


【プロフィール】



Webディレクター
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 （34歳）

長崎県出身 / 福岡市在住

【家族構成】
ヨガ講師の妻（34歳）
おりこうさんの娘（１０歳）

やんちゃ坊主の息子（８歳）



自宅近くで
リラクゼーションサロンも
運営しておりました。



住福のミッション



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。



なぜそう思ったのか、、、



なんのために働くのか…
という一つの疑問



家族のために働くというのなら…

家族との時間や、思い出を
大切にできる働き方をしたい！



仕事、仕事に追われず
時間もお金も少し余裕をもって
生きていけるライフスタイルを！



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 -



個人事業主が
自己実現できる世の中を作る。

大事な人をちゃんと大事に出来る社会にする。



スーパーステージアップ
起業塾を

受けるとどうなる？





◆ 継続コンサル受講者の成果 店舗・地域系の方

悩み） いざ始めてみるとなかなか思うような集客が出来ず、経営が成り立たない…

悩み） ブログのみで集客を行なっていて、もっと広げたいけどどうしたらいいか全く分からない状況でした。



◆ 継続コンサル受講者の成果 店舗・地域系の方

悩み） 子供が小さいので、時間をあまり割かずに安定して集客できる方法を知りたいと思っていました。

悩み） 雲を掴むみたいに手応えがなく、、、これからどうなるのかと、不安ばかり増えていく状態でした。



◆ 継続コンサル受講者の成果 店舗・地域系の方

悩み）なんとなーくなやり方で、 売上げも集客も商品の出し方もわからずに、ずーっと伸び悩みを感じていました。

悩み） 右も左も分からず開業という大きな事をするには、かなり精神的負担がありました。



◆ 継続コンサル受講者の成果 情報系の方

悩み） 高額サービスの作り方や売り出し方、具体的なコンサルのやり方を学びたいと思っていました。

悩み） 紹介で細々とご提供している状況。中途半端に自分でいろいろやってきて行き詰まりを感じていました。



【起業前・初期の場合】

まず、なにからやればいいの？

自分の売り出し方が分からない

お金を受け取ることや発信が苦手…

一人だと動けない…背中を押してほしい



【伸び悩んでいる場合】

Ｗｅｂ、ＳＮＳでの発信が苦手

自動的に申込みがくる仕組みがない

継続して30、５０、100万円売上るには？

コンサルや養成講座のやり方、売り方は？





要するに… ブランディング、商品作り、
仕組み、ブログ、ＳＮＳ
メルマガ、ＬＩＮＥ＠など



【プレセミナーの内容】

・時間もお金もない人は○○を得るだけでOK！？

・起業１年で年収１０００万円超える人の秘密

・起業初期にお金をかけずに集客！９つの手法

・売上が１０倍になる差別化ブランドの作り方

・業種別！成功の型を徹底解説



時間もお金もない人は
まずは○○を得る！



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



時間もお金もない人は
まずは信頼を得る！



信頼といっても
大きく２種類あります。

なんだと
思いますか？



信頼といっても
大きく２種類あります。

①商品・サービスへの信頼
②人間的な信頼



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



これを可能にする戦略

【ステップマーケティング】

信頼を築くビジネス



コンセプト・ポジショニング

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

でも業種や状況により
一人一人やることが違う！



一人一人に適した

【ステップマーケティング】

を本講座で作っていきます！



起業１年で
年収１０００万円を
超える人の秘密



起業初年度で年収1000万円得る人の特徴

年収1000万円得られる…

・ビジネスモデル
・行動量、仕組み
・ビジネスマインド

ニーズ、価格帯、ライバルの質
販売可能数（キャパシティ）

売上に必要なアクション数、内容
ビジネスに適した集客や商品

自己肯定感、パートナーシップ
成功哲学、時間管理能力



【伸びない人の特徴】

その１

やりたいことだけ
やろうとしてない？



起業したんだから…

強みを活かしてやりたい！
好きなことだけをやりたい！
苦手なことはやりたくない！

やりたいことを大事にしつつ…

求められることをやる！

初めからコレだと
上手くいかない…



初めから上手くいくパターン

① まず「申込まれるサービス」を作る

② 沢山のお客さんを喜ばせる（お客様の声も集める）

③ その中で自分の本命サービスを伝える

④ 共感してくれる人が増え、軌道にのる



【伸びない人の特徴】

その２

自分だけで
やろうとしてない？



個人起業は孤独？

応援される自分になると加速します！

・家族に頼る
