
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公式

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公式集客

◆ 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公式集客

◆ LINE公式

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公式の違い

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公式集客

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公式の違い

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公式集客



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公式集客術



LINE公式アカウントとは…

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公式集客術



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

※２０２０年２月にすべてのアカウントがLINE公式アカウントに強制移行



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



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）



何が出来るの？

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）

ＬＩＮＥ公式集客術



●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！

何が出来るの？

ＬＩＮＥ公式集客術



何が出来るの？

④ リッチメニュー

⑤ リッチメッセージ

⑥ カードタイプメッセージ

ＬＩＮＥ公式集客術



管理方法

ＬＩＮＥ公式集客術



● 普段はスマホアプリで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公式集客術



● PC用管理もある

LINE公式アカウントの

管理画面にログイン

ＬＩＮＥ公式集客術

https://www.linebiz.com/jp/login/


● PCとアプリの管理の違い

アプリでは
リッチメニューなどの

設定が出来ない

ＬＩＮＥ公式集客術



● 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公式集客術



● 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。

PC管理画面

【必須項目】
写真、会社情報など

ＬＩＮＥ公式集客術



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、会社情報など

ＬＩＮＥ公式集客術



● 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＠アプリ

ＬＩＮＥ公式集客術



ＬＩＮＥ公式アカウントアプリＬＩＮＥ公式集客術



● 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公式集客術



● クーポンの作り方

①

②

ＬＩＮＥ公式集客術



● クーポンの作り方 ①必要項目を入れる
②必ず画像を入れる

ＬＩＮＥ公式集客術



● クーポンの作り方

スマホアプリの場合は
「管理画面」→
「クーポン」で入力

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公式集客術



● 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公式集客術



● 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。

ＬＩＮＥ公式集客術



● 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公式集客術



● 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公式集客術



● 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公式集客術



● 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）

ＬＩＮＥ公式集客術



●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公式集客術



●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公式集客術



●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公式集客術



●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公式集客術



●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で問合せ可能！」
というのも効果的

ＬＩＮＥ公式集客術



●ブログ、HPへの設置

PC管理画面
①友達追加
②QRコード
③友達追加ボタン

→②、③をブログに貼り付け

①

③

④

このHTMLをコピーし
ブログ、HPに貼り付ける

ＬＩＮＥ公式集客術



●ブログ、HPへの設置
LINE公式アプリ
①友達追加
②QRコード
③友達追加ボタン
→②、③をブログに貼り付け

ＬＩＮＥ公式集客術



● 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！



● 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



● 特に注目の機能

リッチメニュー
裏技を使えば
「誰がいつ押したかの」
通知が来るようにできる！

▸ 作り方・設置方法はコチラ

ＬＩＮＥ公式アカウント

http://jibubura-onlinesalon.com/?p=620


● 注目の機能

カードタイプ
メッセージ
「画像と文」で視覚的に

サービスをアピール

ＬＩＮＥ公式アカウント



● 注目の機能 カードタイプメッセージ

ＬＩＮＥ公式アカウント

プロダクト
製品の紹介に！

ロケーション
店舗や物件の紹介に！

パーソン
人物の紹介に！

イメージ
画像の訴求に！



● 注目の機能

カードタイプ
メッセージ
自動応答メッセージと
組み合わせて使ってもよし！

ＬＩＮＥ公式アカウント

①お客さんが
キーワードを入れる②自動的に

カードが表示される



● 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公式集客術



● 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公式集客術



★ まとめ

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！

ＬＩＮＥ公式集客術



●リッチメニュー

作って
みよう！

ＬＩＮＥ公式アカウント



● バナーはCanvaや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



★ スマホで作成 ３ステップ

① バナー作成アプリを入れる

② バナーを作る（デザイン＆サイズ調整）

③ LINEの管理画面でバナー＆リンク設置

リッチメニューのバナー作成



① バナー作成アプリを入れる

★ Canva
画像を

組み合わせる

★ Phonto
文字を入れ
装飾する

リッチメニューのバナー作成

https://apps.apple.com/jp/app/phonto-%E5%86%99%E7%9C%9F%E6%96%87%E5%AD%97%E5%85%A5%E3%82%8C/id438429273
https://apps.apple.com/jp/app/canva-%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BF%E3%83%BC/id897446215


