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集客デザイナー養成講座

2020/4/11（sat）
アジェンダ

デザインから制作～Webマーケティングまで学びオールインワンで
販促を行える市場価値の高いスキルを身に着けましょう！
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13：00～14：00 クライアント獲得事例共有

14：30～ 講義
（業種、業態別導線設計おさらい、シュミレーションシート活用方法、
日報週報記載方法、見込み顧客のリサーチ、等）

16：30 参加者の悩みや共有、ワーク等

17：00 終了

本日のおおまかなスケジュール
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本日のアジェンダ

コンテンツ

・今後の流れの説明（LP制作～広告運用の仕方、日報＆週報シートなど）

・広告運用がスタートした後のグループオンラインMTGについて

・クライアントはWebの販促において基本どう考えているのか？

・オンラインで新規で販促するにあたっての手順

・3つのWeb集客手法の価値基準を理解する

・業種、業態別のオンライン販促方法（リード獲得、物販、店舗＆イベント集客など）
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本日のアジェンダ

・今後の流れの説明
（LP制作～広告運用の仕方、日報＆週報シートなど）

・広告運用がスタートした後の
グループオンラインMTGについて
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今後の流れの説明（LP制作～広告運用の仕方、日報＆週報シートなど）

・クライアントがいる方は・・・【クライアントワーク】

・自分の事業やコンテンツを持っている方は・・・【自社コンテンツ】

・クライアントがいなくて

自分の事業がない場合は・・・【アフィリエイト】
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今後の流れの説明

【クライアントワーク】

・運用型広告における契約の取り方
・予算割り概念
・契約書の締結方法
・素材の有無（LPの有無、写真や動画の有無、GAやその他広告アカウントの有無）
・請求書の出し方について（LP制作、広告運用）

◆LPなどがない場合

→ 制作を行う（制作見積もりも出す）

◆LPなどがある場合

→ 広告運用の準備を行う
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クライアントの制作依頼のタイミング

クライアントがサイトを制作依頼するタイミングは、、、

・新規の案件として事業を立ち上げる際 または サイトのリニューアル

新規の案件が圧倒的に多い！！

ですが実は、、、、

サイトを依頼する際には集客手段を考えていないことがほとんど、、、

・なるべく広告費をかけずに集客したい

・SNSやブログ、動画（YouTube）で新規顧客を獲得していきたい

・またはHPやLPを作れば新規問い合わせは勝手に集まってくる、、、？
といった勘違いしている人がまだいる？？？

そんなときは考えを改めてあげてください！！
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クライアントへの提案の仕方

制作見積書をお送りする際に、、、

「制作納品後のWeb広告運用まで御受けさせてもらえ
るなら制作費は少しお値引きできますよ！」

実際は普段より少し高めの見積もりを
値引いた形でOK！⇒通常通り

◆キラートーク集

実際、HP（またはLP）が出来上がったとしてもその場所を知られなければ砂漠
の真ん中にお店を構えたようなものなので、その場所を知らせてあげる必要あり
ますよね？

うちに任せてもらえれば広告運用とHP（LP）の修正・改善もセットで
スピード感もって対応できます！しかも広告運用セットで依頼していただけた場
合はサイトの修正費用もかかりません※

制作費＆広告運用代行費のお見積を出してあげてください！！
（もしくは分けて出してあげる）



09

クライアントの案件の適正な月予算の算出方法

月のWebの広告予算割の算出方法は、、、

客単価（継続率含む：LTV 顧客生涯価値）×Web販促費率（5～10%） =  1件あたりの適正顧客獲得単価

例：スクールビジネスをしているクライアントで月額料金（月謝）が9000円でだいたい3年ほど通ってくれるところ

9000円×36ヶ月（3年）= 324,000円

324,000円 × 0.05 = 16,200円
324,000円 × 0.1   =  32,400円

つまり16,200～32,400円がWebでかけられる1件あたりの顧客獲得単価（CPA）となります！

月に5～10件CV（コンバージョン）が欲しい場合は、、、

16,200～32,400円× 5～10件 =   81,000～324,000円の月額広告費を用意する必要がある！！

ということを伝えるべき！！！
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クライアントの案件の適正な月予算の算出方法

Web広告費パフォーマンスシュミレーションの作成方法
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・御見積書ひな形

・ヒアリングシートひな形

・シュミレーションシートひな形
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今後の流れの説明（LP制作～広告運用の仕方、日報＆週報シートなど）

【自社コンテンツ】

・コンセプトを決める
・見込み顧客のリサーチ～切り口選定～LP反映
・広告出稿準備～広告出稿～サイト解析
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今後の流れの説明（LP制作～広告運用の仕方、日報＆週報シートなど）

【アフィリエイト】

・案件選定～リサーチ～記事LP制作～広告出稿～サイト解析
・記事LPとは？挟むべき理由など

▲ 商品 ▲ 記事LP ▲ 商品LP
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今後の流れの説明（LP制作～広告運用の仕方、日報＆週報シートなど）