・仲間と応援しあう
・メンターを見つける

仕事の時間や金銭面での理解、
サポート、応援は凄く大事！

相談・応援でき、必要な時は
紹介しあえる関係を築いていく

見本とすべき人や、悩みに対して
的確なヒント・答えをくれる存在



個人起業は孤独？

案外難しいのが…

「家族に頼る」ではないでしょうか？

主人も仕事してるんだから、私が頑張らなきゃ！
一人で家事や育児をこなすのは当たり前だよね。。。

なんて
思ってない？



個人起業は孤独？

実はこれ…

「自己肯定感」の問題！

私も頑張ってるんだから、旦那や子供に甘えて良い！
私の人生なんだから、やりたいことやっていい！
なんだか周りの目まで気にならなくなってきた～♪

自己肯定感が
上がると！？



【伸びない人の特徴】

その３

商売を学ばずに
商売しようとしてない？



もしもヨガで起業しようと思ったら…

見よう見まねでレッスンできますか？
正しくお客さんに教えられますか？
哲学や考え方は不要ですか？

もしも○○起業しようと思ったら…



もしもエステで起業しようと思ったら…

見よう見まねで施術出来ますか？
カラダの仕組みもわからず大丈夫？
お客さんに満足してもらえますか？

もしも○○起業しようと思ったら…



では商売しようと思ったら…

見よう見まねでやっている
集客の仕組みもわからずやっている
ビジネスマインドを身に着けずにやっている

もしも○○起業しようと思ったら…

こんな方が
ほとんど…



① 沢山の方に求められるサービス作り
② 自己肯定感、ビジネスマインドのUP
③ あなたに適した最短距離の経営戦略

本講座で

徹底伝授！



起業初期に
お金をかけずに集客！

９つの手法



◆お金をかけずに集客！９つの手法

① アメブロ・ＨＰ

② Facebook

③ Instagram

④ Twitter

検索からの集客はもちろんアメブロの場合はアメ
ブロ内（ユーザー）からの集客も可能！

Facebookの拡散（シェア）は今でも効果的。
発信のみでなく互いに応援しあうツール。

Instagramは実は検索ツールです。ハッシュタグ
で効果的に集客！２０代～３０代女性に◎

１０代～ビジネスユースまで幅広く集客。
ＢＯＴを使ことで、自動化も可能。検索を意識！



◆お金をかけずに集客！９つの手法

⑤ メルマガ

⑥ LINE＠

⑦ 安価な広告

不動の集客ツール。読者１人につき年収１万円。
長～くお客さんと繋がれるのが最大のメリット

登録者との距離感が近く、気軽にやり取が可能。
会ったことがある人と繋がるツールとして最高！

Facebook広告や、クーポンサイト※①、各業種の
登録制サイト※②などで見込み客にアプローチ

① サロン、フィットネス系教室で人脈も資金も無い場合は「グルポン」「ルクサ」がオススメ！（２週間で７０名申込も！）

② サロン・治療院→エキテン、ホットペッパー 写真→OurPhoto、fotowa 料理教室→クスパ など



◆お金をかけずに集客！９つの手法

⑧ 動画（YouTube）

⑨ プレスリリース

動画を上手く使うことで集客だけでなく売上や
顧客満足度も大きく伸ばすことが出来る。

無料で新聞社やテレビ局、自分の業界の雑誌や
情報サイトに取材・掲載してもらう手法

↑中日新聞朝刊

毎日新聞朝刊→



一人一人に適した集客ツールと
その使い方をマスターする！

本講座で

徹底伝授！



売上が１０倍になる
差別化ブランドの作り方



Q、売れるブランディングとは？

万人ウケする必要はなく
ある程度の人に本当に求められるもの
「○○と言えば○○さん」の状態

「ブログ集客と言えば住福さん」
「柔軟トレーニングと言えば斎藤さん」
「40代のメイクレッスンといえば下平さん」



つまりお客さまは…

自分に適した
専門家を求めている。
あなたにしかない強みで集める！



ちなみに住福は…

ブランディングを
最も得意としています！

あなたにしかない強みを惹きだします！



自分の仕事の

どのジャンルで
トップを獲るか

集客

ブログ
集客

起業初期
集客

セミナー
集客

ヨガ教室
集客

まずは小さい山の
トップを極めればOK

かなり絞っていても
十分に市場は
存在します！



自分の強みを
抽出するには？



【強みを探す１４の質問】

１、あなたが上手なこと、得意なことは何ですか？

２、あなたにとって、上達が早いものは何ですか？

３、人に「凄いね！」って言われることは何ですか？

４、お金を今まで沢山費やしてきたことは何ですか？

５、あなたがやっていて楽しいと感じることは何ですか？

６、自分に出来て、他の人に出来ないことは何ですか？

７、人に相談に乗られたり、お願いされたりすることは何ですか？

・・・などなど



強みワークを行うことで

独自性を持たせることが可能



強みや使命を意識しつつ
まずは沢山の人に求められる状態！

バランスのいいブランディングを！

本講座で

徹底サポート！



業種別！
成功の型を徹底解説



●業種を大きく2つに分ける

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、養成スクール
ライター、制作関係（Ｗｅｂ、販促物など）

