
自分の好きなこと好きな生き方で
お客さんを幸せにしながら大成功していきたい！

福岡リザストクラブ



【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（8歳）
やんちゃ坊主の息子（6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。



住福のミッション



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！



突然ですが
成功するために

一番大事なことは？



答えは…



【信頼】があれば…

売れるし、紹介もおこる。

逆に信頼の無いものは
どんなに良いものでも売れない。

理の話



【信頼】を無くす方法…

無理したり、煽ったり、
大きく見せようとするほど

【信頼】は無くなっていく。

理の話



では信頼は

どうすれば高まる？



①接触頻度
→ 目に止まる頻度、会う頻度

②信頼濃度
→ 周りから応援、支持される数



どの業種だろうと…

接触頻度と信頼濃度を高め

信頼を勝ち取るには

どうすればいいかを考えていく



これからのビジネス

【ステップマーケティング】

信頼を築くビジネス



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



集客の仕組み

■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

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）

収益を得やすい継続や
本命サービスの販売



ステップマーケティングで
絶対に外してはいけないもの

行きつくゴール



使命・理念・志

行きつくゴール



集客の仕組み

ビジネスの仕組みを知らない住福は…

いつかサラリーマンを辞めて成功できればいい
何でもいいから儲かってお金になればいい

→ 3年間、副業からは無収入…



集客の仕組み

■うまくいかないパターン

やり方

やり方

やり方

やり方やり方

やり方

志・目標が無いから全てが
点になり、繋がらない。
煽らないと売れない。

「なんのために」が無いと
「なんとなく」が基準になりブレる。
誰からも支持されずうまくいかない。



集客の仕組み

ビジネスの仕組みを理解した住福は…

応援され支持される【あり方】
正しく伝わり広がる【やり方】

→ あっという間にビジネスが好転

が必要！



志

集客の仕組み

■うまくいくパターン

志・目標をもち、
それを成すためには
何をやるべきかを逆算していく
（やり方：ブログ、メルマガ、FB、手紙、チラシ、講座など）

「なんのために」からスタートすれば
「やり方」には創意工夫が生まれ
「やり方」に想いが乗るから支持される。

やり方

やり方

やり方

やり方

やり方

やり方

内側から外側へ。インサイドアウト。



集客の仕組み

もう少し分かりやすくすると、、、

家＝やり方【スキル】
（資格、知識、技術、ブログ、ＦＢなど）

土台＝志【マインド】
（動機、使命、イメージ、ホスピタリティなど）

どんな土台（地盤）に
家を建てるのか？ ⇒ 土台が緩いとブレる！ズレる！

１億円の家



終わりを
思い描くところから

始める



まず決めるべきはゴール

■終わりを決めて逆算していく
ゴール（売上、ビジネスの状態）を
決めてから、順序立てて
「いま何をやるか」を考えていく。
「なんとなく。行き当たりばったり」をやらない！

志（ゴール）

ステージ５

ステージ１

ステージ２

ステージ３

ステージ４

【ポイント】
一つ一つのアクションに
ゴールを定める。

必要なことだけやる！
ゴールにたどり着くのに必要な
こと以外やらない。フラフラしない。



まず決めるべきはゴール

■ゴールが決まっていないと…

ゴールだけを見る！
ゴールに到達するには何が必要か
セミナーややり方に走り、遠回りしないこと！

志（ゴール）

ステージ５

ステージ１

ステージ２‘ ステージ２
ステージ２‘’

ステージ３‘

ステージ５‘

ステージ４‘

ステージ３

ステージ４

無駄なアクションが増え
遠回りになる



まず決めるべきはゴール

■終わりを思い描くところからがスタート

志（ゴール）

ステージ５

ステージ１

ステージ２

ステージ３

ステージ４

使命、志は何か。
そのためには何が必要か。



この考え方の元
作られたシステムが
リザーブストックです。



秘書いらず！
リザーブストックの
有効活用方法



【リザストの特徴】

・メルマガ配信 ・顧客管理
・イベント管理 ・セッション管理
・各種フォーム作成 ・ネット通販
・契約締結サービス
・紹介者への広告設置

etc...



