集方法】
各サーフスポット、サーフショップ、サーフィン連盟ご担当者様の元に
直接足を運び、掲載の許可やアンケートにご協力をいただきました。
掲載のご協力をいただいたことで、今後予定している広告バナー・オンライン
ショップ等のビジネス展開に繋がるご縁が持てたのではと思っております。　



  

　　収益化のための取組み・　　収益化のための取組み・SNSSNS管理管理

サイトにはGoogleアナリティクスを導入しています。
これにより収益化のための効果測定が随時実施可能です。

閲覧数向上には各種SNSを運用し、SNSからWebサイト
へのユーザーの誘導を図っています。

Instagram／Facebook／Twitter

サイトの利用者を増やし、バナー広告やオンラインショッ
プ運営などのビジネス展開を目指しています。



  

 

オープンデータオープンデータの使用の使用

徳島県の「指定緊急避難場所（津波）」の
オープンデータを使用し、ハザードマップを
制作しました。

サーフスポットのピンを一緒に表示して、
各スポットとの位置関係を分かりやすくして
います。

このページへは、トップとスポットページの
エリアマップ内のボタンから移動できます。



  

デザインについてデザインについて
各ページから、関連ページへ移動できるように工夫しました。これによりユーザー
が関連情報を見たいと思った時にスムーズにページ間を移動することができ、ユー
ザビリティを考慮しています。

 ：#fff
 ：#003366
 ：#67cb33
 ：#0f0a0a

配色

ベース
メイン 
アクセント 
文字

ペルソナの趣向に沿い、かつ情報に信頼性
がある印象を与えることをデザインの役割
としました

徳島の美しい海と徳島特産の藍をイメージ
させるため、メインカラーは藍色、アクセ
ントカラーは明るいグリーンにしました

爽やかでスポーティーな雰囲気を感じられ
るようにベースはホワイトにしました

使用フォント

Noto sans



  

 

ページ紹介：トップページ紹介：トップ

徳島の美しい海がパッと目にとまるよう写真
にこだわりました。
ナビゲーションには徳島県の形をしたオリジ
ナルロゴを配置しました。

【工夫した点】
スマホユーザーに配慮し、各ページへリン
クするセクションを配置
サーフィンをきっかけに徳島の魅力を知っ
てもらうため、ブログカテゴリー「徳島カ
ルチャー」の新着記事3件を常に表示



  

 

徳島県でサーフィンをするのに適した海岸を
PRするページです。この一覧から「more」
をクリックするとスポット詳細が開きます。

【工夫した点】
近隣県から、各スポットが大体どの位置に
あるか分かりやすいマップイラストを作成
徳島のサーフスポットを県北・県南に分か
りやすくカテゴリー分けしている

ページ紹介：サーフスポットページ紹介：サーフスポット



  

 

サーフスポットの詳細情報が見られます。
閲覧ユーザーが参加できるコメント欄があり
ます。

ページ紹介：スポット詳細ページ紹介：スポット詳細

【工夫した点】
海岸をイメージしやすいように写真を3枚
用意
コメント機能を実装し、ユーザーが口コミ
を投稿できる。コメントコーナーにはすだ
ちくんの登場で徳島をアピール
海底形状や難易度、さらには駐車場、シャ
ワー、トイレなどの設備の有無をロゴで表
示し、サーファーへの情報提供をわかりや
すく工夫した



  

 

ページ紹介：ビギナーズ講座ページ紹介：ビギナーズ講座

初めてサーフィンに触れる人のための読みも
のページです。

【工夫した点】
スクロール量を減らすためにアコーディオ
ン（OPENボタン）を採用
初心者のために、サーフショップ・スクー
ル・スポットを探すためのリンクボタンを
設置



  

 

　ページ紹介：　ページ紹介：サーフショップサーフショップ一覧一覧

徳島県のサーフショップの紹介ページです。
基本的なショップ情報と、サービスを掲載し
ています。

【工夫した点】
直接ショップに出向いてアンケートを実施
し、独自に得た情報を基本としているため、
情報の信頼性に自信がある
Google Maps APIを導入し、Googleマップ
上でショップ一覧をまとめてみられるよう
にした
「絞り込み検索機能」を実装し、各ショッ
プのサービス内容をより調べやすくした



  

 

ページ紹介：ブログページ紹介：ブログ

WordPressを利用したブログです。
Googleなどの検索結果に表示されやすいよう
に随時更新予定です。

【工夫した点】
カテゴリー「徳島カルチャー体験」の記事では
すだちくんを登場させ徳島をアピール
目的の記事を探しやすいように記事検索機
能を実装
たくさんの記事を読んでもらえるように、
一覧と記事ページ下部に人気記事を表示
ユーザーが見やすいようにカテゴリー分け
をしている



  

PC

スマートフォン

OS ブラウザ（最新版）

Windows10 Google Chrome・Firefox・Edge・IE11

MacOS 10.13.6 Google Chrome・safari

OS 機種 ブラウザ（最新版）

Android 9 F-04K Google Chrome

iOS 12

iPhoneSE safari

iPhone8 Google Chrome

iPhone8 Plus safari

WebWebサイトの動作検証サイトの動作検証
以下のデバイス・ブラウザで動作に問題がないことを確認済みです



  

インスタグラム、ツイッター、フェイスブック 等のSNSを
活用して当サイトの周知
　
多言語化対応で海外へも発信し、外国人サーファーへの対
象拡大を目指す

バナー広告・オンラインショップ運営等、収益化を目指す

今後の予定今後の予定
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