
継続クライアント専用
フォローアップセミナー

～自己紹介＆近況報告～



【オンラインセミナー受講の注意事項】

・ このレジュメは後程プレゼントします！
・ 周囲が騒がしい場合はミュート設定を。
・ このセミナーは録画し、一般販売されます。
（撮影はココからです。）



安定した継続収益を生む

オンラインサロンの
作り方セミナー



オンラインサロンの作り方セミナー

◆ え！？お金の入り方は2パターン！？

◆ オンラインサロンってなに？

◆ オンラインサロンを構築する3つの柱

◆ 最初にやることは？どうやれば会員が増える？

◆ スタートしたらなにをやればいいの？

◆ 退会されないようにする対策は？



オンラインサロンってなに？



オンラインサロンの
お話の前に…



ビジネス全体における
お金の入り方



起業の基礎

どうすれば、

「お金」と「時間」の
両立を実現できる？



■お金の見え方

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

＝仕組み
＝エネルギーお金
○



お金は人が作ったものだから
「宇宙の法則（理）」は当てはまらない

お金とはあくまでも「お金」であり
「仕組み」というものがある

■お金の見え方

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順



■お金の入り方は２パターン

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

・フロー収入
・ストック収入



■フロー収入の特徴

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

・フロー：単発収入
単発セッション、単品販売、
セミナー等 → フロントエンド



■フロー収入の特徴

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

・始めやすいが安定が難しい
・ずっと売り続けないといけない
・高額じゃないと成り立たない
・他人の商品、サービスでもOK



■ストック収入の特徴

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

・ストック：継続収入
不動産、月間利用料、月会費、
保険、継続契約等→バックエンド



「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

・構築が難しいが完成すれば安定
・ずっと売り続けなくていい
・低額で継続してもらうことが大事
・自分がオーナーであるべき

■ストック収入の特徴



■中間もある

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

・フローとストックの間

期限が設けられた継続契約
（更新されるかしないか不明）



■Softbankのストックビジネス化戦略

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

Softbank
PCソフト卸売事業

フロー収入

Yahoo!ジャパン
ネット広告事業

フローとストックの間

ボーダフォン（現SB）
携帯電話事業

ストック収入



■Softbankのストックビジネス化戦略

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

1,083,600円

ロボット事業部のペッパーくんも
かなりガッツリなストックビジネス！



【起業初期】
始めやすいフロー

【成長期】
フロー＆ストック

【安定期】
ストックに移行

■個人事業も仕組み化しよう！

「お金」と「時間」の両立を実現させる手順

オフェンス重視
＝ 新規開拓 ディフェンス重視

＝ 継続



ワーク

あなたが提供出来る…
・フローサービスは？（単発）

・フロー＆ストックは？（短期継続）

・ストックサービスは？（長期継続）



オンラインサロンってなに？



オンライン上に作る

会員専用サービス
教室、ファンクラブのこと

■オンラインサロンとは…

オンラインサロンってなに？



【月会費制】にすることで
安定した収益を得ることが出来る！

■オンラインサロンとは…

オンラインサロンってなに？

半ストックビジネス



・構築が難しいが完成すれば安定
・ずっと売り続けなくていい
・低額で継続してもらうことが大事
・自分がオーナーであるべき

オンラインサロンってなに？

■ ストック収入の特徴



大手の会社だと、
DMM.comやシナプスが有名です。

■オンラインサロンとは…

オンラインサロンってなに？

審査があり手数料も高い！
会費の２５％～３０％ほど。
ただ管理面など楽なのでメリットもある！



■オンラインサロンとは…

オンラインサロンってなに？

例）ホリエモンのオンラインサロン



■オンラインサロンとは…

オンラインサロンってなに？

例）宮本佳実さんのオンラインサロン
個人事業主で1000人以上の会員を
集める超売れっ子の女性（DMMなどでなくオリジナル）



ワーク

皆さんならどんな
オンラインサロン・教室が

作れそうですか？



オンラインサロンを
構築する

3つの柱



・決済システム

■ 一つ目の柱

オンラインサロンを構築する3つの柱

リザストの契約締結サービスを使用
・ビジネス、金融系
10,800円～12,800円
上限 30,000円（プレミアム会員）
※広告OKやセッション付きなどもアリ