メルマガ・ステップメール

メルマガスタンドの会社

メルマガだけでない、マーケティングサポートシステムです。



メルマガ・ステップメール

メルマガスタンドの会社

メルマガスタンド 価格 到達率 その他

リザーブストック 無料～5180円/月 中
顧客管理やイベント管理も出来る。秘書替わり！
無料版は制約も多い（携帯アドレスにメルマガ送れないなど）

オートビズ 3240円/月 高 メルマガ・ステップメールだけならコレ

アイーネ 初回のみ10,800円 中～高 広告が入るが低コスト。新しいので未知数。



オススメ機能のご紹介



オススメ機能一覧

・ 使命の入力 ・ 汎用フォームでLP
・ 定型文の挿入 ・ ショップでコンテンツ販売
・ 簡単に追客 ・ 招待で無料広告
・ カルテ管理 ・ ペイパルとの連動
・ あなた好き好きランキング



今からどんどん機能紹介をします。

使いたい機能はメモに
残しておいてください。



使命の入力



オススメ機能一覧

・ 使命の入力 ： 登録時の必須入力項目

自分の使命を
忘れることが無いよう
必ず表示されます。



セッション管理
（スケジュール管理）



オススメ機能一覧

・セッション管理 （スケジュール管理にも◎）

個別予約管理なので

・セッション予約
・サロン予約

どちらでも使えます。



カルテ管理



オススメ機能一覧

・ カルテ管理

1人1人のセッション内容を
残すことが出来ます。
前回の復習もバッチリ！

【手順】
①リザストで予約してもらう
②カレンダーの名前をクリック
③カルテ記載と閲覧ができる



イベントやレッスン管理



オススメ機能一覧

・イベントやレッスン管理

単発のイベント・セミナー用
（コンサル、コーチ、セラピストなど）

同じ内容の
レッスン・イベント用

（教室、スタジオ、
時間差のキャンペーンセッション受付など）



オススメ機能一覧

・イベントやレッスン管理 一覧表示の違い

単発のイベント・セミナー 同じ内容のレッスン・イベント

https://www.reservestock.jp/page/event_calendar/18272
https://www.reservestock.jp/page/event_calendar/18272


オススメ機能一覧

・イベントやレッスン管理
案内文（ランディングページ）も
簡単に作れます！

※ＨＴＭＬで修正したい場合
「ツール」→「ソースコード」



オススメ機能一覧

・イベントやレッスン管理
名簿の一覧・入金管理
支払いの案内なども
簡単に出来ます。

ボタン一つで
エクセルでの名簿
一覧も簡単作成！

支払いはペイパルと連動で
カード決済も可能！



オススメ機能一覧

・アンケート的な入力項目も設定可能



オススメ機能一覧

・過去の開催状況が残ります！

【満員御礼】が続くと
印象アップにも繋がります！



簡単に追客



オススメ機能一覧

・ 簡単に追客 ＝ 参加者のその後を追いかける

セミナーやイベントはその時の感想よりも…

どんな成果や変化があったかを
ヒアリングする方が100倍大事！



オススメ機能一覧

・ 簡単に追客 ＝ 自動的に現状確認できる

10日後、20日後、1か月後など
セッション後に自動的に
その後の進捗を確認する
メールを送れる

【例文】
○○さん

ご無沙汰しております。
自分ブランド構築コンサルタントの住福です。

私とのセッションから一か月が経ちましたが、その後いかがでしょうか？

○○さんのビジネスの変化や成果など、もし何かございましたらお知らせください＾＾

また、新たなお悩みなどが生まれている場合はぜひ気軽にご連絡くださいね♪

今後ともどうぞよろしくお願い致します。



オススメ機能一覧

・ 簡単に追客 ＝ 自動的に現状確認できる

【個別セッション 】
①個別予約管理
②設定
③自動送信されるメールの設定
④予約後あれからいかがですか？
メールの設定

⑤送信タイミングと
「お客様に下記のメールを」の
設定も忘れずに！



オススメ機能一覧

・ 簡単に追客 ＝ 自動的に現状確認できる

【セミナー】
①イベント/グループ レッスン管理
②セミナーやイベントを選ぶ
③確認メールの編集
④開催後のお礼メール
⑤送信タイミングと
「お客様に下記のメールを」の
設定も忘れずに！



