






←芽が出るちゃん

１０年前の当時、どん底だった相馬さんの
コーチンぐをやっていたのが馬場さん。
恩義のある馬場さんの役に立ちたいと
思ってシステム開発したのが、予約管理
システム「リザーブストック」でした。

リザストの歴史

マスコットキャラクター



リザストの歴史

ユーザーの声をしっかり聴いてくれる会社で、メルマガ、ステップメール、通販
フォーム作成など様々な機能が増え、今では日本一の個人事業向け顧客
管理システムに成長しました！

◆ リザストメーラー
到達率１００％！
文字化けもなしの
専用メールアプリ

◆ ガイドブック
オフィシャルトレー
ナーさん著書の
本も出ています。



様々な機能のご紹介



オススメ機能一覧

【顧客管理】
・ セッション管理
・ 顧客カルテ管理
・ セミナー、イベント管理
・ 名刺管理

【集客サポート】
・ 定型文の挿入
・ 簡単に追客
・ 好き好きランキング
・ 濃い読者限定メール

【リスト取り】
・ メルマガ、ステップメール
・ ファストアンサー
・ コラボ、後援から登録
・ ユーザー招待で無料広告

【売上アップのための機能】
・ ペイパルとの連動
・ 契約締結サービス
・ 汎用フォームでLP
・ ショップでコンテンツ販売



色々あるけど
まず何を使えればいい？

①メルマガ・ステップメール
②個別予約管理
③イベント・セミナー管理



メルマガ・ステップメール



既に分かるようにリザストは
メルマガスタンドの会社ではありません。

メルマガだけでない、マーケティングサポートシステムです。

メルマガ・ステップメール



メルマガ・ステップメール

メルマガスタンドの会社

メルマガスタンド 価格 到達率 その他

リザーブストック 無料～5180円/月 高
顧客管理やイベント管理も出来る。秘書替わり！

無料版は制約も多い

オートビズ 3240円/月 中～高 メルマガ・ステップメールだけならコレ

アイーネ 初回のみ10,800円 中～高 広告が入るが低コスト。新しいので未知数。



メルマガ・ステップメール

リザストメルマガのメリット

・ メーラーアプリなら到達率１００％、文字化けなし

・ イベント、フォーム、ショップと連動して登録誘導

・ 開封率やリンク開封などデータがとれる（HTMLのみ）



メルマガ・ステップメール

リザストメルマガのデメリット

・ 読者は必ず「登録確認」が必要

・ 無料版だとどうしても広告が載る

・ ほかに何かありますか？

実はこれのおかげで
アフィリエイターや

煽り系ビジネスが使いにくくなる

＝ リザストからのメルマガは
迷惑フォルダに入りにくくなる



・リスト取り（メルマガ、ステップメール、ファストアンサー）

・メルマガ
→ 不定期配信のメール

・ステップメール
→ シナリオ順に届くメール（メール講座、メール物語）

・ファストアンサー
→ 診断アプリ的なもの。診断すると自動的に

メルマガやステップメールに登録される。

メルマガ・ステップメール



メルマガの基本設定



初期設定や
設定変更はココ

①
②

記事をすぐに
書くならココ

③



【ランディングページのポイント】

・わりと簡潔でOK。煽らなくていいです！

・どんなことを学べるか、どんな悩みが解決するか

・無料であること、スマホアドレスNGなことを伝える



ヘッダー画像を設定できます。
自分の好きな画像でも可能！



ヘッダー画像の文字を改行したい時は
メルマガ名の改行したい部分に

「半角スペース」を入れる



Click！

ここから記事を書きます。



次に好きな
テンプレートを選択

あとは
書くだけ！



予約投稿も可能

コピペで両方書く

画像のアップはココから

変換記号で名前に差し替え可能



メルマガ・ステップメールの基本

◆メルマガ 読者を増やすならコレ！

ステップメール

ノウハウ型
〇〇メール講座

〇〇メールレッスン

ストーリー型
○○さんが〇〇に

なった物語



メルマガ・ステップメールの基本

◆メルマガ 読者を増やすならコレ！

ノウハウ型 ＝ 左脳型用
専門知識をメールセミナーとして配信するタイプ。
コンサル、コーチ、カウンセラー、ヒーラーなど講座販売系の方にオススメ。

ストーリー型 ＝ 右脳型用
自分のサービスを疑似体験して頂くメール物語。小説のような構成だが、 その
随所に「心に響くエッセンス」を組み込んであげると、喜ばれる。



メルマガ・ステップメールの基本

◆メルマガ 読者を増やすならコレ！

ストーリー型
＝ 右脳型用

ノウハウ型
＝ 左脳型用



ここからステップを追加 ①

②

あとはメルマガと同じ！



ステップメールやメルマガで

集客サポート機能



定型文の挿入



オススメ機能一覧

・ 定型文の挿入 ＝ 常に最新情報を案内！

ステップメールや
メルマガの中に

((mail_phrases_1))

を入れるとこの部分の
文章に変換される。



オススメ機能一覧

・ 定型文の挿入 ＝ 常に最新情報を案内！
【パターン１ 】
①メルマガ/ステップメール/ファストアンサー
②メルマガの選択
③メルマガの設定
④メール内の((mail_phrases_1))が
挿し換わる文章

