
年末年始の休診日を早めに掲載しましょう！

【ユーズ年末年始の営業案内】12月29日（土）～1月3日（木）は休業いたします。
～年末年始の休診の案内は、お早めにお知らせ下さい～

　今年も残り2ヶ月を切りました。年末年始の診療カレンダーが決まったら、ホームページへ臨時休診の案内を掲載しましょう。
更新は、会員マイページからスマホでも簡単にできます。詳しくは本誌2面をご覧ください。

会員マイページから　（http://www.ddmap.jp/admin/users/login）
更新センター　メール：koushin@ddmap.jp　FAX：06-6341-6363　TEL：06-6341-3331

年末に翌年の年間計画を立てましょう
　2018年も早や年末へと向かっています。（年末年始の休診日のご検討をお願いします。）

　毎年年末になると、翌年の色々な目標や計画を考えると思います。例えばDDまっぷでもこの時期に、特集の年間計画を検討し

ています。まず、花粉症特集、5・6月病、虫歯予防、夏病・・・当たり前のことですが、2月からスタートする花粉症特集は10月ごろか

ら準備を開始します。記事のネタを考え、ドクターインタビューをお願いする先生を選び、掲載会員のリストを整理し・・・。

新たに始めることだけでなく、毎年繰り返し実施することにも事前の準備はつきものですから、そういったプロジェクトは年間計

画を年末に決めています。

　ブログなど年間を通じて記事のテーマを考える必要のあるものなども、月別のテーマを1年分決めておくと記事のネタ集めも

効率が良いと思います。

　今年一年の中で、「来シーズンはこうしよう！」と思ったことをカレンダー、手帳あるいは年間計画表などに記入し、確実に実行

できるようにしましょう。

　年末は、大掃除と一年間の振り返りの時期です。来年のさらなる飛躍を目指して、一年間の計画をしましょう。

ブログの

月別テーマ

クリニックの年間計画

1月：広告→年賀状

2月：広告→ホームページ更新

3月：広告→新聞広告

4月：スタッフ研修

　　 お知らせ→春の健康診断

5月：レクリエーション

　　 広告→地域情報誌に掲載

6月：虫歯予防検診

7月：お知らせ→お盆の休診

8月：お盆休み

9月：インフルエンザ予約システム導入

10月：インフルエンザ予防接種

11月：お知らせ→臨時休診（学会）

12月：お知らせ→年末年始

ブログの月別テーマ

1月：年始の挨拶

2月：花粉症について

3月：
スタッフ研修

レクリエーション

広告計画

クリニックからの

お知らせ

インドアビューと動画で、集患UP！インドアビューと動画で、集患UP！

～動画制作の流れ～～動画制作の流れ～
1. ヒアリング・打合せ 2. ラフスケッチご提案 3. 台本作成 4. 撮影

5. 編集

リ グ 打

6. 映像チェック 7. 納品

httpｓ://sato-naika-clinic.com/

　院内を地点ごとに360°撮影して画像をつなぎ合わせ、ホームページ上で院内見学できるようになります。
　院内の広さや、画像では伝えきれない院内風景を隅々まで見て頂けます。

　文章・画像などでは伝えきれない治療・手術風景などは、動画でより分かりやすく伝える事で訴求力がUPし、
より一層ホームページの集患につながります！
　医院のイメージ動画も追加すれば、来院前の患者様へ雰囲気や特徴を伝えられます！

360°撮影

=撮影地点

Googleインドアビュー撮影Googleインドアビュー撮影

Youtube動画撮影Youtube動画撮影

こんな方にオススメ！こんな方にオススメ！

・院内風景を画像だけではなく、もっと分かりやすく見せたい
・自慢の院内・内装をしっかりアピールしたい

こんな方にオススメ！こんな方にオススメ！

・患者さんへ、分かりやすくアピールしたい内容がある
・YouTubeのサイトでもアピールしたい

▲インドアビューイメージ画像（坂田血管外科クリニック様インドアビュー）

▲佐藤内科クリニック様YouTube動画

Google マップと連動し、
　　アクセスがよりわかりやすくなります。

https://sakataclinic.com/

もちろんホームページに
埋め込みもできます。

DDまっぷ
オプション
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◆ お問合せはDDまっぷ  更新センターまで ！ ◆
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・年末に翌年の年間計画を立てましょう
・年末年始の休診日を早めに掲載しましょう！
・スマホでカンタン自主更新
・IT講座121回 ～ Googleカレンダーの活用②
・活用しています ～ 大阪府高槻市　森田歯科医院
・インドアビューと動画で、集患UP！ＤＤまっぷ登録医療施設 144,226 件（2018 年11 月1日現在）

