
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。）





■ チラシでの集客

業種にもよるが…

折込チラシの反響目安は
0.01～0.3％程度

→ １～３％なら大成功！！！



【メリット】

・ 近所にお店の存在を伝えられる
・ Webより反応速度が速い！
・ コストが安い（１～２万円程）

■ チラシでの集客



・ターゲット、ゴールが決まっていない

・チラシの目的が不明確でメリットがわからない

・説明ばかり、抽象的な言葉ばかりになっている

・写真やデザインのクオリティーが低く

「読みたい」という気持ちにならない。

■ 集客できていないチラシ



■ チラシでの集客

チラシは大きく 2種類

集客チラシ 案内チラシ



■ チラシでの集客

案内チラシ
メニューや店舗のウリなど
お店の情報満載のチラシ

近隣のお店に置いてもらったり
お客さんに渡す用（紹介用）

デザインが良くても
説明用なので
集客力は低い。



■ チラシでの集客

集客チラシ
ゴールをキャンペーンや体験など一つにし
ぼったチラシ。
「誰がどうなる」を明確に伝える！

ポスティングや店舗・駅前での配布用。



【入れるべき内容】
• オファー（サービス名、料金、目を引くキャッチコピー）

• USP（特徴、強み、選ばれる理由など）

• 連絡先（住所、電話番号、屋号、地図）

• 写真（プロフィール写真、 外観、内観など）

• お客様の声（ビフォアフターや顧客との写真）

• 自分の思い（なぜ独立したか、なぜこのサービスを始めたかなど）

• 権威づけできるもの（実績〇年、〇案件の経験など）







ちなみに
全部パワポで

作っています！！



■ 印刷は？
今は安い印刷屋さんが沢山あります！

オススメは

プリント
パック



プロっぽく
見せるポイント



文字が多すぎる
ぱっと見て良さが伝わらない



＜プロっぽく見せるポイント＞

集客チラシ作成

① 綺麗でテーマに合う画像を使う
② フォントにこだわる（ＭＳゴシックなどはＮＧ）

③ 色を使い過ぎない（基本は３～４色）

④ ワンポイントでイラストを使う

シンプル過ぎず
ごちゃごちゃ
させない！



集客チラシ作成
シンプル過ぎず
ごちゃごちゃ
させない！＜プロっぽく見せるポイント＞

⑥ 基本は画像や文字（フォント）など
サイズ・配置を合わせる

⑦ 目立たせたいところは
文字に強弱をつける（サイズ・色）



100万円ぐらいの売上げはサクッと
超える流れ、チカラがつきました。
加藤 隆行様 / ココロと友達カウンセラー / 東京都

開始1ヶ月以内で高額商品のご契約！
続けて2ヶ月目もご契約頂けました。
福添 真知子様 / ヨガコンサルタント / 大阪府

画像や文字のサイズが違う
文字の配置が違う



100万円ぐらいの売上げはサクッと
超える流れ、チカラがつきました。
加藤 隆行様 / ココロと友達カウンセラー / 東京都

開始1ヶ月以内で高額商品のご契約！
続けて2ヶ月目もご契約頂けました。
福添 真知子様 / ヨガコンサルタント / 大阪府

サイズ、配置など揃えることで
美しく統一感が出る。



＜お役立ちサイト＞

無料で素敵な をダウンロード

・フォントフリー

集客チラシ作成

https://fontbear.net/
http://fontfree.me/
http://fontfree.me/


＜お役立ちサイト＞

無料で素敵な画像をダウンロード

・写真AC

・pixabay

集客チラシ作成

https://www.photo-ac.com/
http://fontfree.me/
https://pixabay.com/ja/


＜お役立ちサイト＞

無料で素敵な ・

・* ヒバナ

・フキダシデザイン ・罫線

・Framedesign

集客チラシ作成

http://fontfree.me/
http://hibana.rgr.jp/
http://fontfree.me/
http://fukidesign.com/
http://fontfree.me/
http://free-line-design.com/
http://fontfree.me/
http://frames-design.com/


◆画像の一片だけボカすことで
レベルの高いチラシを作れる！

↑下の部分が微妙にボカされている



◆画像の一片だけボカす

https://photoscape-free.softonic.jp/

※ダウンロードボタンが沢山ありますのでご注意ください。

PhotoScapeをダウンロード

http://www.officedaytime.com/toumei/binaries/toumei1411_64.zip
https://photoscape-free.softonic.jp/