② バナーを作る（デザイン＆サイズ調整）

【事前準備】

・表示したい項目を決める

・使いたい画像を用意する

・テンプレートをスマホに保存

メールで
ご案内済み

リッチメニューのバナー作成



リッチメニューのバナー作成

住福のドロップボックスから
テンプレートをダウンロードできます。

https://www.dropbox.com/sh/lpyxifi9kf4ah65/AAA4R_Eu6aexsZOgPdAPEcOIa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lpyxifi9kf4ah65/AAA4R_Eu6aexsZOgPdAPEcOIa?dl=0


② バナーを作る（デザイン＆サイズ調整）

アプリを起動し…
「カスタムサイズ」
「１２００×８１０」
「作成」

★ Canva
画像を

組み合わせる

リッチメニューのバナー作成

https://apps.apple.com/jp/app/canva-%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%A8%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%A8%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BF%E3%83%BC/id897446215


白いエリアを
タップ

テンプレートが表示
出来たら右下の

「+ボタン」をタップ

カメラロールに
保存している

テンプレートをタップ 「画像」をタップ

リッチメニューのバナー作成



②「+ボタン」から
他の画像も
追加していく

①画像を入れたら
テンプレートの枠に合わせて調整
※はみ出る部分は自動的にカットされます

③無地の背景も設置可能です。
（あとから文字など入れて装飾）

↓「+ボタン」のあとに「図形」

↓「四角」で検索すると◎

リッチメニューのバナー作成



完成したら右上の上矢印ボタンから

「画像として保存」
→ 純正の写真アプリをご確認ください。

iOS Android

リッチメニューのバナー作成



ちなみに…
作ったデザインは

自動的に
保存されます！

①アプリ起動
②右下のボタン

リッチメニューのバナー作成



② バナーを作る（デザイン＆サイズ調整）

アプリを起動し…
「カメラマーク」
「写真アルバム」
→先ほどの

バナーを選択

★ Phonto
文字を入れ
装飾する

リッチメニューのバナー作成

https://apps.apple.com/jp/app/phonto-%E5%86%99%E7%9C%9F%E6%96%87%E5%AD%97%E5%85%A5%E3%82%8C/id438429273


リッチメニューのバナー作成

先程 作った
バナーを選択

画面をタップし
「文字を追加」

をタップ

【文字装飾】

・ 文字
→ 文言の入力、

配置（左・右・中央）

・ フォント
→ 文字のデザイン

（日本語タブが◎）

・ スタイル
→ 文字色、

文字の縁取り



リッチメニューのバナー作成

完成したら右下の
上矢印ボタンを

タップする

「画像を保存」を
タップする

純正の写真アプリを
ご確認ください。

iOS Android

完成！



③ LINE管理画面に設置

１． LINE公式アカウントの管理画面にログイン

２． リッチメニュー新規作成

３． バナーとリンクを設置

リッチメニューのバナー作成



③ LINE管理画面に設置

１． LINE公式アカウントの管理画面にログイン

２． リッチメニュー新規作成

３． バナーとリンクを設置

リッチメニューのバナー作成

https://www.linebiz.com/jp/login/


１． LINE公式アカウントの管理画面にログイン

リッチメニューのバナー作成

https://www.linebiz.com/jp/login/


２．リッチメニュー新規作成

リッチメニューのバナー作成



２．リッチメニュー新規作成

リッチメニューのバナー作成



３．バナーとリンクを設置

リッチメニューのバナー作成

「タイトル」「表示期間」を入力



３．バナーとリンクを設置

リッチメニューのバナー作成

❶ テンプレート選択

（作ったテンプレートを選択して下さい）

❷ 背景画像をアップロード

❸ リンク先のURLを設置



３．バナーとリンクを設置

リッチメニューのバナー作成

裏技編

ちょっと複雑ですが…

誰がいつボタンを押したかが

全て分かる設定が可能



３．バナーとリンクを設置

リッチメニューのバナー作成

裏技編

①応答設定

・応答モード
→チャット

・応答方法
→スマートチャット



３．バナーとリンクを設置

リッチメニューのバナー作成

裏技編

②応答メッセージ

特定のキーワードに
自動返信する機能

お客さんがリッチメニューのボタンを押す
→テキストで応答メッセージのキーワードが入る

→応答メッセージの文言が表示される ＝ 自分に通知



３．バナーとリンクを設置

リッチメニューのバナー作成

裏技編

③リッチメニューの設定

「テキスト」で
応答メッセージの
キーワードを入れる

お客さんがリッチメニューのボタンを押す
→テキストで応答メッセージのキーワードが入る

→応答メッセージの文言が表示される ＝ 自分に通知



自分の
LINE公式
アカウント

をチェック！！

リッチメニューのバナー作成



質疑応答タイム