サロン、飲食、教室、物販、治療院、占い
カメラマン、士業、運輸（配達・引っ越しなど）店舗系

バックエンド作りにくい
客数とリピートが大事なので認知面を強化

情報系
バックエンド作りやすい

客数が少なくてもＯＫなので信頼面を強化



情報系のステップマーケティング

バックエンド

セミナー、体験

メルマガ、ステップメール

ＨＰ、ブログ、ＦＢ、インスタ、

YouTube、イベント、ネット広告
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
本命サービスの販売

①

②

③



【情報系：コンテンツ毎の役割分担】

ブログ・HP リスト取り（ステップメール登録）

ステップメール 信頼構築・教育

メルマガ 集客・販売



◆メルマガの読者 ＝ 見込み客

読者３００人

読者１０００人

→ 集客に困らなくなる

→ お金に困らなくなる

読者１名で１万円/年収と言われています。

個人事業の成功哲学



情報系は
ブログ以外に

メルマガも必須！



店舗系のステップマーケティング

リピート
回数券

メルマガ、ＬＩＮＥ＠

ＨＰ、ブログ、広告(チラシ・看板・のぼり)、

ＦＢ、 インスタ、イベント、YouTube 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

収益が得られる継続や
本命サービスの販売

サービスを体験してもらう（興味、信頼）

①

②

初回体験

③

②



【店舗系：コンテンツ毎の役割分担】

ブログ・HP 新規集客

LINE＠（１対１トーク） コミュニケーション

LINE＠（全体配信） リピート、販促



店舗系は
ブログだけで

いかに魅力が伝わるか！
※ビフォアアフターやお客様との写真がカギとなる



Q、
基本的なビジネスの
流れはどうすればいい？

※業種や状況により多少違いはありますが。



バック

エンド

フロントエンド

ステップメール、メルマガ

ブログ、ホームページ

①ポジショニング、コンセプト

②

②

④

⑤

③ リアル、既存客への販売

始めはモニター販売でもOK 
そこで実績を作りましょう！

売れるモノを作る！



・コンセプト
・商品づくり
・セールス

を行います！

成果の早い人は集客の前に…



でもコレを分かっていても
なかなか自分では出来ません。

中途半端にやると遠回りになります。

住福は一人で3年間やって
月商15万円が限界でした…



しかしコンサルタントと共に歩むことで、、、

3カ月で
月収５０万円を達成。

さらに半年後には

月収100万円を超えました。



４か月で徹底的に
マーケティング＆マインドを学び

大きくステージアップするのが

本講座です。



要するに… ブランディング、商品作り、
仕組み、ブログ、ＳＮＳ
メルマガ、ＬＩＮＥ＠など



質疑応答タイム

このあと、本講座の詳細説明となります。





【他の起業塾との違い】

①ノウハウとマインドの両方が学べる

②店舗系と情報系でカリキュラムが違う

③必要な方はコンサルノウハウも学べる



【講座内容の紹介】



起業して
ステージアップするための

充実のプログラム



ビジネスの基盤と
売れるブランディング１月

【第１回】
・最短距離で成功する仕組みを知る
・必ず目標達成！秘密のＰＤＣＡＦ
・どんな発信をすれば集客・売上アップするのか

【第２回】
・ペルソナ＆コンセプト設定
・ヒットするキャッチコピー決め
・検索でお客様を集めるキーワード設定



ビジネス心理を
学んで行動力アップ２月

【第３回】
・アメブロもワードプレスも簡単！ブログ集客
・書けば売れる！集まる！ライティング心理学
・それが欲しい！と言われる販売記事の書き方
・超大企業が実践する秘密のＳＥＯ講座

