
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。）





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

◆ 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！



◆メルマガとLINE＠の違い

お店や自身の
コミュニティを作るツール

一言でいうと…

情報系職種向き

一人一人を
濃いファンにするツール

店舗系職種向き

メルマガ＆LINE＠集客

信頼構築や
意識改革向き

案内や連絡の
ためのツール



◆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

情報系職種

サロン、飲食、教室、物販、院系、占い

店舗系職種

メルマガ＆LINE＠集客



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



とは…

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

ＬＩＮＥ＠集客術



とは…

2019年春(4/18）、「LINE@」は「LINE公式アカウント」

「LINE ビジネスコネクト」「LINE カスタマーコネクト」と統合し、

名称が「LINE公式アカウント」になりました。

ＬＩＮＥ＠集客術

詳細や機能の
お話しは後程



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！



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



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公式アカウント」は
まだiOS版がありません！

iPhoneからだと
Chromeアプリで管理！



● 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

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



ＬＩＮＥ＠集客術

ＬＩＮＥ＠アプリ

● 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。

【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



クーポンをつくる

ＬＩＮＥ＠集客術



● 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

③
新規作成

①クーポン・イベント作成
②クーポン

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



ＬＩＮＥ＠集客術

● クーポンの作り方

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。



ＬＩＮＥ＠集客術

● 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。



新規集客とリピートの
ＬＩＮＥ＠活用法

ＬＩＮＥ＠集客術



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）



友達の増やし方

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

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

LINEで問合せ可能！
というのも効果的



●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



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

友達追加時に、メッセージをもらうと◎



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。

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

②

④
ドラッグでもっていける。

⑤保存も忘れずに！

ＬＩＮＥ＠集客術

●登録している友達を把握するコツ
LINE＠マネージャー



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



狙い目の配信日時

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



LINE公式アカウントの

移行と注意点

ＬＩＮＥ＠集客術→LINE公式アカウント



とは…

2019年春(4/18）、「LINE@」は「LINE公式アカウント」

「LINE ビジネスコネクト」「LINE カスタマーコネクト」と統合し、

名称が「LINE公式アカウント」になりました。

ＬＩＮＥ公式アカウント
おさらい
LINE＠は

無くなります

※夏ごろまでにすべてのアカウントがLINE公式アカウントに移行。 （強制）



ＬＩＮＥ公式アカウント

LINE@ → LINE公式アカウント
変更には手続きが必要！



ＬＩＮＥ公式アカウント LINE@アカウントは

ある！↓

LINE@アカウントが

ない！→



ＬＩＮＥ＠アカウントがある場合の流れ

②移行手続きは
← 「旧管理画面」から行います。

← ③ LINE＠にログイン



ＬＩＮＥ＠アカウントがある場合の流れ

④ここをクリック



ＬＩＮＥ＠アカウントがある場合の流れ

⑤チェックを入れて
ここをクリック

移
行
後
、Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
か
ら

通
知
が
来
て
完
了
！



ＬＩＮＥ＠アカウントがある場合の流れ

ＬＩＮＥ公式アカウント用の
管理画面に入れます！

（友達やアカウントページは引き継がれます）



ＬＩＮＥ＠アカウントがある場合の流れ

＜重要＞管理についての注意事項

まだiOS版アプリがない！
5/20現在 ＬＩＮＥ公式アカウントの管理はパソコンもしくは

アンドロイド版アプリでのみ管理可能です。

まだiOS版アプリがないので、iPhoneやiPadからであれば
chromeアプリを入れ、PC表示での管理となります。
※住福はチャットでの入力が上手くいきませんでした。



LINE公式アカウントで

注目の機能は？

ＬＩＮＥ＠集客術→LINE公式アカウント



● LINE公式アカウントで何が変わる？

ＬＩＮＥ公式アカウント

LINE＠内でID検索が
できるようになる有料アカウント

無料版でも
出来ることが

凄く増えます！



● 特に注目の機能

リッチメッセージ

「メッセージ」で

リンク付きバナー
を送れる！

ＬＩＮＥ公式アカウント



● 特に注目の機能

リッチメニュー

「メッセージ」画面で

集客への動線を

視覚的に作れる！

ＬＩＮＥ公式アカウント



● バナーはパワポかPhontoで！

・色んなパターンが作れる
・どのパターンでも

配置を合わせて一つの画像に

ＬＩＮＥ公式アカウント



リッチメニューのバナー作成

デザインガイドからデザインテンプレート（サイズと比率のみ）

をダウンロードします。



リッチメニューのバナー作成

好きなテンプレートを選んだあと
同じ枠を作り、この枠に合わせて画像と文字を入れる



リッチメニューのバナー作成

好きなテンプレートを選んだあと
同じ枠を作り、この枠に合わせて画像と文字を入れる

メイク付き撮影
詳細はコチラ

コンサルティング
詳細はコチラ



メイク付き撮影
詳細はコチラ

コンサルティング
詳細はコチラ



★ 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！



★ まとめ

LINE公式アカウント集客術

・ 自分のタイミングアカウント移行
（iOS版アプリが出来てからでもOK）

・ リッチメニューや
リッチメッセージを有効活用



質疑応答タイム






