
まずは皆さんの自己紹介

①お名前、地域 ②ご職業
③自身の強み、アピールポイント



■ ZOOMの使い方

【モニターの切り替え方】

右上のボタンを押す

ギャラリービュー スピーカービュー

右上のボタンを押す



【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、メンバーに

公開されます。（撮影はココからです。）





動画って難しそう…  
何から始めたらいいの…



私も最初はそうでした。



でも動画を活用すると…



・ 新規集客が楽になった！
・ リピートの新たな武器に！
・ サービスの価値が上がる！
・ 売り上げも大きく伸びる！



なぜか？



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）

収益が得られる継続や
高額サービスの販売

信頼の
レベル

確信の
レベル

ファンの
レベル



この
ステップマーケティング

全ての段階で
活用できるから！



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

動画特典
動画販売

動画セミナー

動画フォロー

ステップメールにて

無料動画レッスンなど

YouTubeからのアクセス 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

信頼の
レベル

確信の
レベル

ファンの
レベル



動画をやるなら



YouTubeの魅力

・ 検索からのアクセス
・ YouTube内での関連動画からアクセス
・ Web全体でのシェアアクセス（SNS、情報サイト）

・ 初心者でも簡単にスタート
・ 無限のデータ容量を無料で使える
・ 広告収益としてもアリ（ユーチューバー）



■ YouTube（動画）の活用例

どんなシーンで
使えますか？



■ YouTube（動画）の活用例

【 どんなシーンで使えますか？】

◇ 情報系

・ お客様の声 ・ サービス紹介
・ ノウハウの配信 ・ セッションの動画
・ 操作方法の動画 ・ セミナーの配信
・ お礼の動画 ・ プロダクトローンチ



■ YouTube（動画）の活用例

【 どんなシーンで使えますか？】

◇ 店舗系

・ お客様の声 ・ アクセス（道順）の動画
・ ノウハウの配信 ・ 店内の紹介動画
・ サービスの動画 ・ 商品紹介動画
・ お礼の動画 ・ イベントなどの動画



動画を作って
自動化しましょう！

一度仕組みを作ってしまえば自分は
そんなに動かずとも収益化できる！

※入金確認と、メールだけは手動で必要です。



【簡単３ステップ】

どのような動画にするのか考える

動画撮影・編集

SNSやブログで配信・拡散＆販売



◆ カメラ

短い動画ならスマホや
タブレットで十分！
販売用ならなら

ビデオカメラやPCカメラで。



■ ZOOMの使い方

【録画のやり方】

「レコーディング」を押し
自分のPCかクラウド（※有料版のみ）に保存 一時停止や録画終了はココ

一時停止や録画終了はココ

ワークの時間などは
録画を一時停止

にするのが
オススメです！



■ ZOOMの使い方

【画面共有のやり方】

「画面の共有」を押す 共有したいものを選択し
右下の「画面の共有」を押す。



■ ZOOMの使い方

【画面共有のやり方】

動画を画面共有

する時の注意点
左下の「コンピューターの音声を共有」に
チェックを入れないと動画の音が
共有されません！



◆ 三脚

Amazonで
１０００円～５０００円程で
購入できます！



◆ スマホ固定

三脚とセットで
１０００円～２０００円程で
購入できます！



◆ 動画編集ソフト（PC）

パワーディレクター

住福が普段使っているソフト。
５０００円～２００００円ほどなので
初心者でも手が出しやすい！
PC画面の動画撮影もできる。

https://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/features_ja_JP.html

