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店舗集客を加速する

正しい使い方・やり方セミナー



【プロフィール】



自分ブランド構築コンサルタント

住福 純
（すみふく じゅん）
S59.04.28 （33歳）

長崎県出身 / 福岡市在住

【家族構成】
看護師＆ヨガ講師の妻（33歳）

おりこうさんの娘（9歳）
やんちゃ坊主の息子（7歳）



自宅近くで
リラクゼーションサロンも
運営しております。



自分ブランド
構築コンサルティング
それぞれの業種・ステージに合わせた
３カ月～６カ月の継続コンサルティング



■どうなった？ （皆さんお一人様起業です）

・ 事業をスタートして３カ月で１９０万円を達成しました。（50代 コンサルタント）

・ 一か月の売上が１２０万円になりました。 （50代 ヒーラー）

・ 通常レッスンと養成講座、物販を行い
50～80万円を安定して売上ています。 （40代 ピラティススタジオ）

・ 客単価２万円のサロンで、
ブログから新規１５件/月のご予約を頂きました。 （５０代 エステサロン）

自分ブランド構築コンサルティング

・ 平均３０万円の売上が１５０万円まで伸びました！（40代 フォトグラファー）



住福のミッション



個人事業主が
最大限に力を活かし、

自己実現できる世の中を作る。



個人事業主には
素晴らしい技術、サービス、商品がある

でもその売り出し方が
分からない…

チラシ



個人事業主の
技術、サービス、商品が世に広がれば

必ず社会は良くなる。

そんな技術、サービス、
商品を世に売り出す
お手伝いをしたい。



それが私が行う
コンサルティングの目指すところ

「時間とお金の両立」
- Time ＆ Money -



セミナー本編の前に…



この資料（スライド）はセミナー終了後にお渡し致します。

無理にメモを取らず

“話”に集中してください。
質疑応答はまとめて行います。



お電話はマナーモードでお願い致します。
撮影・録音はバシバシどうぞ！

撮影の場合はなるべく無音のカメラで！



ちなみの今日の話は
どこかで聴いたことが話もあるかもしれませんが…

聴いたことがあるという話に対して
どうリアクションするかで人生は大きく変わります。



近くの方と
自己紹介タイム
（出来れば知らない方と）



お一人づつ３０秒の自己紹介

・お名前
・ご職業
・お仕事（自分）の
ウリ、特徴



集客の仕組み

煽るのではなく

信頼を築いていくから
長く太くビジネスが育っていく

↓

ステップマーケティング



店舗のステップマーケティング

リピート
回数券

初回体験

メルマガ、ＬＩＮＥ＠

ＨＰ、ブログ、ＦＢ、インスタ、

YouTube、イベント、広告 ファーストコンタクト

信頼を築いていくツール、サービス

サービスを体験してもらう（興味、信頼）

収益が得られる継続や
高額サービスの販売



～インスタ集客～



【目次】
・インスタ基本情報
・正しいハッシュタグのつけ方
・ビジネスプロフィールへの切替え
・集まる検索キーワードの探し方
・プロフィールページの魅せ方
・見られる率がアップする方法
・文字バナーの作り方
・フォロワーを増やすツール