【クライアントワーク】

【自社コンテンツ】

【アフィリエイト】

→ LPが出来上がって広告出稿する準備ができた時点で
オンラインで毎週MTGを行っていくための
グループ分けを行います。

その後、広告運用スタートしたら日報＆週報を記載してもらいます。

目標としては3月中には準備（広告出稿まで）が
整っておくことが理想！
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・日報＆週報シートひな形

・週報提出文章ひな形
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広告運用がスタートした後のグループオンラインMTGについて

基本は2～3人で毎週定期の時間帯を決めて、約40～60分ほどで
ZoomにてオンラインMTGを行っていきます。

▲ ZoomでのMTG ▲ 日報＆週報シート
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・日報＆週報シートひな形

・週報提出文章ひな形
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3つのWeb集客手法の価値基準を理解する

業種、業態別のWebマーケティングの導線設計
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3つのWEB集客手法の価値基準を理解する

情報的価値

SNSPPC SEO

人間的価値

相手のニーズに合わせる 相手を導いていく
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アクセスの集め方にも手順がある

SNSPPC SEO

メリット：
即効性あり、早い段階で正解がわかる
上位表示され、ターゲットニーズに
寄り添うためCVしやすい

デメリット：
予算＆資金とキャッシュフロー

メリット：
資金がかからない、良質コンテンツ
の場合、長期的に上位表示される

デメリット：
効果が出るまで時間がかかる
正解がわからないまま作業を行う

メリット：
資金がかからない、拡散されれば
沢山のリーチとアクセスが生まれる

デメリット：
誰が何を発信しているのかが重要
自動化が難しい

コンバージョンした
キーワードと広告文を

LPに反映させる
LPの最適化を繰り返して
より高い成約率を狙う

CVしたキーワードと広告文を
内部施策としてコンテンツに

盛り込んでいく

CVしたコンテンツを
発信していく
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業種、業態別のオンライン販促方法

（リード獲得、物販、店舗＆イベント集客など）

業種、業態別のWebマーケティングの導線設計
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・B to Cの場合

・B to Bの場合

業種、業態別のWebマーケティングの導線設計
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B to C 

業種、業態別のWebマーケティングの導線設計

・個人事業主、講師、コンサルタント、士業など
・高額、検討期間が長いもの（リフォームや不動産など）

イベント、セミナー、勉強会
など

SNS

PPC

SEO

▼LP（ランディングページ）

リスト取りLPなど

顧客教育型ステップメール構築

イベント会場
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B to C

業種、業態別のWebマーケティングの導線設計

PPC

▼フェイスブック広告

▼インスタグラム広告 リード獲得
（リスト取りLPなど） 診断系LP

ホワイトペーパーDL系LP

・個人事業主、講師、コンサルタント、士業など
・高額、検討期間が長いもの（リフォームや不動産など）
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業種、業態別のWebマーケティングの導線設計

・中小企業のサービス（求人系含む）、物販、ECサイトなど

SNS

PPC

SEO

▼LP（ランディングページ）

or

記事LP

B to C
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B to C

業種、業態別のWebマーケティングの導線設計

PPC

▼フェイスブック広告

▼インスタグラム広告

動画クリエイティブ×SNS広告（FB、インスタ）

Bouncy（バウンシー）を参考に
BONIQ等

認知があまりないサプリなどの健康食品

→ 取り上げた風クリエイティブ×記事LPなどを挟むパターン

▲補完的に指名検索のキーワードでのリスティング広告（serch）、
リマケとしてディスプレイ広告

・中小企業のサービス（求人系含む）、物販、ECサイトなど
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業種、業態別のWebマーケティングの導線設計

・商圏が限られている実店舗など

SNS

PPC

SEO

▼LP（ランディングページ）

or

コーポレートサイト

・問い合わせ
・入会、購入、申込み等

B to C
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B to C

業種、業態別のWebマーケティングの導線設計

PPC

・一般キーワード、指名系（ブランドワード）キーワード
でのリスティング広告（serch）中心、補完的にディスプレイ広告

【会員ビジネス】

スクール系や月謝が発生するものなど

→ LTVがわかりやすい
→ 広告費が算出しやすい

【非会員ビジネス】

飲食店など客単価が低くリピートがわかりづらいもの

→ 広告を打つなら単価を引き上げる
コンセプトメイキングが必要

→ 食べログ、SNS戦略、MEO施策、
プレスリリースなどが優先。動画などを作成し、
補完的に広告（認知、ブランディング）

▼グーグル広告

▼ヤフー広告

・商圏が限られている実店舗など
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業種、業態別のWebマーケティングの導線設計

サービスなどがわりづらく、顧客の母数が少ない場合

▼LP（ランディングページ）

or

コーポレートサイト

B to B

PPC

▼フェイスブック広告

▼インスタグラム広告

▼動画クリエイティブ

ホワイトペーパーDL系LP

▲補完的に指名検索のキーワードでのリスティング広告（serch）、
リマケとしてディスプレイ広告

※FB広告のリード獲得広告もあり
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オンラインで新規で販促するにあたっての手順

