
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ではメルマガが不動の最強集客術



メルマガ・ステップメールの基本

◆メルマガは読者を増やすのが大変…

・お店でコツコツ啓蒙活動
・ブログやＨＰで案内

「お得情報が届きます」
では増えない！



メルマガ・ステップメールの基本

◆メルマガ 読者を増やすのが大変…

お得情報

＝売込みだから。



メルマガ・ステップメールの基本

◆メルマガ 読者を増やすには…

登録することで
得られるメリットが必要
例）何かを学べる、安く買えるなど



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（設定した順番で届くメルマガ）



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＆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！



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



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



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



メルマガ＆LINE公式集客

それでＯＫ

メルマガやLINE公式って、
ちゃんと読んでもらえないんじゃないの？



メルマガ＆LINE公式集客

・いかに思い出してもらえるか

・必要な時まで繋がっていられるか

・リストの数が年収に直結していく

◆リストマーケティングの大原則



メルマガ＆LINE公式集客

読者３００人

読者１０００人

→ 集客に困らなくなる

→ お金に困らなくなる

１リスト年収1万円といわれています。

◆メルマガ、LINE公式の登録者数 ＝ 見込み客の数



◆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、治療院、占い

メルマガ＆LINE公式集客

店舗系職種



◆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



立ち位置

情報系職種向き

先生と生徒
（権威性を出せる）

店舗系職種向き

◆メルマガとLINE公式の違い

身近な存在
（仲良くなりやすい）

メルマガ＆LINE公式集客



主な目的

情報系職種向き

店舗系職種向き

◆メルマガとLINE公式の違い

コミュニケーション
初回購入

メルマガ＆LINE公式集客

信頼構築
長く繋がり続ける

必要となる
タイミングまで
繋がりやすい！

返事も気軽に
貰いやすく

反応も早い！



情報系職種向き

店舗系職種向き

◆メルマガとLINE公式の違い

長文は△
簡潔な発信が◎

メルマガ＆LINE公式集客

発信内容について

「読み物」として
面白いものを書く

長文でも
面白ければOK

文の先頭でなく
末端から先に
表示される…

戻るスクロールが必要



販売力

情報系職種向き

高額サービスも
販売しやすい

店舗系職種向き

◆メルマガとLINE公式の違い

フロント～
１０万円以内向き

メルマガ＆LINE公式集客

特に安価なモノ
であれば反応も
早く面白い！

【売れるの法則】
オファー内容×

認知度×信用度



メルマガorLINE公式で…

フロント・初回購入を
自動化しよう！



情報系職種向き

店舗系職種向き

◆メルマガとLINE公式の違い

リッチメニュー

メルマガ＆LINE公式集客

フロント・初回購入

自動化
ステップメール



情報系職種向き

店舗系職種向き

◆メルマガとLINE公式の違い

リッチメニュー

メルマガ＆LINE公式集客

フロント・初回購入

自動化
ステップメール



メルマガ・ステップメールの基本

◆自動化ステップメール作成のコツ

１、ノウハウさえ書けばいいものではない

２、通常回にはフロント案内を入れない

３、お客様の成果は毎回サラッと入れる

４、最終話は販売記事！フロントに繋げる！

【ノウハウ系】
①前回のおさらい
②実践した人の変化
③今日の本編

【ストーリ系】
追伸にお客様の成果



メルマガ・ステップメールの基本

◆自動化ステップメール作成のコツ

本編で
①プロとしての信頼構築
②サービスを受けるとどうなる

オファーメールで
③フロント申込み自動化
※本編と別に2~3話作る！



メルマガ・ステップメールの基本

◆自動化ステップメール作成のコツ

【最終話＝フロント、ミドルのセールスレター】る！

最終話の反応を上げるのは

それまでの回で如何に【価値】つまり

購入するメリットが伝わっているかどうか



情報系職種向き

店舗系職種向き

◆メルマガとLINE公式の違い

リッチメニュー

メルマガ＆LINE公式集客

フロント・初回購入

自動化
ステップメール



● 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


◆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

→店舗系も高額なサービスの販売にはオススメ情報系職種

サロン、飲食、教室、物販、治療院、占い

→情報系も濃いファン向けには非常にオススメ

メルマガ＆LINE公式集客

店舗系職種



メルマガ＆LINE公式集客

店舗系職種（サロン、飲食、教室、物販、治療院、占い）

の、メルマガ活用術

→ 高額サービスの販売にはオススメ
= 養成講座や特殊なコースの販売



メルマガ＆LINE公式集客

店舗系職種（サロン、飲食、教室、物販、治療院、占い）

の、メルマガ活用術

LINE公式は一般客向けに！
メルマガは養成や資格講座向けに！



メルマガ＆LINE公式集客

情報系職種

の、LINE公式活用術

→濃いファン向けには非常にオススメ
= バックエンド購入者のフォローや

バックエンド購入見込みの方向け

（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、セラピスト）



メルマガ＆LINE公式集客

情報系職種

の、LINE公式活用術

メルマガでバックエンドを案内し、
LINE公式で質問を受け付けるなども◎

（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、セラピスト）

バックエンドに
興味がある人だけの

アカウントを作るのもアリ！



質疑応答タイム







●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