～インスタ基本情報～



◆インスタ基本情報



◆インスタ基本情報
【Instagramの国内利用状況】

• ユーザー数
過去1年で倍増の920万人

• 男女別ユーザー構成
女性65％、男性35％

• 年齢別ユーザー構成
18～24歳33％
25～34歳38％

最近の１０～２０代はインスタを検索エンジン代わりに利用する傾向が非常に高い！
検索でＹａｈｏｏ！やＧｏｏｇｌｅより使っているユーザーも多い。



～正しいハッシュタグのつけ方～



よくある例

◆正しいハッシュタグのつけ方

投稿TOP部分に
ハッシュタグを沢山入れる

▶ ここをタップされると他人の
投稿へ送客してしまう可能性が！

投稿TOPは「店名」や「ブランド名」など
自分に１００％繋がるハッシュタグにする。



◆正しいハッシュタグのつけ方

【正しい手順】

① TOP投稿のハッシュタグは２，３個でOK。タグなしでもOK

② 投稿完了後、すぐにコメントを２つ書く

③ 1個目にハッシュタグを10個程度入れる

④ 2個目は「お問い合わせはこちら▶（スペース）@自分のID」



◆正しいハッシュタグのつけ方

コメントを
２つ書く理由

TOP画面上からコメントの1個目が見えなくなる
ようにするためです。見えなくなる部分に、
キーワードとなるハッシュタグを入れ込みます。

【ワンポイント】
２つ目のコメントをタップしてもらい、
すぐに問い合わせが出来るようにします。



◆正しいハッシュタグのつけ方

コメント１個目に
ハッシュタグを入力

コメント1個目のハッシュタグも本投稿に有効です。
素早くここにハッシュタグを10個程度、入力！
みんなが検索するであろうキーワードを意識してつける。

【ワンポイント】
スマホのメモ帳などにハッシュタグを作っ
ておき、コピペすると◎



◆正しいハッシュタグのつけ方

コメント２個目は
「お問合わせはコチラ▶＋@ID」

コメント２つ目は重要です！
ここからプロフィールページに
飛んでもらうことで問合わせにつなげましょう

【ワンポイント】
「お問い合わせはこちら▶（スペース）＠自分のID」
ＩＤはアカウントページの一番上に表示されています。



◆正しいハッシュタグのつけ方

リンクＵＲＬが有効なのは
プロフィルページのみ！

インスタでは、通常の投稿部分にブログやホームページの
ＵＲＬを入れてもリンクとしては有効になりません。
ＵＲＬの文字列が入るだけです。

毎回の投稿から
【プロフィルページ】を
見てもらうことが集客への最重要事項！

「お問い合わせはこちら▶（スペース）＠自分のID」でプロフィルページへ！



～ビジネスプロフィールへの切替え～



◆ビジネスプロフィールへの切替え

アカウント切り替えで
・「アクセス解析」を見れる
・「問合せ」関連ボタン設置
・「広告」が使える

【ワンポイント】
ビジネスプロフィールへの切り替えは
Facebookページのアカウントがないと不可



◆ビジネスプロフィールへの切替え

インスタ内での広告が可能

【ウェブサイトにアクセス】
・詳しくはこちら
・他の動画を視聴
・購入する
・予約する
・アカウント登録
・お問合せ

【ワンポイント】
カスタムオーディエンスで
地域、趣味・関心、年齢層、性別を
絞ることが可能なので効率的！

【電話または来店】
・今すぐ電話
・道順を表示

※ＦＢ広告に似ています！



◆ビジネスプロフィールに切替え！

プロフィールからオプション（歯車アイコン）をタップして、ビジネスプロフィールに切り替える



～集まる検索キーワードの探し方～



◆両客が集まるハッシュタグの探し方

【集客のカギ】
ハッシュタグを意識する

・地名（店舗系なら）

・業種
・具体的なキーワード

【ワンポイント】
烏丸でアロマサロンを探しているお客さん

「烏丸 アロマサロン」で検索する。

ハッシュタグは「＃博多アロマサロン」

さらに濃い見込み客を集めるなら…

＋人気 ＋プライベートサロン ＋都度払い
＋肩こり改善 ＋リフトアップ ＋カード払い

「＃博多アロマサロン人気」
「＃博多アロマサロン肩こり改善」

※英語ハッシュタグは弱めなので使わないこと



◆集まる検索キーワードの探し方

https://adwords.google.co.jp/select
/KeywordToolExternal

Google
キーワード
プランナー

https://adwords.google.co.jp/select/KeywordToolExternal


～プロフィールページの魅せ方～