リスト取り
メルマガ、ステップメール

ファストアンサー



オススメ機能一覧

・リスト取り（メルマガ、ステップメール、ファストアンサー）

・メルマガ
→ 不定期配信のメール

・ステップメール
→ シナリオ順に届くメール（メール講座、メール物語）

・ファストアンサー
→ 診断アプリ的なもの。診断すると自動的に

メルマガやステップメールに登録される。



オススメ機能一覧

・リスト取り（メルマガ、ステップメール、ファストアンサー）

ちなみに…

メール講座やメール物語ではない
メルマガというテイのステップメールを作り

・メルマガ登録 → メルマガステップメール
・ファストアンサー → メルマガステップメール

とすれば、ファン作り・見込み客教育に便利です。



定型文の挿入



オススメ機能一覧

・ 定型文の挿入 ＝ 常に最新情報を案内！

ステップメールや
メルマガの中に

((mail_phrases_1))

を入れるとこの部分の
文章に変換される。



オススメ機能一覧

・ 定型文の挿入 ＝ 常に最新情報を案内！
【パターン１ 】
①メルマガ/ステップメール/ファストアンサー
②メルマガの選択
③メルマガの設定
④メール内の((mail_phrases_1))が
挿し換わる文章

【パターン２】
①全体設定
②各種設定
③メール内の((mail_phrases_1))が
挿し換わる文章



あなた好き好きランキング



オススメ機能一覧

・ あなた好き好きランキング

メルマガ内のリンクをクリック
している数をランキング！

直接アプローチが有効！

【手順】
①トップページ
②右側に表示



汎用フォームで
ランディングページや
アンケートフォーム



オススメ機能一覧

・ 汎用フォームでランディングページ

アメブロで高額商品の案内はグレー…
ワードプレスは導入が難しい…

ペライチはスマホ表示で崩れるかも…

それならリザストで作ろう！



オススメ機能一覧

・ 汎用フォームでランディングページ
【汎用フォームの特徴】

・ＰＣからは、URLが
分からないと見れない

・スマホでは表示される
（非表示も出来る）

・メルマガには自動的に
挿入される。（消せる）



オススメ機能一覧

・ 汎用フォームでランディングページ

【手順】
①汎用フォーム
②新規登録
③タイトルを入力
④案内文の編集
⑤入力項目の編集
⑥ページの設定→公開中



ショップでコンテンツ販売



オススメ機能一覧

・ ショップでコンテンツ販売（ペイパル連動も可）

例えば…

動画の販売
PDFなど資料の販売
（もちろん通常の物販も）

リザストで
出来ちゃいます！



オススメ機能一覧

・ ショップでコンテンツ販売（ペイパル連動も可）

【手順】
① ショップ/契約商品
② 商品一覧/在庫管理
③ 商品の追加
④ 詳細設定



オススメ機能一覧

・ ショップでコンテンツ販売（ペイパル連動も可）

カード決済もでき、
カテゴリ分けも
細かくできます！



招待で無料広告



オススメ機能一覧

・ 招待で無料広告

【手順】
①ﾘｻﾞｽﾄ招待/協会管理
②ﾘｻﾞｽﾄ招待
③招待状の送付
（登録してもらう）

④PRメッセージを
入力しておく



ペイパルとの連動



オススメ機能一覧

・ ペイパルとの連動

【手順】
① 全体設定
② PayPal連携
③ PayPal連携設定
④ API情報など入力



契約締結で
オンラインサロンなど

月額課金サービスの管理



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



■ 契約締結サービス

オススメ機能一覧

リザストで管理すると便利です！

・月額課金サービスの受付
・入金管理（ペイパルor銀行振込）

他にも…
・高額なサービスなどの分割払い
・毎月のレッスン料の管理



質疑応答タイム



後半は
初心者さんチームと
ユーザーチームに

分かれてお伝えします。



質疑応答タイム



【次回開催】

２月１4日１4時～
第二回 リザストクラブ



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。



ご清聴ありがとうございました。


