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本日のおはなし

デザイナー マークアップ 
担当者

注目のツール・サービスを紹介



自己紹介



倉敷児島ジーンズiPadケース



OneMe Storeにて好評発売中

http://oneme.jp



マルチデバイス対応 
サイトをつくる



さまざまなデバイス 
さまざまな画面サイズ



デバイスごとに最適な 
コンテンツをとどける



マルチデバイス対応サイト制作の注意点

• どんなデバイスでも訪問者に伝わる情報設計を
考える 

✤ 何を求めてWebサイトに訪問してもらうか 

✤ シナリオからコンテンツを導きだす 

✤ 「モバイル化」という考え方は捨てる



「 could 」

http://www.yasuhisa.com/could/



http://bit.ly/1tk2MLY



デザイナー向けの 
ツール／サービス



Sketch 3 
• Adobe Fireworks開発終了
から話題になったドローイン
グアプリ（最新 Ver 3.1） 

• Webサイト制作に役立つ機
能・プラグイン 

• Mac版のみ 7,800円 (*)



10/8には
約2,000円値上げ！

Sketch の公式ツイート



UI Templates



プラグイン：Content Generator



エクスポート機能

• Adobe Photoshopの「画像アセット」機能の
ようにオブジェクト単位でエクスポート 

• PNG, JPG, TIFF, PDF, EPS, SVG 形式にエク
スポートできる



Sketch 3 お勧めの書籍

https://leanpub.com/sketch3book



Sketch 3 お勧めの書籍

https://leanpub.com/basicofsketch-ja



試用期間は２週間

ぜひ試してみてください



Creative Cloud Market
• UIテンプレート、ブラシ、ベク
トルシェイプ、アイコンなどの
高品質な素材をダウンロードで
きる 

• Adobe Creative Cloud有償
契約ユーザーは無料で利用でき
る（月間５００個まで）



Rollpaper
• スマートフォンサイトのヘッダーか
らフッターまでのWebページ全体
のスクリーンショットを取得 

• 製作中のサイトの全体のバランスを
確認／提案資料として出力 

• ブックマークレットでかんたんにス
クリーンショットを保存



※iPhone 6 / 6 Plusには未対応（対応時期未定）



Responsive Web Design JP

• 日本国内の秀逸なレスポンシブWebデザインを  
集めたギャラリーサイト 

• レスポンシブなWebサイトのデザイン見本帖 

• ブレークポイントごとのスクリーンショット 

• （ほぼ）毎日２～３サイト追加



http://responsive-jp.com/

http://responsive-jp.com/


Stylify Me

• URLを入力して、対象サイトのスタイルガイドを  
生成、表示するサイト 

• 生成したスタイルガイドをPDFでダウンロード 

• スタイルガイドとしてはシンプルな構成 

• 背景色・テキスト配色を一覧で確認できる



Stylify Me

http://stylifyme.com/

http://stylifyme.com/


マークアップ担当者向けの 
ツール／サービス



https://developers.google.com/web/fundamentals/



“ Webの基礎 ”

• クロスプラットフォームのWebデザインに対応する 
ガイドラインとボイラープレート（文例集／ひな形） 

• 既存の膨大な種類のデバイス・特にモバイル端末に 
対応するための開発者の悩みを解決する 

• マークアップ担当者だけではなく デザイナー・ 
ディレクター職も読んでおきたい

Best practices for modern web development.



おもなガイドライン
Look and Feel
アニメーション

Tools
マルチデバイスサイト制作のツール

Principles of Site Design
サイトデザインの原則



おもなガイドライン
Multi-Device Layouts
マルチデバイスに対応したレイアウト

Forms and User Input
ユーザーに愛されるフォームの作成

Images, Audio and Video
画像や動画を迅速に表示するために



おもなガイドライン
Optimizing Performance
パフォーマンス最適化

Monetization
任意のデバイスで収益を最大化

Device Access & Integration
デバイス固有の機能を活用する方法



おもなガイドライン
Look and Feel
アニメーション

Tools
マルチデバイス制作のワークフロー

Principles of Site Design
サイトデザインの原則





Sublime Text



Sublime Text
• Windows(32/64bit), OS X(10.7～), Ubuntu(32/
64bit) に対応した、ソースコード記入に適したテキ
ストエディタ 