◆プロフィールページの魅せ方

見やすさや導線を意識！

プロフィールページの文字がずらーっと繋がっていると
非常に見にくいです。

特徴を捉えて簡潔にポイントを伝えること。
下指アイコンなどを入れて問い合わせへの導線を
作りましょう。

【ワンポイント】
アプリだと改行が上手くいかないことが
あるので、プロフィールページの修正は、
パソコンで作業するほうがいいです！



～見られる率がアップする方法～



◆【見られる率がアップ】する方法

積極的に動画を撮る！

動画で、
料理の熱々感を伝える。
マッサージの気持ちよさを伝える。
腹筋や背中のトレーニングのやり方を伝える。

写真以上に【感情が動く】のが動画です！

【ワンポイント】
人の印象を決める要素「メラビアンの法則」
に則ると、動画の重要性が分かります！



◆【見られる率がアップ】する方法

文字バナー投稿を活用！

写真ばかりの中に一つ文字バナーあると、とっても
目立ちます！

毎回文字バナーにする必要はありませんが、特に見て
もらいたいタイミングで文字バナー投稿をすると、
見られる率がアップします！

【ワンポイント】
文字バナーはスマホアプリやパワポなどで
作るといいです！次ページ参照！



◆【見られる率がアップ】する方法

横スライドを活用！ 文字で惹きつけ興味を沸かせる！

①写真と文字 ②文字 ③文字 ④動画or写真



◆【見られる率がアップ】する方法

文字バナーの作り方

スマホアプリの
Ｐｈｏｎｔｏがオススメ！

【ワンポイント】
Ｐｈｏｎｔｏは文字バナーだけでなく
写真と文字を組み合わせた通常のバナーも
簡単に作れます。（なんとブログヘッダーも作成可能！）

http://www.appbank.net/2016/05/27/iphone-
application/1208781.php

http://www.appbank.net/2016/05/27/iphone-application/1208781.php


～文字バナーの作り方～



◆【文字バナー】の作り方 ～Phonto編～

画面下の
カメラマークを
タップする

プレーンな画像を
使用する
を、タップ

右上の白い枠を
タップする



◆【文字バナー】の作り方 ～Phonto編～

そのままだと白
変更したい場合は
「色」をタップ

変更したい色を
選んでタップし
「適用」を押す

変更できたら
右上の「上矢印」
次に「使用する」を

タップする

①

①

①
①

②

②

②

②



◆【文字バナー】の作り方 ～Phonto編～

画面をタップし
文字追加を

再度タップする

好きな文字を入れ
色サイズなど加工。

「画像を保存」を
タップしたら終了

完成したら右下の
ボタンをタップ！



～フォロワーを増やすツール～



◆フォロワーを増やすツール

#Likes(ハッシュライクス)

という自動ツール

好きなハッシュタグを登録し、
自動でいいねをしてくれる。

いいねを送る →
存在を知ってもらう→
気に入ればフォローしてくれる https://hashlikes.jp/

https://hashlikes.jp/
https://hashlikes.jp/
https://hashlikes.jp/


◆フォロワーを増やすツール

#Likes(ハッシュライクス)

という自動ツール

始めは５日間無料でＯＫ！

チラシを撒くようなものなので
反応率は低いが、周知としては
便利なツールです。

▶ 細かく使い方を解説したサイト https://colorful-instagram.com/howto-increase-followers

https://colorful-instagram.com/howto-increase-followers
https://colorful-instagram.com/howto-increase-followers
https://colorful-instagram.com/howto-increase-followers


◆フォロワーを増やすツール

#Likes(ハッシュライクス)

という自動ツール

【上限について】
いいねの上限回数：一日最大 500〜900 回
フォローの上限回数：一日最大 200〜350 回
フォロー解除の上限回数：一日最大 150〜220 回

インスタグラムアカウントを開設してから6ヶ月未満のユーザーは、長く使っているアカウントや
すでに有名になっているアカウントよりもかなり利用制限を受けやすいようです。（ #Likes調べ）