2018 年　12 月号　Vol.138

http://ddmap.jp

DDまっまっぷ通信通信
ユーズ株式

会社
大阪府大阪市北区梅田1丁目11- 4 大阪駅前第4ビル4F

TEL:06-6341-3331
FAX:06-6341-6363

メール：koushin@ddmap.jp
営業時間:月～金 9:00-18:00（休業日: 土・日・祝）



パソコン

 　大阪府高槻市にある森田歯科医院では「いつまでも、美味しく食事ができるように」をコンセプトに、頼れるかかりつけ歯科
医師として個々の患者さんに応じた診療を行っています。

検索高槻市　森田歯科医院

オリジナルページ
https://morita-shika-iin.com/

DDまっぷホームページ
http://ddmap.jp/0726761301

スマホ

～  大阪府高槻市　森田歯科医院活用しています

　このたび、スマートフォンやタブレットからのアクセス増加に伴い、ホームページをレスポンシブWeb
デザインにリニューアルしました。是非一度ご覧ください。

Googleカレンダーの共有方法

　前月号では、Googleカレンダーの簡単な使い方のご紹介をいたしました。今回も、引き続きGoogle
カレンダーの機能についてご紹介いたします。
　Googleカレンダーの便利な機能の一つに、他の人とカレンダーを共有するというものがあります。仕
事の締め切りや会議の日程などをカレンダーに入れておけば、お互いのスケジュールがわかるので、
とても便利です。

IT講座121回 ～Googleカレンダーの活用② ～

3131

共有設定はパソコンでのみ可能ですが、
共有したカレンダーは、スマホでの閲覧も
可能となります。

パソコンでGoogleカレンダーを開き、左側の［マイカレンダー］の
共有したいカレンダーにカーソルを合わせ、アイコン　
＞ [設定と共有]の順にクリックします。

［特定のユーザーとの共有］
＞［ユーザーを追加］をクリックします。

メールアドレス、または名前を追加し、権限（※）を選択、送信をクリックします。

1 2

3

送信

※権限には以下の4種類あり、操作や閲覧できる範囲が変わります

［変更および共有の管理権限］ ［予定の変更権限］

［閲覧権限（すべての予定の詳細）］
［予定の時間枠のみを表示（詳細を非表示）］

•共有設定を変更
•予定を追加、編集
•限定公開の予定を含むすべての予定の詳細を表示
•カレンダーのタイムゾーン設定を表示
•カレンダーを完全に削除
•カレンダーの [ゴミ箱] から予定を復元または完全に削除

•予定を追加、編集
•限定公開の予定を含むすべての予定の詳細を表示
•カレンダーのタイムゾーン設定を表示
•カレンダーの [ゴミ箱] から予定を復元または完全に削除

•限定公開以外のすべての予定の詳細を表示
•カレンダーのタイムゾーン設定を表示

カレンダーで予定が追加されている時間と空いている時間を
表示することはできますが、予定の名前や詳細を表示することは
できません。

スマホでカンタン自主更新

0123456789

●●●●●●

DDまっぷポータルの「メニュー」＞
「会員マイページログイン」をタップ

ログインID と パスワード を入力 「お知らせ」 をタップ

「新規お知らせ登録」
 をタップ

文字を選択して
太さや色 の変更をします。 文章 を入力

お知らせの種類 を選択

「掲載開始日」 と
「終了日」 を入力

ログイン をタップログイン をタップ

文章 を入力
したら...