【パターン２】
①全体設定
②各種設定
③メール内の((mail_phrases_1))が
挿し換わる文章



濃い読者限定メール



オススメ機能一覧

開封数が多い＝濃い読者＝
信頼下さってる良いお客さんの確率が高い！

ｖ

ｖ

ｖ

ｖ



濃い読者限定メールの活用例

・イベント先行案内

・特別セッションの提供

・限定のプレゼント企画など



質疑応答タイム



顧客管理



個別予約管理
（スケジュール管理）



オススメ機能一覧

・個別予約管理 （スケジュール管理にも◎）

個別予約管理なので

・セッション予約
・サロン予約

どちらでも使えます。



カルテ管理も便利



オススメ機能一覧

・ カルテ管理

1人1人のセッション内容を
残すことが出来ます。
前回の復習もバッチリ！

【手順】
①リザストで予約してもらう
②カレンダーの名前をクリック
③カルテ記載と閲覧ができる



オススメ機能一覧

・個別予約管理の設定手順

①コースを作る（コース編集）

②受付時間を入れる（受付時間編集）

③自動送信されるメールの設定



①コースを作る（コース編集）



①コースを作る（コース編集）
①

②



①コースを作る（コース編集）

このあたりを
入力すればOK



①コースを作る（コース編集）

ここは自動返信メールの文章。
セッションのやり方（ZOOMの使い方など）や
支払い方法を入れておくとOK！



②受付時間を入れる
（受付時間編集）



①

②
まずは一括設定で
入れると楽です。

②受付時間を入れる



②

一つづつ
入れるコトも可能

③

時間の変更や
削除も簡単！

②受付時間を入れる



実はこの時点で
予約管理は使えます！

PCプレビューのURLを相手に教えればOK

②受付時間を入れる



③自動送信される
メールの設定



③自動送信される
メールの設定

①

②

このあたりはセッションのやり方や
注意事項など記入しておけばOK



特に重要な設定が…

追 客
ｽﾀﾀﾀｯε=ε=ε=ε┏川´･ω･`川┛



オススメ機能一覧

・ 追客 ＝ セッションの“その後”を追うこと

セッションやイベント、セミナーはその時の感想よりも…

どんな成果や変化があったかを
ヒアリングする方が100倍大事！



オススメ機能一覧

10日後、20日後、1か月後などセッション後に自動的に
その後の進捗を確認するメールを送れる神機能

○○さん

ご無沙汰しております。
自分ブランド構築コンサルタントの住福です。

私とのセッションから一か月が経ちましたが、その後いかがでしょうか？

○○さんのビジネスの変化や成果など、もし何かございましたらお知らせください＾＾
また、新たなお悩みなどが生まれている場合はぜひ気軽にご連絡くださいね♪

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

ｽﾀﾀﾀｯε=ε=ε=ε┏川´･ω･`川┛



オススメ機能一覧

・ 簡単に追客 ＝ 自動的に現状確認できる

送信タイミングの設定と「お客様に
下記のメールを」の設定も忘れずに！



オススメ機能一覧

・個別予約管理の設定手順 (おさらい)

①コースを作る（コース編集）

②受付時間を入れる（受付時間編集）

③自動送信されるメールの設定



質疑応答タイム



セミナー、イベントや
レッスン管理



オススメ機能一覧

・イベントやレッスン管理

単発のイベント・セミナー用
（コンサル、コーチ、セラピストなど）

同じ内容の
レッスン・イベント用

（教室、スタジオ、
時間差のキャンペーンセッション受付など）



オススメ機能一覧

・イベントやレッスン管理 一覧表示の違い

単発のイベント・セミナー 同じ内容のレッスン・イベント

https://www.reservestock.jp/page/event_calendar/8561


オススメ機能一覧

・イベントやレッスン管理
案内文（ランディングページ）も
簡単に作れます！

※ＨＴＭＬで修正したい場合
「ツール」→「ソースコード」



オススメ機能一覧

・イベントやレッスン管理
名簿の一覧・入金管理
支払いの案内なども
簡単に出来ます。

ボタン一つで
エクセルでの名簿
一覧も簡単作成！

支払いはペイパルと連動で
カード決済も可能！



オススメ機能一覧

・アンケート的な入力項目も設定可能



オススメ機能一覧

・過去の開催状況が残ります！

【満員御礼】が続くと
印象アップにも繋がります！



オススメ機能一覧

・イベント申込と同時にメルマガ登録

コラボイベントで特に活用できる機能！



オススメ機能一覧

・イベント申込と同時にメルマガ登録

ファンが多い方と
コラボすると

メルマガ読者は
けっこう増えます！



オススメ機能一覧

・何度もやるセミナーは「複製」が簡単

※ＨＴＭＬで修正したい場合
「ツール」→「ソースコード」



オススメ機能一覧

・何度もやるセミナーは「定期開催セミナー」も
今後使えるかも。お客様の声を表示可能！

※ＨＴＭＬで修正したい場合
「ツール」→「ソースコード」



質疑応答タイム



有料版と無料版の
違いについて



◆有料版と無料版の違い
有料移行は

リザスト活用して
5000円以上稼げる
ようになってから！
By相馬純平

5,280円 10,560円



ｽﾀﾀﾀｯε=ε=ε=ε┏川´･ω･`川┛