でもインスタって、
プライベートで使ってるんだよな…

そんな方は

新しくアカウントを作りましょう！
簡単に作成＆切替えられます！



～アカウントの追加方法～



◆ アカウントの追加方法

右上の
ねじマーク

一番下の方にある
「アカウント追加」

一番下の
「登録はこちら」



◆ アカウントの追加方法

「登録はこちら」のあとは、
手順に沿ってアカウントを
追加ください。

正しく追加出来ると
アカウントの横に
記号が出ます！ このように簡単に

切り替えられます。



～おさらい～
特に重要な３点



① ハッシュタグのつけ方を見直そう！

よくある例

投稿TOP部分に
ハッシュタグを沢山入れる

▶ ここをタップされると他人の
投稿へ送客してしまう可能性が！



◆正しいハッシュタグのつけ方

【正しい手順】

① TOP投稿のハッシュタグは２，３個でOK。タグなしでもOK

② 投稿完了後、すぐにコメントを２つ書く

③ 1個目にハッシュタグを10個程度入れる

④ 2個目は「お問い合わせはこちら▶（スペース）@自分のID」



② ビジネスプロフィールに切り替えよう！

アカウント切り替えで
・「アクセス解析」を見れる
・「問合せ」関連ボタン設置
・「広告」が使える

【ワンポイント】
ビジネスプロフィールへの切り替えは
Facebookページのアカウントがないと不可



文字バナー投稿を活用！

写真ばかりの中に一つ文字バナーあると、とっても
目立ちます！

毎回文字バナーにする必要はありませんが、特に見て
もらいたいタイミングで文字バナー投稿をすると、
見られる率がアップします！

【ワンポイント】
文字バナーはスマホアプリ（Phonto）や
パワポなどで作るといいです！

③文字バナー投稿で見られる率アップ



以上です。
ご清聴ありがとうございました。



ここで一旦休憩を入れます。



ゼロからはじめて
新規とリピートを生む
LINE＠活用セミナー



集客の仕組み

煽るのではなく

信頼を築いていくから
長く太くビジネスが育っていく

↓

ステップマーケティング



信頼を築いていくステップマーケティング

バック
エンド

フロント
エンド

メルマガ、LINE＠

ブログ、ホームページ、
インスタグラム、Facebookなど

ファースト
コンタクト

繋がり、信頼を
築いていくツール

サービスを体験してもらう
（興味、信頼、確信）

収益が得られる
継続や高額サービスの販売

見込客リスト



メルマガ＆LINE＠集客

◆ 見込み客リストがあるとどうなる？

・ブログで集客出来なかった人が…

安定してお客さんがくるように！

・リピートがとれなかった人が…

飛躍的にリピートが伸びるように！

メルマガはブログの
１０倍も集客力がある！

イベントや体験客に
本サービスを何度も誘導



メルマガ＆LINE＠集客

◆基本

ブログやインスタは新規集客には向いているが
リピートにはあまり即効性が無い。
なぜなら…

待ちの姿勢



◆基本

メルマガやＬＩＮＥ＠などは
直接お客様の手元に届くので
思い出してもらえる…

攻めの姿勢

メルマガ＆LINE＠集客



◆基本

メルマガやＬＩＮＥ＠など
ちゃんと読んでもらえないんじゃないの？

それでＯＫ

メルマガ＆LINE＠集客



安定経営を実現させる！

◆大原則

大事なことは…
必要な時まで繋がっていられるか。
必要な時に思い出してもらえるか。



◆ メルマガ

お客様のメールアドレスに直接届くもの。

Ｗｅｂでは結局メルマガが不動の最強集客術

メルマガ＆LINE＠集客



◆ LINE＠

メルマガみたいなLINE。
一斉配信も出来て個別でのやりとりもできる。
メルマガと違い１００％届き、文字化けもしない！

メルマガ＆LINE＠集客



◆メルマガとLINE＠の違い

一言でいうと…

一人一人を
濃いファンにするツール

お店や自身の
コミュニティを作るツール

情報系職種向き

店舗系職種向き

メルマガ＆LINE＠集客



◆メルマガとLINE＠の違い

オススメの業種

コンサル、コーチ、パーソナルスタイリスト
カウンセラー、スピリチュアル

サロン、飲食、教室、物販、院系、占い

情報系職種

店舗系職種

メルマガ＆LINE＠集客