https://jp.cyberlink.com/products/powerdirector-ultra/features_ja_JP.html


◆ 動画編集ソフト（PC）

Filmora

オシャレな動画を作りたい方に
オススメのソフト。ロゴが出ますが
体験版もあります！
イマドキ動画を手軽に作れます。

https://filmora.wondershare.jp/

https://filmora.wondershare.jp/


動画コンテンツ
販売の流れ



■動画コンテンツ販売の流れ

【販売する動画コンテンツ】

・ ノウハウ動画
・ セミナー、講座、教室動画



■動画コンテンツ販売の流れ

動画を
作る

YouTube
限定公開

特設サイト
動画を
埋め込む

特設サイト
のURLを
送る

【 制作編 】



■動画コンテンツ販売の流れ

ブログ
メルマガで
案内する

販売記事
で申込み

入金確認
（手動）

特設サイト
のURLを
送る

【 販売編 】
リザストの

汎用フォームや
ショップだと簡単



動画を
作る

YouTube
限定公開

特設サイト
動画を
埋め込む

ブログ
メルマガで
案内する

販売記事
で申込み

入金確認
（手動）

特設サイト
のURLを
送る

（手動）

■動画コンテンツ販売の流れ
今日は
ココ



■動画コンテンツ販売の流れ

【特設サイトについて】
検索に引っかかってしまい、一般の方に
みられてしまう設定はNG

①インデックスさせない（検索のロボ：クローラーに見せない）

②パスワード保護する



■動画コンテンツ販売の流れ

①インデックスさせない（検索のロボ：クローラーに見せない）

②パスワード保護する

→ 両方できるのがワードプレス
①のみできるのがペライチ



■動画コンテンツ販売の流れ

まだワードプレスを
もっていない場合は
ペライチを活用して
特設サイトを作る！

※「検索エンジンに表示させないようにする」に
チェックすることを忘れないでください。



■動画が溜まってきたら…

オンラインサロンなど
継続的な収益を生む
システムの中に組み込む



■ ミニワーク

どんな動画を作って
販売したいですか？
最低５個考えましょう。



動画作成の前に
YouTubeチャンネルを
作っておきましょう！

作った動画をアップロードする
「場所」として使います。（詳細は次回）



■ YouTubeの基本設定
①右上のアイコン
②クリエイターツール



■ YouTubeの基本設定

【 Step１ 】チャンネルを作り個人認証を済ませる

① チャンネル
② ステータスと機能
③ 「確認」を押す
④ 携帯に送られる

コードを入力



■ YouTubeの基本設定

【 Step１ 】チャンネルを作り個人認証を済ませる

携帯電話にコードを送り

個人を「確認」

・ １５分を超える動画も
アップロードできるようになる

・ 独自の動画サムネイルを
アップロードして使用できるようになる



パワーディレクターでの
動画編集方法



■ パワディレでの動画編集

色々機能があると思いますが
私は「フル機能エディター」
しか使ったことがありません！



■ パワディレでの動画編集

触るのは左サイドバーと
下のタイムラインくらい



■ パワディレでの動画編集

オープニングを作り、下のタイムラインに
ドラッグアンドドロップしましょう。



■ パワディレでの動画編集

ココから動画を取り込み
タイムラインにドラッグアンドドロップ



■ パワディレでの動画編集

動画と動画の切り替えエフェクト。
切り替わる場所にドラッグアンドドロップ



■ パワディレでの動画編集

動画の一部をカットしたい場合は
切り取りたい部分の２か所を分割



■ パワディレでの動画編集

分割したところにマウスを持っていき
右クリック→削除（間隔を詰める）

↑カットしたい部分



■ パワディレでの動画編集

場面が変わるので
エフェクトを入れると美しい

↑エフェクトをドラッグ＆ドロップ



■ パワディレでの動画編集

↑字幕を入れたいところにカーソルを合わせる

↓Tのマークでフォントなど変更



■ パワディレでの動画編集

クレジットを作り、下のタイムラインに
ドラッグアンドドロップで完成。



■ パワディレでの動画編集

動画が完成したら保存し
YouTubeに出力しましょう。
HD画質で公開・非公開も
必ず確認してください。
（画質以外はあとから変更可能）



■動画コンテンツ販売の流れ

動画を
作る

YouTube
限定公開

特設サイト
動画を
埋め込む

特設サイト
のURLを
送る

【 制作編 】



質疑応答タイム



以上
おつかれさまでした。