完成！完成！

スマホでカンタン！スマホでカンタン！スマホでカンタン！スマホでカンタン！

DDまっぷ会員マイページログイン
http://www.ddmap.jp/admin/users/login

登録をタップ※掲載期限がない場合は
無期限にチェックを入れます。

太字 色 下線
リンク
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パソコン

 　大阪府高槻市にある森田歯科医院では「いつまでも、美味しく食事ができるように」をコンセプトに、頼れるかかりつけ歯科
医師として個々の患者さんに応じた診療を行っています。

検索高槻市　森田歯科医院

オリジナルページ
https://morita-shika-iin.com/

DDまっぷホームページ
http://ddmap.jp/0726761301

スマホ

～  大阪府高槻市　森田歯科医院活用しています

　このたび、スマートフォンやタブレットからのアクセス増加に伴い、ホームページをレスポンシブWeb
デザインにリニューアルしました。是非一度ご覧ください。

Googleカレンダーの共有方法

　前月号では、Googleカレンダーの簡単な使い方のご紹介をいたしました。今回も、引き続きGoogle
カレンダーの機能についてご紹介いたします。
　Googleカレンダーの便利な機能の一つに、他の人とカレンダーを共有するというものがあります。仕
事の締め切りや会議の日程などをカレンダーに入れておけば、お互いのスケジュールがわかるので、
とても便利です。

IT講座121回 ～Googleカレンダーの活用② ～

3131

共有設定はパソコンでのみ可能ですが、
共有したカレンダーは、スマホでの閲覧も
可能となります。

パソコンでGoogleカレンダーを開き、左側の［マイカレンダー］の
共有したいカレンダーにカーソルを合わせ、アイコン　
＞ [設定と共有]の順にクリックします。

［特定のユーザーとの共有］
＞［ユーザーを追加］をクリックします。

メールアドレス、または名前を追加し、権限（※）を選択、送信をクリックします。

1 2

3

送信

※権限には以下の4種類あり、操作や閲覧できる範囲が変わります

［変更および共有の管理権限］ ［予定の変更権限］

［閲覧権限（すべての予定の詳細）］
［予定の時間枠のみを表示（詳細を非表示）］

•共有設定を変更
•予定を追加、編集
•限定公開の予定を含むすべての予定の詳細を表示
•カレンダーのタイムゾーン設定を表示
•カレンダーを完全に削除
•カレンダーの [ゴミ箱] から予定を復元または完全に削除

•予定を追加、編集
•限定公開の予定を含むすべての予定の詳細を表示
•カレンダーのタイムゾーン設定を表示
•カレンダーの [ゴミ箱] から予定を復元または完全に削除

•限定公開以外のすべての予定の詳細を表示
•カレンダーのタイムゾーン設定を表示

カレンダーで予定が追加されている時間と空いている時間を
表示することはできますが、予定の名前や詳細を表示することは
できません。

スマホでカンタン自主更新

0123456789

●●●●●●

DDまっぷポータルの「メニュー」＞
「会員マイページログイン」をタップ

ログインID と パスワード を入力 「お知らせ」 をタップ

「新規お知らせ登録」
 をタップ

文字を選択して
太さや色 の変更をします。 文章 を入力

お知らせの種類 を選択

「掲載開始日」 と
「終了日」 を入力

ログイン をタップログイン をタップ

文章 を入力
したら...

完成！完成！

スマホでカンタン！スマホでカンタン！スマホでカンタン！スマホでカンタン！

DDまっぷ会員マイページログイン
http://www.ddmap.jp/admin/users/login

登録をタップ※掲載期限がない場合は
無期限にチェックを入れます。

太字 色 下線
リンク
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年末年始の休診日を早めに掲載しましょう！

【ユーズ年末年始の営業案内】12月29日（土）～1月3日（木）は休業いたします。
～年末年始の休診の案内は、お早めにお知らせ下さい～

　今年も残り2ヶ月を切りました。年末年始の診療カレンダーが決まったら、ホームページへ臨時休診の案内を掲載しましょう。
更新は、会員マイページからスマホでも簡単にできます。詳しくは本誌2面をご覧ください。

会員マイページから　（http://www.ddmap.jp/admin/users/login）
更新センター　メール：koushin@ddmap.jp　FAX：06-6341-6363　TEL：06-6341-3331