爆発的人気のSNS

・日本人口の
３７％以上カバー

・毎日３０００万人以上
Lineを使用している

ＬＩＮＥ＠集客術



LINEは女性ウケがよく、３０代以上の
ユーザーも非常に多い！６０代以上も◎

ＬＩＮＥ＠集客術



オススメしているのは…

〇

×

ＬＩＮＥ＠集客術



飲食店や美容室、小売店、ECなどの

企業、法人、個人が使える

LINEのビジネスアカウント

とは…

ＬＩＮＥ＠集客術



以前は審査が厳しかったが、現在は審査不要で無料のアカウントも！

とは…

ＬＩＮＥ＠集客術



って何が出来るの？

ＬＩＮＥ＠集客術

①登録者への一斉配信 （メルマガ的な機能）

②登録者との１対１のやりとり （ＬＩＮＥと同じ機能）

③ホーム投稿機能 （Ｆａｃｅｂｏｏｋ的な機能）



●タイムラインの活用

Facebookや
インスタは見ないけど
LINE＠のタイムラインは見る
という人のために投稿します！

ＬＩＮＥ＠集客術

って何が出来るの？



って何が出来るの？

ＬＩＮＥ＠集客術

用途としては…

新規よりリピートに強い！



ＬＩＮＥ＠は

開封率が高い、プッシュ通知機能がGood！

◆LINE＠の便利ポイント

ＬＩＮＥ＠集客術



◆LINE＠の便利ポイント

プッシュ通知機能って？
スマホのホーム画面に
お知らせ情報が表示
される機能。

ＬＩＮＥ＠集客術



メルマガと違い…

・１００％届く
・文字化けしない

ＬＩＮＥ＠集客術



LINE内で簡易ＨＰ
が持てます。
（WEB検索にはかからない）

ＬＩＮＥ＠集客術



７種類もの
メッセージ機能

→プッシュ通知で
開封率が高い

ＬＩＮＥ＠集客術



読まれるメッセージを送る

テキスト+写真
★キーワードは４つ★
・短い
・写真
・最初の一行
・週１～２回

ＬＩＮＥ＠集客術



喜ばれるメッセージを送る

特に登録時など
LINE限定クーポンの

お得な情報は必須！

ＬＩＮＥ＠集客術



の管理方法

ＬＩＮＥ＠集客術



● 普段はLINE＠アプリでOK

アプリをダウンロードして、
自分のLINE IDでログインするだけ！

ＬＩＮＥ＠集客術



● ＬＩＮＥ＠マネージャーもある

https://admin-official.line.me/ （スマホからもOK）

ＬＩＮＥ＠集客術

https://admin-official.line.me/


● ＬＩＮＥ＠マネージャーと
ＬＩＮＥ＠アプリの管理の違い

普段使いでは
さほど差はありません。

ＬＩＮＥ＠集客術



● 最初にやること

アカウント情報や
写真を入力！

▶ 簡易HPの内容

ＬＩＮＥ＠集客術



● 最初にやること

PC・スマホ共に
「アカウントページ」
から入力します。

ＬＩＮＥ＠集客術

ＬＩＮＥ＠マネージャー

【必須項目】
写真、基本情報、アカウント紹介、
アクセス、メニュー



● 最初にやること

ＬＩＮＥ＠集客術

ＬＩＮＥ＠アプリ

PC・スマホ共に
「アカウントページ」
から入力します。

【必須項目】
写真、基本情報、アカウント紹介、
アクセス、メニュー



● 最初にやること

表示させたいものは
「プラグイン表示設定」
からチェックを入れます。

ＬＩＮＥ＠集客術

ＬＩＮＥ＠マネージャー



● 最初にやること

表示させたいものは
「プラグイン表示設定」
からチェックを入れます。

ＬＩＮＥ＠集客術

ＬＩＮＥ＠アプリ



● 最初にやること

1対1でメッセージの
やり取りが出来るように
トークモードをオンにする。

ＬＩＮＥ＠集客術

ＬＩＮＥ＠アプリ



● クーポンを作る！

・LINE＠の登録率が上がる
・新規やリピートに繋がる

ＬＩＮＥ＠集客術



● クーポンの作り方

①クーポン・イベント作成
②クーポン

③
新規作成

ＬＩＮＥ＠集客術



● クーポンの作り方

①必要事項を入れる
②必ず画像を入れる

ＬＩＮＥ＠集客術



● クーポンの作り方

ＬＩＮＥ＠集客術

スマホアプリの場合は
「管理」→「クーポン」
から入力します。

PCと同じように、必要事項や画像を
入力していきましょう。



● クーポンの反応を上げるには

必ず画像を入れること！目で訴える！

【クーポンを作るオススメアプリ】