画像編集を選択し
→加工する画像を選ぶ。（次ページ）

◆画像の一片だけボカす



使う機能は主に２つ
・ブルーム→画像を簡単に鮮やかに！
・フィルター→片側だけボカせます！

押すだけでＯＫ



片側だけボカす手順
①フィルター
②グラデーション（線形）



片側だけボカす手順
③管理画面が出るので好きな向きと
色を選び、ＯＫボタン

④保存

◆画像の一片だけボカす



◆画像の一片だけボカすことで
レベルの高いチラシを作れる！

↑下の部分が微妙にボカされている



地図を入れたい場合…

・ Googleマップをコピペ
・ イラストで地図を作る

→ ココナラで１０００円～３０００円



色彩効果を
意識する！



＜どんな色を使えばいい？＞

集客チラシ作成

「季節カラー」
季節の色を使うことで、なんとなく
自分と関係があるように思えてくる。

「ターゲットカラー」
ターゲットに好まれる色

★両方の色を使うのが大事



＜色の効果：寒色＞

集客チラシ作成

◆青のイメージ
信頼、清潔、男性的、知的、誠実、開放感、忠実、公平、冷た
い、涼しい、理性、理解、抑制、デリケート、寂しさ、冷酷、哀しみ、
気持ちよい、夏、精神、眠り、自らを律す、遊び心がない



＜色の効果：暖色＞

集客チラシ作成

◆赤のイメージ
情熱、活発、積極的、活動的、生命力、活力、華やか、エネルギー、派手、元気、
燃える、衝動的 、ストレス、爆発、暑い、勝利、興奮、危険、、地獄、目立ちたがり、
自己主張

◆橙のイメージ
家庭的、明快、活動的、人間的、にぎやか、暖かい、温もり、元気、健康、好奇心、
活力、高揚感、陽気、美味しそう、ポジティブ、オールマイティ、しみ、楽天的、
八方美人、自由奔放、見栄っ張り、自信家、カジュアル、安っぽい



＜色の効果：暖色＞

集客チラシ作成

◆桃色のイメージ
エレガント、女性的、ロマンチック、安らぎ、美容、ハート、甘い、優しい、安らぎ、繊細、
幸福、愛、艶やか、美しさ、感謝、解放、世話好き、 春、不安定、かわいくいたい、
媚び、外見重視、

◆黄のイメージ
希望、好奇心、向上心、快活、軽い、明朗、発展、愉快、躍動、若さ、無邪気、奇
抜、社交的、軽率、酸っぱい、不安、注意、天気、のどか、ひょうきん、マイペース、
おしゃべり、未熟



＜色の効果：中性色＞

集客チラシ作成

◆緑のイメージ
平和、安全、新鮮、社会性、バランス、強調、おだやか、エコロジー、環境、回復、生
命力、再生、安息、受動的、安定、バランス感覚がいい、爽やか、若々しい、平穏、
平凡、脇役タイプ、再生、無関心、保守的、刺激が少ない、

◆紫のイメージ
エキゾチック、上品、神聖、感性、不思議、高貴、高級、ムード、魔法、優雅、魅力、
癒し、永遠、幻想的、ムード、不吉、不安定、下品、意地悪、複雑、変わりもの、ナル
シスト、妄想、浮つき、ミステリアス、二面性



＜色の効果：無彩色＞

集客チラシ作成

◆白のイメージ
威厳、可能性、純粋、スタート、はじまり、汚れていないイメージ、無限、明るい、祝福、
天国、潔癖、神聖、清純、清潔、無垢、透明感、リセット、憧れ、無意味、刷新、降参、
頼りない、空虚、無、無機質、冬

◆黒のイメージ
威厳、上質、クール、クール、洗練、格好いい、男性的、自信、忠誠、シャープ、大
人、力、極限、高級、都会的、秘密、闇、脅威、厳しい、無口、強情、ポーカーフェイ
ス、重力、不安、沈黙、陰気、暗い、悪、



配布方法
について



■ チラシ配布は４パターン

・折り込み（新聞、雑誌、フリーペーパー）

・ポスティング（自分でor業者依頼）

・掲示板やお店に設置
・手渡し（顧客がいる場所で）



■ チラシでの集客

【ポイント その１】
ポスティング業者に依頼もアリ
▸ 一件２～３円の業者に

依頼するとコスパ良し！



■ チラシでの集客

【ポイント その２】
修正しつつ定期的に撒くこと
▸ キャッチコピーを変えたら
反応が3倍になったなどあり得る！
反応のあるチラシは何度も撒く！



■ チラシでの集客

【ポイント その３】
周辺のお店に営業＆POP設置
▸ 未来のお客さんがいるお店に

アプローチをかけていく



（店名）のお料理、
美味しすぎ！！！

食べ過ぎちゃった方必見！
←置かせてもらう

お店に合わせてPOP設置



■ チラシでの集客

【ポイント その4】
「暇な時」でなく「時期」を考える
▸ 給料日後、連休前など
※家族に捨てられないように…
男性を集客したい場合、金曜日の夜や土曜日の朝がオススメ
主婦を集客したいなら、旦那さんの目にとまらない平日昼間



質疑応答タイム