• 有償だが試用期限なしで利用できる（時折ダイアロ
グが出る） 

• パッケージコントロール機能により、様々な機能（プ
ラグイン）を追加できる



Sublime Text
• 最新バージョンは Sublime Text 3（β版） 

✤ β版とはいえ実用に耐えうるもので、開発も徐々に進
んでいる 

✤ これから導入する場合は Sublime Text 3で問題ない 

• 日本語への対応が貧弱 

✤ 日本語入力を補助したり、UTF-8以外の文字コードの
ソースを開くプラグイン



Sublime Text 3 お勧めの書籍



ご自身が使い慣れた 
エディタでOK



わたしのマークアップ環境2014

• エディタ：Sublime Text 3 
（ Win / Mac ） 

• タスクランナー：gulp



「タスクランナー」 
ご存知ですか？



面倒だと思ったことは 
ないですか？



コードを編集

ブラウザ再読み込み

繰り返し



公開用にソースファイルの 
改行やスペースを除去



120kB 48kB

画像ファイルの圧縮・最適化



面倒な事をやってくれる
• HTML や CSS, JavaScript の更新時にリロード 

• SCSSの変更時にビルド（コンパイル）したり 
複数ファイルを統合 

• ソースの改行やスペースを除去して、 
ファイルサイズを圧縮（minify） 

• 不要なCSS記述を削除（uncss） 

• 画像ファイルの最適化をおこない、容量を減らす



コンソール（黒い画面）



少しでも 
タスクランナーに 
興味が湧いたなら



Web Fundamentals の一部



https://developers.google.com/web/starter-kit/

Web Starter Kit 
マークアップ効率化のための 
ひな形＋タスクランナーの 

パッケージ



Web Starter Kit とは

• Google が提供するマルチデバイスWebサイト制
作のボイラープレート（文例集／ひな形） 

• 利用には Ruby, Node, Gulp を必要とする 

• パッケージとして様々な機能が組み込まれており、
快適なマークアップ環境をそろえてくれる



マルチデバイス対応



スタイルガイド

• 全体的に簡素なスタイルが多い 
✤自由なデザインを当てることを前提とした設計



ライブリロード

• ファイル更新と同時にブラウザをリロード



クロスデバイス同期

• 同一ネットワーク上のブラウザでの操作を同期



Web Starter Kit 便利な機能

• HTTPサーバーの構築・起動 

• CSSプリプロセッサー「Sass」対応 

• Webパフォーマンス最適化（HTML / CSS / 
Javascript / 画像）



タスクランナー gulp の入門に最適

• gulpの設定ファイル（gulpfile.js）を自動生成 

• インストールするだけで、sassコンパイルやライ
ブリロードなどの機能を体験 

• Web Fundamentals のガイドラインに沿ったマ
ルチデバイス対応サイトを制作できる教材



まとめ



まとめ

• マルチデバイス対応は当たり前の時代 

✤ 今後いろいろなデバイスが出てくる 

✤ 「PCサイト」基準の考えは捨てよう 

✤ 「マルチデバイス対応」は 
スマートフォン・タブレットだけではない



GALAXY EDGE 



APPLE WATCH



GOOGLE GLASS



AUDI TT DASHBOARD



まとめ
• 今の自分の作業について疑問を持とう 

✤ もしかしたらもっと楽ができるのでは？ 

• コンソールの操作、ディレクトリ構成に慣れる 
✤ 「知らない／分からない」では今後取り残される 
✤ 新しく勉強することで今後の制作の時短につながる 

• 新しいツールは恐れずに試してみよう 
✤ 試しに使って、自分の業務改善ができるか検討



繰り返せばきっと

新しい世界



ありがとうございました

https://twitter.com/yantona

https://facebook.com/yantona