・Phonto
・LINEカメラ

→ 画像と文字を組み合わせられるのが◎

ＬＩＮＥ＠集客術



● クーポンの反応を上げるには

【クーポンを作るオススメアプリ】

・Phonto

→ 画像とおしゃれな文字を
組み合わせて簡単に作れます。

ＬＩＮＥ＠集客術



● 新規集客に使うコツ

登録者メリットを提示して集客

登録感謝クーポンなどで
値引きや＋αのサービスをおこなう。

→ 来るキッカケ、来店ハードルを下げる

ＬＩＮＥ＠集客術



● 新規集客に使うコツ

登録者メリットを提示して集客

ＬＩＮＥ＠限定の
裏メニューをつくる。

→ 登録者だけの特別感を演出

ＬＩＮＥ＠集客術



● リピートを起こすポイント

メッセージ、タイムラインで案内

新商品、新サービス、
クーポンなどで「思い出してもらう」

→ 頻度は1週間に１～２回ほど。頻度が
多いとブロックされる可能性アップ

ＬＩＮＥ＠集客術



● リピートを起こすポイント

メッセージ、タイムラインで案内

おすすめの送る内容
1位 ノウハウ、お悩み解決情報
2位 お客様の声（ビフォアアフター、反応のある写真）

3位 新着情報（キャンペーン情報、空き状況、雨の日限定、レディースデイなど）

ＬＩＮＥ＠集客術



●友達の増やし方

１にリアル。２にブログ

基本はお店で案内！
口頭での案内が一番。
誘導POPも上手に使う。

設置は玄関、受付、お手洗い、くつろぎスペース、鏡のあたりなど何か所も！

ＬＩＮＥ＠集客術



●友達の増やし方

１にリアル。２にブログ

LINE社のサービスで
ポスター作成サービスもある
ただし認証アカウントのみ

ＬＩＮＥ＠集客術



●友達の増やし方

１にリアル。２にブログ

イベント出店は
リスト取りが目的です！
登録を促す割引が効果的！

ＬＩＮＥ＠集客術



●友達の増やし方

１にリアル。２にブログ

殺し文句は…

LINE@限定のクーポン
お得情報を配信します！

ＬＩＮＥ＠集客術



●友達の増やし方

１にリアル。２にブログ

さらなる殺し文句は…

ビフォアアフターを
送りますよ！

ＬＩＮＥ＠集客術



●友達の増やし方

１にリアル。２にブログ

ブログやHPでの案内。
・記事内
・サイドバー
・プロフィルページなど

ＬＩＮＥ＠集客術



●ブログ、HPへの設置
LINE＠マネージャー
①アカウント設定
②基本設定
③QRコード
④友達追加ボタン
→③、④をブログに貼り付け ①

②

③

④

このHTMLをコピーし
ブログ、HPに貼り付ける

ＬＩＮＥ＠集客術



●ブログ、HPへの設置
LINE＠アプリ
①フォロワーを集める
②QRコード
③友達追加ボタン
→②、③をブログに貼り付け

ＬＩＮＥ＠集客術



●登録している友達を把握するコツ

友達追加時に、メッセージをもらうと◎

LINE＠の仕様上、メッセージを
一度でも貰えると、その人が
登録していることを把握できる。

→追加を押すと、友達リストに表示

ＬＩＮＥ＠集客術



●登録している友達を把握するコツ

それと、このトークにそのままなにか返信下さい(^^)
メッセージでもスタンプでも大丈夫です。よろしくお願いします。

LINE＠マネージャー
①メッセージ
②友だち追加時あいさつ
③テキスト
④こんな文章を入れる

→

①
③

④

②
ドラッグでもっていける。

⑤保存も忘れずに！

ＬＩＮＥ＠集客術



①
③

④

②
ドラッグでもっていける。

⑤保存も忘れずに！

※クーポンもあります！

ＬＩＮＥ＠集客術



●登録している友達を把握するコツ

それと、このトークにそのままなにか返信下さい(^^)
メッセージでもスタンプでも大丈夫です。よろしくお願いします。

LINE＠アプリ
①応答モード
②友だち追加時あいさつ
③テキスト
④こんな文章を入れる

→

ＬＩＮＥ＠集客術

一番下まで
スクロール



● 有料版と無料版の違い

・メッセージ配信数
・タイムライン投稿数
・リッチメッセージの有無

ＬＩＮＥ＠集客術

無料だとメッセージは
月1000通まで！
メッセージはテキストで１通、画像で１通と数えられる
ので 文字と画像を送ると、1通+1通＝2通 とカウント
されます。（100人に文字と画像を送ると２００通）