・その他のサービス
3,800円～5,000円が目安
上限 10,800円（プレミアム会員）
※広告OKやセッション付きなどもアリ



■ 二つ目の柱

オンラインサロンを構築する3つの柱

コミュニケーションと情報共有の場

・オンラインでの交流、リアルでの交流を行う。その情報共有の場。
・会員同士の交流、会員の宣伝告知もアリ（会員の参加メリットになる）

・会員専用Facebookページ



・会員専用サイト

■ 三つ目の柱

オンラインサロンを構築する3つの柱

WordPressなどを用い会員に
上質なコンテンツの配信を行う

・入会率を高め、脱退率を下げる重要な役割を果たす。



Facebook
ページ

コミュニケーション

◆月一のリアル交流
・セミナー（招致、自分、会員）
・イベント（オフ会）
・会員同士の交流
・会員の宣伝告知もアリ

決済システム

リザストの
契約締結

◆会費
・ビジネス系
10,800円～12,800円
上限 30,000円（プレミアム会員）

・その他
3,800円～5,000円が目安
上限 １0,000円（プレミアム会員）
※プレミアムとは広告OKやセッション付きなど

◆ オンラインサロン（月額課金サービス）の概要

会員専用
サイト

ワードプレス

◆コンテンツ
・入会時の特典コンテンツ
・定期的にコンテンツ追加
→月1通のステップメールでもOK
・会員価格のセッション、サービス
・2年目から安くするなどもアリ



最初にやることは？
どうやれば会員が増える？



入会メリットを明確にし
継続する価値を伝える

■ 最初にやることは…

最初にやることは？どうやれば会員が増える？



・会員専用サイトに設置する
コンテンツの企画と作成

■ 最初にやることは…

最初にやることは？どうやれば会員が増える？

特典、動画、テキストなど



■ 最初にやることは…

最初にやることは？どうやれば会員が増える？

数千円～1万円で
こんなに学べるの！？

お得！



■どうやれば会員が増える？

最初にやることは？どうやれば会員が増える？

① 価値あるコンテンツ作成
② それを伝えるランディングページ
③ サロンの期間を限定（継続OK）



ワーク

どんな
オンラインコンテンツが
作れそうでしょうか？



スタートしたら
なにをやればいいの？



① オンラインでの交流
② オフラインでの交流
③ コンテンツの追加(頻度少でOK)

■ やることは大きく３つ

スタートしたらなにをやればいいの？



・動画の配信
・オンラインセミナー
・オンライングループセッション

■ オンラインでの交流

スタートしたらなにをやればいいの？

オススメは
【学び】を優先！



・ グループセッション
・ セミナー、合宿 （ゲスト講師を呼ぶのもあり）

・ オフ会 （ランチ会、飲み会、お茶会etc）

■ オフラインでの交流

スタートしたらなにをやればいいの？

オススメは
【交流】を優先！
セミナーとオフ会を組わせても良い



セミナー、オフ会などは

・ 毎月一度開催が基本
・ オンLとオフLの隔月開催でもOK

■ 頻度は？

スタートしたらなにをやればいいの？



オンライン教室などであれば

・ 毎週 平日や土日の
１～2回開催でもOK

■ 頻度は？

スタートしたらなにをやればいいの？



ワーク

セミナーやイベントは
どんなモノがあると

会員は満足できますか？



退会対策は？



与えて終わりだと意味が無い。

メンバーが自ら考えて行動する
オンラインサロン運営を意識する！

■ そもそもの話…

退会対策は？



・ ワークをこなしてもらう
・ メンバー間でコラボ企画
・ 分科会や部活など作るのもアリ

■ 参加型オンラインサロンをつくる

退会対策は？



半年～1年で
次のシーズンを募集

■ １期間はどれくらい？

退会対策は？



・ 継続待遇を作る（プレゼントや会費割引）

・ メンバーの変化や成果をシェア
・ メンバー間の絆を深める

■ 交流をしっかり図り成果を出し…

退会対策は？



今後、住福は
オンラインサロン作成事業を

行なう予定です。



まずは住福が9月から
オンラインサロンをスタート！

継続クライアントの皆さんは無料で
ご参加いただけます。（セミナーなどは有料）

■ 自分ブランド構築オンラインサロン

自分ブランド構築 住福プレゼンツ

個人事業の集客と売上アップ！

自分ブランド構築
オンラインサロン



・ Facebookページの作成
・ リザスト契約締結の管理
・ WordPress会員サイト作成
・ オンラインサロンの運営サポート etc...

■ オンラインサロン作成講座

自分ブランド構築 住福プレゼンツ

2017年12月予定
ご期待ください！



質疑応答タイム



以上
おつかれさまでした。


