
１００万会員ネットワーク（SHIFT）の概要



100万会員ネットワーク（SHIFT）とは

【目的】

IT（インターネット）を活用して自社PRを行える場や、新たなビジネスチャンスを創出する機会
（きっかけ）をPCのスキルを問わず、商工会会員事業者に提供する支援事業。

商工会がサポート

 事業者と同じ画面を見ながら、作成支援

 商工会のホームページ掲載スペースの提供

（全国連・県連・商工会ホームページ内）

インターネット（ホームページ）効果

• 通信販売による売上増
• 全国からの集客
• 対外的な信頼度の向上 ・・・等

悩みを解決

簡単に情報を入力出来て、
ホームページ完成

ホームページ作成ツール（SHIFT）の無償提供

ホームページを作成（活用）したい！

• 知識が必要では？（知識がない）
• 予算が必要では？（予算がない）
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情報
秘訣・コツ

SHIFT
（HP作成）

宣伝

新着情報の相互表示 ビジネスのヒント
やFAQ情報
施策検索

携帯版

物販機能

コミュニティ
（会員・職員専用のSNS）
100万会員NWの入口

人脈づくり

宣伝

Seeds
（メール配信）

ビジネス倶楽部
（商談の場）

人脈づくり

＝コンパスクラブ（100万会員ネットワーク）のコンセプト＝
事業者が必要とする3大要素（宣伝・人脈作り（交流）・ビジネス情報、この3要素をトータルでサポート！

100万会員ネットワーク全体像 ～３本柱～

コンパスクラブ（100万会
員ネットワーク）TOP



「SHIFT」で何が出来る？
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●簡単に企業ホームページを作成できます（専門知識不要！）
– 住所情報・詳細情報で企業ページが５分で出来ます。

– お問い合せフォームや地図画像も付けられます。

●インターネットに接続しているPCさえあればどこからでも情報発信が可
能
– すべてはインターネット上の入力画面から行えるので、特別なソフトや知識

は必要ありません。

– 自宅からでも会社からでもインターネット接続しているPCさえあればどこか
らでも情報更新が行えます。

●簡単にPR新着情報を作成できます
– 入力した新着情報は即座に商工会・県連・全国連HPに反映されます。

– 掲載範囲を「全国」に指定すると、県連・全国連のHPに即時反映されます。
また、それらの情報の中から全国ページで特集として取り上げられることが
あります。

●買い物かごや宿泊施設用の機能も充実しています
– 商品登録、買い物かごも楽々作成

– 宿泊施設に特化した項目があり、予約フォームも

ワンクリックでOK

●電子決算公告ページが作成できます

企業のHP

商品ページ

電子決算公告ページ



一つの新着情報が４つのサ
イトに反映されるので、PR効
果もUP
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「SHIFT」の３層間情報共有について

新着情報が、商工会・県・全国HPにリアルタイムに連携
表示されます。

新着情報

事業者HP

商工会HP

県連HP

コンパスクラブ（全国版）

http://www.yahoo.co.jp/_ylh=X3oDMTB0NWxnaGxsBF9TAzIwNzcyOTYyNjUEdGlkAzEyBHRtcGwDZ2Ex/r/mlg
http://www.microsoft.com/japan/business/industry/gov/download/images/clip/01/ss_family_03.gif
https://www.arttodayjapan.com/entry.php?type=p
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沖縄県今帰仁村商工会：上原マンゴー園
http://www.shokokai.or.jp/47/4730610016/index.htm

2008/11月 沖縄県連会報

SHIFTの事例

http://www.shokokai.or.jp/47/4730610016/index.htm
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長崎県雲仙市商工会：旅館松栄様
http://www.shokokai.or.jp/42/4236210044/index.htm
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秋田県横手市商工会：民芸佐とう 道の駅十文字店様
http://www.shokokai.or.jp/05/0544510530/index.htm