タイムラインの投稿可能数

無料版は月4回まで！
※メッセージを送ったら自動的に

タイムライン投稿になっている場合は回数に注意！

ＬＩＮＥ＠集客術

● 有料版と無料版の違い



● 有料版と無料版の違い

あとはそんなに変わらないので
登録人数が多くならない限り

無料版でもOK！

【リッチメッセージ】
テキストと画像を組み合わせ
その画像にリンクを貼れる
有料版だけの機能。
HPやブログに飛ばせる。

ＬＩＮＥ＠集客術



● 狙い目の配信日時

サービス業は金曜夕方！

週末なにしよう…
という心理に働きかける！

ＬＩＮＥ＠集客術



● 狙い目の配信日時

情報系は月～木の夜配信

ゆっくりした時間帯に配信。
週末は開封率ダウンします。

ＬＩＮＥ＠集客術



★ まとめ

ＬＩＮＥ＠集客術

① 週１～２の頻度で全体配信（メッセージ）
② ホーム投稿（タイムライン）も活用
③ アカウントページを作りこんでおく
④ 友達はリアルで積極的に増やす
⑤ 登録者とコミュニケーションを！



以上
ＬＩＮＥ＠でした。



最後にシェアタイム

・今日感じたこと
・すぐにやってみること

具体的に考え
３６時間以内に
出来ることを！



質疑応答タイム



これで
本セミナーは終わりです。



全部できますか？

■ 60分のアフターフォローがつきます。
ご都合のいい日時でご予約下さい。

３５０００円分の
セッションよ♪

【受付け】は
本日から一週間です。



さらに…

■限定数で継続コンサルティングも
受付しております。



さらに…

■必要のない方もいらっしゃるかもしれません…

こういうサービスもあるという
存在をお伝えしたいので
お話しさせて下さい＾＾

コレが皆さんの志を果たす
サービスになると信じております。



自分ブランド
構築コンサルティング



自分ブランド構築コンサルティング

■集客の仕組みを構築していく。
バック

エンド

フロントエンド

見込み客リスト

ブログ、HP、FB、リアル、紹介 自分の存在を
知ってもらう

メルマガ、LINE＠で信頼を築いていく

サービスを体験してもらう（興味、信頼）

収益が得られる継続や
高額サービスの販売



■どうなった？

・ ゼロから始めたブログやメルマガで、３か月後には９万円の
セッションに５件の申し込みがありました。 （50代 ヒーラー）

・ たった一回のセミナーで36万円の売上を作りました。 （30代 コーチング）

・ 通常レッスンと養成講座、物販を行い
50～80万円を安定して売上ています。 （40代 ピラティススタジオ）

・ 客単価２万円のサロンで、
ブログから新規１５件/月のご予約を頂きました。 （５０代 エステサロン）

自分ブランド構築コンサルティング



■なにをするの？

１、自分分析とお客様分析を行います。

①人生の棚卸し

まずはあなたの人生を振り返り、
人生の経験や強みを見つめていきます。
今までの人生を振り返ることで
思いがけない発見が沢山あることに驚く
ことでしょう。

②自分分析

自分の強みをしっかり分析し、あなたが売り出
すべきジャンル、商品内容を見直します。
また現在の立ち位置を見直すことで、”今や
るべきこと”を洗い出し、最短コースを
見つけていきます。

③お客様分析

ペルソナという、理想の
お客様像を作り上げます。

サービスやブログ、HPを作成する上で、
ペルソナが心に刺さる内容や言葉を見つけることで
ビジネスはどんどん加速します。

自分ブランド構築コンサルティング



■なにをするの？

２、ライバルを知ることで
自身のウリを最大化し、ブランドを作ります。

④ライバル分析

ライバルがどんなサービスを提供し、顧客のど
んな悩みを解消している！？
成功しているライバルを知ることが一番の成
功への近道です。徹底分析しましょう。

⑤販売戦略の作成

ターゲットはどういうルートであなたを見つける
のか。力を入れるべき販促方法は何？
ここを分析、構築することで最短距離で
あなたのサービスを売りだしていけます。

⑥商品づくり

いろんなコトが出来るあなたの強みを全てまと
めて商品化します！
あなたの人生を全て集めて、時間とお金を両
立ができる商品を創りあげます。

自分ブランド構築コンサルティング



■なにをするの？

３、あなた独自の販売戦略を作ります。

⑦自分メディア作成

自分ブランドは自分メディアの構築が鍵！
ブログ、メルマガ、Facebook、LINE＠、HPな
ど。あなたを売り出すメディアを共に作り上げ
ていきます。

⑧プレスリリース

テレビや新聞、雑誌に無料で取材に来てもら
い、あなたを一気に飛躍させるキッカケを作り
ましょう。
プレスリリースの作り方、ポイントを抑えた提出
方法を全てお伝えいたします。