【第４回】

・人が変わる！自己肯定感の上げ方



３月
【第５回】
・大きな収益を生むバックエンド作成
・セールス苦手を克服！お金のマインドセット
・いつの間にか売れちゃう！ヘビのカラダセールス

【第６回】
・店舗）ＬＩＮＥ＠、インスタ集客
・情報）メルマガ、ステップメール集客

集客と売上げ
アップの基盤作り

両方受講も
可能です！



集客力徹底アップ！4月
【第７回】※同日開催。午前と午後

・店舗）広告、チラシ、プレスリリース
・情報）セミナー、イベント集客

【第８回】
・スマホ一台で完結！かんたん動画集客
・みんなのプレゼン＆修了式

両方受講も
可能です！



特別講座 （日程は参加者と調整）

【コンサルスキル①】
・売れ続けるためのコンサルタントとしての「あり方」
・クライアントとの関わり方、業種ごとの違い
・クライアントに成果を出すための重要ポイント

【コンサルスキル②】
・オンラインサロンの作り方・運営方法
・秘書いらず！リザーブストックの有効活用方法



開催場所と日程

◆ 毎月第二＆第四水曜日１０時～

第１回 １月９日
第２回 １月２３日
第３回 ２月13日
第４回 ２月27日

全ての回をZOOM（オンライン）で行います。
※毎回、講座は録画するので当日受講できない場合でも後日動画でご覧頂けます。
※確定ではありませんがリアルでの交流も予定しています。

第５回 ３月13日
第６回 ３月27日
第７回 ４月１０日
第８回 ４月２４日



オンラインサロン永久無料参加権

月額１万円の
オンライン経営塾
今後さらに進化するオンラインサロンに
永久無料参加頂けます！

月３~４回のオンラインセミナーや特設サイトでの特別な優良コンテンツ

http://jibubura-onlinesalon.com/


オンラインサロン永久無料参加権

【 １月以降のスケジュール】
・ 量子力学を使って目標達成セミナー
・ ママ起業家のための時間管理術
・ オンラインサロンの作り方セミナー
・ ZOOMマスターセミナー
・ WordPress作る部

超優良コンテンツが盛り沢山！



オンラインサロン永久無料参加権

【 売上伸ばす部 】
▸ 過去最高の売上を目指すクラブ

・ 過去最高の６０万円達成（スポーツジム）

・ 初のコーチングセールスで５０万円達成（コーチ）

・ 募集前に講座が満席！１００万円越え（コンサルタント）

・ ガツガツ発信、セールスなどなしで１２０万円（カウンセラー）

・ １０日ほどのキャンペーンで２００万円を達成（ヒーラー＆セラピスト）



【あり得ない特典１２選】

20万円分の有料レポートを

メンバーサイト内で無料ダウンロード

さらにさらに！



【あり得ない特典１２選】

◆クライアントとの仲を瞬時に近づける

ブランディングアンケートワークシート

◆誰でもすぐに書ける

ステップメールテンプレート

◆想いが伝わり、理想のお客様が集まる

販売記事テンプレート

◆月収100万円に必須の商品が出来る

バックエンド作成テンプレート

◆しっかり売れるスケジュールが分かる

バックエンド販売スケジュールシート

◆集まるセミナーの作り方が分かる

成功セミナー作成テンプレート

20万円分の有料レポートを

メンバーサイト内で無料ダウンロード



【あり得ない特典１２選】

◆誰でも「売れるセールスポイント」が分かる

強み発掘シート

◆徹底解説！当たり前に売れる！

バックエンドセールス手法

◆挨拶して３分で仕事が取れる

スーパー営業名刺テンプレート

◆友達がガンガン増える

住福オリジナルＬＩＮＥ＠ＰＯＰ

◆無料で新聞やＴＶから取材がくる

プレスリリーステンプレート

◆クライアントと安心安全の契約ができる

契約書・請求書テンプレート

20万円分の有料レポートを

メンバーサイト内で無料ダウンロード



住福が活用している

【成果の出るノウハウ】を
厳選してお伝えします！



フォロー体制もバッチリ！

【会員専用サイト】

・各回の講座を動画で視聴！
・20万円分の特典をダウンロード



さらに…

【会員専用Facebookグループ】

・仲間との交流でモチベーションアップ
・悩みの共有と疑問解決で加速
・成功事例の共有で知識アップ



【まとめると…】





ぜひ4カ月で

ノウハウとマインドを身に着け

講座代を回収して下さい！





スーパーステージアップ起業塾

はじめの一歩コース
安心サポートコース
本気の覚悟コース

※各コースメールサポートは無制限



講座＋月1回60分セッション
※特典は全てつきます。ブログカスタムやコンサル講座はつきません。

ビジネス初心者にもオススメ

スーパーステージアップ起業塾

はじめの一歩コース

※各コースメールサポートは無制限



講座＋月1回120分セッション
＋アメブロカスタマイズ(コンサル講座はつきません)