ブログとSHIFTの
連携で売上UP！

SHIFT：買い物かご



8

yahoo 3位

Google 5位

yahoo 17位

Google 18位

yahoo 1位

Google 2位

yahoo 2位

Google 2位

yahoo 1位

Google 29位

yahoo 1位

Google 1位

yahoo 21位

Google 65位

yahoo 2位

Google 3位

yahoo -

Google -

yahoo 2位

Google 4位
10 天柳鮨

http://www.shokokai.or.jp/4
1/4120410002/index.htm

飲食店 新聞・雑誌で取り上げられた
「すしバーガー」

Yahoo:78万6千件中
Google：167万件中

9
 八千代製材
所不動産部

現在休止中 不動産 300坪の土地が売れた -

8
めぐみサラダ

館
http://www.shokokai.or.jp/4

1/4130110004/
小売業

扱っている商品がTVで紹介され多く
の注文があった

「ドクターズシューズDr.歩人Ⅰ 」
Yahoo:22件中

Google：9千件中

某週刊誌より取材
「でかねた」

Yahoo：7千件中
Google：4990万件中

6
ワールドブラシ

株式会社

7 千成寿司
http://compass.shokokai.or.
jp/21/2130218019/

飲食店

http://www.shokokai.or.jp/4
2/4244210013/

製造業

4 味亭　美柳
http://compass.shokokai.or.
jp/41/4142520039/

飲食店

宿泊された記念の情報をUP
「田舎　宿屋」

Yahoo:25万5千件中
Google：8万8千件中

他県より昼食20名の予約
「素敵な和食」

Yahoo：611万件中
Google：232万件中

3 松栄

5 とうたけ花屋
http://compass.shokokai.or.
jp/41/4142520046/

小売業

ドイツの某メーカーより取り扱い希望
「まわる歯ブラシ」
Yahoo：10万件中
Google：1万件中

他県より、地元に住む母に、
母の日の注文があった

「素敵なお花屋」
Yahoo：397万件中
Google：319万件中

http://compass.shokokai.or.
jp/42/4236210044/

旅館
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 （有）坂本自動ドア
製作所

http://compass.shokokai.or.
jp/41/4130110002/

田浦商店

「自動ドア 修理」
Yahoo:25万件中

Google：11万3千件中
注文があった

「長崎の地酒」
Yahoo:136万件中
Google：7千件中

ページを見て海外より来店があった。
(国内は随時有り）

http://compass.shokokai.or.
jp/42/4236710017/

酒販店

製造業
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企業ページ

連合会HP

コンパスクラブ 商工会HP 商工会HP

企業ページ

企業一覧

企業一覧

企業一覧

企画ページ

全国連オフィシャル

 ＳＨＩＦＴの新着情報
 簡単に更新できるので、更新頻度を上げることが容易。

 キーワードをうまく折り込んだ新着情報を、自分で容易に更新。

 被リンク数について
 SHIFTで作成されるホームページは、shokokai.or.jp/xxxとなります。現在のgoogleランクは、「www.shokokai.or.jp」で「6」、

「compass.shokokai.or.jp」で「５」です。高ランクと言えるこれらのサイトからのリンクは有利と言えます。また、企業ページ、商工
会ページ、県連ページ、コンパスクラブと相互リンクがされているので、被リンク数から言ってもかなり有利と言えます。

商工会組織のリンク・ネットワーク

１００万会員ネットワークの検索エンジンに対する優位性について

企業ページ

 検索エンジンの評価対象として（一般的に重要視される項目）
 ドメインの信用度 --------- ドメインの取得年月日や、検索サイトから見た、ドメインの信用度。

 インデックス数（ページ数） ------ 対象となるドメイン内にどれだけindex（ページ数）が存在するか。

 被リンク数 --------- 対象となるページがどれだけ多くのページからリンクされているか。

 キーワード設定 --------- 対象となるページのタイトル・メタタグ内のキーワードや、ページ全体のキーワードの出現頻度。

 ページ更新頻度 ----- 定期的な更新やページの追加など、定期的に新鮮な情報を配信している等。