年末に翌年の年間計画を立てましょう
　2018年も早や年末へと向かっています。（年末年始の休診日のご検討をお願いします。）

　毎年年末になると、翌年の色々な目標や計画を考えると思います。例えばDDまっぷでもこの時期に、特集の年間計画を検討し

ています。まず、花粉症特集、5・6月病、虫歯予防、夏病・・・当たり前のことですが、2月からスタートする花粉症特集は10月ごろか

ら準備を開始します。記事のネタを考え、ドクターインタビューをお願いする先生を選び、掲載会員のリストを整理し・・・。

新たに始めることだけでなく、毎年繰り返し実施することにも事前の準備はつきものですから、そういったプロジェクトは年間計

画を年末に決めています。

　ブログなど年間を通じて記事のテーマを考える必要のあるものなども、月別のテーマを1年分決めておくと記事のネタ集めも

効率が良いと思います。

　今年一年の中で、「来シーズンはこうしよう！」と思ったことをカレンダー、手帳あるいは年間計画表などに記入し、確実に実行

できるようにしましょう。

　年末は、大掃除と一年間の振り返りの時期です。来年のさらなる飛躍を目指して、一年間の計画をしましょう。

ブログの

月別テーマ

クリニックの年間計画

1月：広告→年賀状

2月：広告→ホームページ更新

3月：広告→新聞広告

4月：スタッフ研修

　　 お知らせ→春の健康診断

5月：レクリエーション

　　 広告→地域情報誌に掲載

6月：虫歯予防検診

7月：お知らせ→お盆の休診

8月：お盆休み

9月：インフルエンザ予約システム導入

10月：インフルエンザ予防接種

11月：お知らせ→臨時休診（学会）

12月：お知らせ→年末年始

ブログの月別テーマ

1月：年始の挨拶

2月：花粉症について

3月：
スタッフ研修

レクリエーション

広告計画

クリニックからの

お知らせ

インドアビューと動画で、集患UP！インドアビューと動画で、集患UP！

～動画制作の流れ～～動画制作の流れ～
1. ヒアリング・打合せ 2. ラフスケッチご提案 3. 台本作成 4. 撮影

5. 編集

リ グ 打

6. 映像チェック 7. 納品

httpｓ://sato-naika-clinic.com/

　院内を地点ごとに360°撮影して画像をつなぎ合わせ、ホームページ上で院内見学できるようになります。
　院内の広さや、画像では伝えきれない院内風景を隅々まで見て頂けます。

　文章・画像などでは伝えきれない治療・手術風景などは、動画でより分かりやすく伝える事で訴求力がUPし、
より一層ホームページの集患につながります！
　医院のイメージ動画も追加すれば、来院前の患者様へ雰囲気や特徴を伝えられます！

360°撮影

=撮影地点

Googleインドアビュー撮影Googleインドアビュー撮影

Youtube動画撮影Youtube動画撮影

こんな方にオススメ！こんな方にオススメ！

・院内風景を画像だけではなく、もっと分かりやすく見せたい
・自慢の院内・内装をしっかりアピールしたい

こんな方にオススメ！こんな方にオススメ！

・患者さんへ、分かりやすくアピールしたい内容がある
・YouTubeのサイトでもアピールしたい

▲インドアビューイメージ画像（坂田血管外科クリニック様インドアビュー）

▲佐藤内科クリニック様YouTube動画

Google マップと連動し、
　　アクセスがよりわかりやすくなります。

https://sakataclinic.com/

もちろんホームページに
埋め込みもできます。

DDまっぷ
オプション

DDまっぷ通信　12 月号（2018 年11 月10日発行）　（DDまっぷ会員向け） ddmap.jp
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・年末に翌年の年間計画を立てましょう
・年末年始の休診日を早めに掲載しましょう！
・スマホでカンタン自主更新
・IT講座121回 ～ Googleカレンダーの活用②
・活用しています ～ 大阪府高槻市　森田歯科医院
・インドアビューと動画で、集患UP！ＤＤまっぷ登録医療施設 144,226 件（2018 年11 月1日現在）
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http://ddmap.jp

DDまっまっぷ通信通信
ユーズ株式

会社
大阪府大阪市北区梅田1丁目11- 4 大阪駅前第4ビル4F

TEL:06-6341-3331
FAX:06-6341-6363

メール：koushin@ddmap.jp
営業時間:月～金 9:00-18:00（休業日: 土・日・祝）
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