本格的に軌道に乗せたい方

スーパーステージアップ起業塾

安心サポートコース

※各コースメールサポートは無制限



講座＋月２回120分セッション
＋アメブロカスタム＋コンサル講座

徹底サポートで飛躍したい方

スーパーステージアップ起業塾

本気の覚悟コース

※各コースメールサポートは無制限



はじめの一歩コース、安心サポートコースの方も

別途お申込で受講可能

コンサルスキルまで欲しい方

スーパーステージアップ起業塾

特別講座について



はじめの一歩 安心サポート 本気の覚悟

個別セッション 60分1回/月 120分1回/月 120分2回/月

講座＋特典 ○ ○ ○

ブログカスタム × ○ ○

コンサル講座 × × ○

スーパーステージアップ起業塾





ホントに
大丈夫かな…
不安だな…







スーパーステージアップ起業塾

全8回の講座（講座動画配信付き） ＋個別サポート
自分ブランド構築オンラインサロン永久無料
起業に活かせる有り得ない12の特典
塾生専用 特設サイト
Facebookメッセンジャーでの交流
【保証】成果が出るまでサポート

※各コースメールサポートは無制限



スーパーステージアップ起業塾

はじめの一歩コース
安心サポートコース
本気の覚悟コース

５０万円
７0万円
1２0万円



スーパーステージアップ起業塾

はじめの一歩コース
安心サポートコース
本気の覚悟コース

４０万円
６0万円
1０0万円



スーパーステージアップ起業塾

はじめの一歩コース
安心サポートコース
本気の覚悟コース

19.8万円
２9.8万円
49.8万円

＋税



はじめの一歩 安心サポート 本気の覚悟

料金 50万円 → 19.8万円＋税 70万円 → ２９．８万円＋税 120万円 → ４９．８万円＋税

個別セッション 60分1回/月 120分1回/月 120分2回/月

講座＋特典 ○ ○ ○

ブログカスタム × ○ ○

コンサル講座 × × ○

スーパーステージアップ起業塾



スーパーステージアップ起業塾

特別講座について

価格５万円

【コンサルスキル①】
・売れ続けるためのコンサルタントとしての「あり方」
・クライアントとの関わり方、業種ごとの違い
・クライアントに成果を出すための重要ポイント

【コンサルスキル②】
・オンラインサロンの作り方・運営方法
・秘書いらず！リザーブストックの有効活用方法

通常１０万円 → 

特別

＋税





はじめの一歩 安心サポート 本気の覚悟

料金 19.8万円＋税 ２９．８万円＋税 ４９．８万円＋税

一括 19.8万円＋税 ２９．８万円＋税 ４９．８万円＋税

５回分割 ４．４万円/月 6.5万円/月 10.8万円/月

１０回分割 ２．２万円/月 3.3万円/月 5.4万円/月

お振込み又はクレジットカードでお願いいたします。

分割に関しては税込＆手数料が含まれた価格となります。



お金の無い４年前に継続コンサルを
受ける覚悟をしたことで、飛躍的に
ステージアップ出来ました。

【わたし自身の決断】

人生には何度か

決断のチャンスがあります！



募集人数 １０名

スーパーステージアップ起業塾



お申込みの流れ
お申込み後、弊社よりご連絡させて頂き、

無料セッションを行ったうえでお互いに契約するかどうかを決めていきます。

専用フォームから仮お申込み → 無料セッション(３０分)

→ 本契約&お支払い → 講座スタート



お申込みの流れ

【本プレセミナー後に相談会開催】

無料セッションまで受けず、少し相談して決めたいという方は

このまま残られて下さい。（１人５～１０分）



この講座への想い

スーパーステージアップ起業塾



趣味レベルから商売レベルに

ステージアップ
出来る方を沢山輩出したい！

【この講座への想い】



【この講座への想い】

時間とお金の両立で

大切な人を大切に出来る人生
を歩める人を増やしたい！



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 -



個人事業主が
自己実現できる世の中を作る。

大事な人をちゃんと大事に出来る社会にする。



質疑応答

後程メールなどで頂いても大丈夫です。

ぜひ疑問点を解消してからお申込みください。



ご清聴ありがとうございました。

【本プレセミナー後に相談会開催】

無料セッションまで受けず、少し相談して決めたいという方は

このまま残られて下さい。（１人５～１０分）