⑨リアルビジネス

Webだけでなく、リアルでも強くなるとあなたの
ビジネスの幅は大きく広がります。
自己紹介のポイントや名刺作成など、あなた
のリアルでの売り出しもサポートさせていただ
きます。

自分ブランド構築コンサルティング



■なにをするの？

４、ビジネスマインドの共有

⑩ビジネスマインド

何よりも大事なことはこのビジネスマインドです。
あなた自身が心から幸せを感じ、お客様から応援され、
長期で成功するマインドをお伝えします。
マインドが整うとあらゆる人間関係も変わります。

“自分の道”を見つけ、その道で成功する。

自分ブランド構築コンサルティング



■なにをするの？

＋α

・ ブログ、メルマガ、LINE＠の指導
・ 動画集客のやり方
・ チラシや広告などの効果的なやり方
・ 売り込まずに売れるクロージング手法の伝授
・ 濃厚な契約後のフォロー

自分ブランド構築コンサルティング



■どうなれるの？

２、強みを発掘・最大化させることで
大きな売上を上げる商品・サービスを作れる。

１、Web集客の基礎を身につけ
Webからどんどん集客できる自分になる。

３、自分で集客、売上アップさせる
マーケティング＆メンタルスキルが身につく

自分ブランド構築コンサルティング



■どんな人が申し込む？

自分ブランド構築コンサルティング

☑ 起業初心者からベテランまで。

☑ 他のコンサルタントで結果が出なかった。

☑ 【時間】と【お金】の自由が本気で欲しい。

☑ 自分の使命を見つけ、その道で成功したい。



■どんなサポートが受けられるの？

自分ブランド構築コンサルティング

【一か月のフォロー内容】 ※セッションはZOOM（オンライン通話）がメイン

・ 本セッション 120分×2回
・ フォローセッション 30分×2回
・ メール相談無制限
・ その他クライアント専用サービス

専用サイト
専用LINE＠
フォローセミナー



３か月の専属コンサルティング

■セミナー参加者だけの特別価格

３ヶ月 50万円（税込）

３ヶ月 45万円（税込）
（分割可能。ご相談ください）

【自分ブランド構築コンサルティング】

３日以内の
お申込みで！



３か月の専属コンサルティング

■セミナー参加者だけの特別価格

4ヶ月 70万円（税込）

4ヶ月 5０万円（税込）
（分割可能。ご相談ください）

【自分ブランド構築コンサルティング】
＋アメブロフルカスタムパック

３日以内の
お申込みで！



6か月の専属コンサルティング

■セミナー参加者だけの特別価格

６ヶ月 12０万円（税込）

６ヶ月 79万円（税込）
（分割可能。ご相談ください）

【自分ブランド構築コンサルティング】
＋アメブロフルカスタムパック

３日以内の
お申込みで！



自分ブランド
構築コンサルティング
～飲食店用 特別プラン～



３か月の専属コンサルティング

■ 飲食店だけの特別価格

通常のコースと同じフォロー内容

飲食店コンサルの
実績はありませんが自信はあります！



３か月の専属コンサルティング

■ 飲食店だけの特別価格

３ヶ月 50万円

４ヶ月 7０万円

６ヶ月 120万円
（分割可能）

３０万円

３５万円

５０万円

本日より
３日以内の
お申込みで！



自分ブランド
構築コンサルティング
～分割払いについて～



■ 分割払いについて

自分ブランド構築コンサルティング

最低月々3万円から可能

でも少しキツイくらいでやるほうが
自分も頑張れます。（5万円位～）



■募集数

自分ブランド構築コンサルティング

現在の受付数：１3名/１５名

限定 名様

３日以内の
お申込みで

割引受講が可能

お申込みは直接住福に申し付けください。



やるべきことをやって
一気に次のステージに上がる
お手伝いをさせて頂きます。

結果にコミット！

自分ブランド構築コンサルティング



それが私が行う
コンサルティングの本質です。

「時間とお金の両立」

自分ブランド構築コンサルティング



個人事業主が
最大限に力を活かし、

自己実現できる世の中を作る。



質疑応答タイム



ご清聴ありがとうございました。