全体像と手順
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インターネット集客における全体像と手順

３.・・・テストマーケティングのためのLP制作

４.・・・Web広告によるランスルーと答えをヒアリング

１.・・・コンセプトメイクが成功要因の7割を占める

２.・・・Webマーケティングにおける3Ｃ分析の手順とリサーチ方法

５.・・・取れたデータを元にLPを最適化し、最強のLPを作る

６.・・・CVを爆発させるためのLP外部発注

７.・・・アクセルを吹かすタイミングと広告予算追加、他オフライン施策等

【クライアントワーク・自社コンテンツ編】
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インターネット集客における全体像と手順

３.・・・熱量を引き上げて鉄板の導線を知るための記事LP作成

４.・・・Web広告によるランスルーと答えをヒアリング

１.・・・商品案件選定が成功要因の7割を占める

２.・・・Webマーケティングにおける3Ｃ分析の手順とリサーチ方法

５.・・・取れたデータを元に記事LPを最適化し精読率＆誘導率を上げる

6.・・・アクセルを吹かすタイミングと広告予算追加、他横展開等

【アフィリエイト編】
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共通点としては・・・

共通の手順

・クライアントサービス（または案件選定した商品またはサービス）

のリサーチと業界の理解

・それを必要としている見込み顧客のリサーチと
ニーズ母数の把握とアプローチする切り口の選定

・その情報をLPに反映させていく

・少額でテストマーケティングとして広告配信

・取れたデータをもとにLPを修正、改善していく
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1. コンセプトメイキングが
成功要因の7割を決める
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インターネット集客における全体像と手順

３.・・・テストマーケティングのためのLP制作

４.・・・Web広告によるランスルーと答えをヒアリング

１.・・・コンセプトメイクが成功要因の7割を占める

２.・・・Webマーケティングにおける3Ｃ分析の手順とリサーチ方法

５.・・・取れたデータを元にLPを最適化し、最強のLPを作る

６.・・・CVを爆発させるためのLP外部発注

７.・・・アクセルを吹かすタイミングと広告予算追加、他オフライン施策等

【クライアントワーク・自社コンテンツ編】
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インターネット集客における全体像と手順

３.・・・テストマーケティングのためのLP制作

４.・・・Web広告によるランスルーと答えをヒアリング

１.・・・コンセプトメイクが成功要因の7割を占める

２.・・・Webマーケティングにおける3Ｃ分析の手順とリサーチ方法

５.・・・取れたデータを元にLPを最適化し、最強のLPを作る

６.・・・CVを爆発させるためのLP外部発注

７.・・・アクセルを吹かすタイミングと広告予算追加、他オフライン施策等

【クライアントワーク・自社コンテンツ編】
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なぜコンセプトメイクが重要なのか？

顧客単価・利益率が低い案件をweb広告で回しても赤字になる可能性がある。
キャンペーン立案というよりは、自社にとってのウリとなるような企画やメニューを
作り、そこをマネタイズするような形で考える。

例：〇〇特化～ 〇〇限定の～ 〇〇は日本唯一の～ 〇〇＋体験（イベント）企画など
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コンセプトメイクの効果事例①

しっかりとコンセプトメイクを行うとどうなるか？

【業種・業態】
麻布十番にある日本酒が揃っている飲食店

【商圏内の競合】
港区界隈では数十件。

【ウリとなる商品と客単価】
コラーゲン鍋（2000～3000円）

【今までの広告出稿媒体】
ホットペッパー＆食べログ等

【コンセプトメイクの為のヒアリング】
顧客へのヒアリングとペルソナから日本酒の酒蔵や
マリアージュする食事などにも関心

【結果】

酒蔵を廻り文化と歴史と学びながら懇親会会場をお店に設定
酒蔵見学ツアー 19800円 定員20名
それ専用のLPを作成し、FB広告にて配信＆完売。

現在は3ヶ月に1回の開催
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コンセプトメイクの効果事例②

しっかりとコンセプトメイクを行うとどうなるか？

【業種・業態】
学芸大学にある整体院

【商圏内の競合】
半径5km圏内に２０～３０店舗ほどの激戦区

【ウリとなる商品と客単価】
施術料金 ３０００円前後

【今までの広告出稿媒体】
スポットでのリスティング広告とエキテン等

【コンセプトメイクの為のヒアリング】
顧客へのヒアリングの中でスポーツ好きが多く、
特にゴルフ属性が多いことに気づく

【結果】

ゴルフ障害専門、改善率91.4% 腰痛にならない運動療法指導
としてゴルフをやられている方でゴルフファー特有の腰痛、頚部痛、
ゴルフ肘などに特化した施術プログラムを作り、
それをそのままLPにおこしリスティング広告を出稿。
客単価 8000～9000円に設定 単月での新規顧客獲得数 2.2倍増
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2. Webマーケティングにおける3Ｃ分析の手順と
リサーチ方法
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インターネット集客における全体像と手順

３.・・・テストマーケティングのためのLP制作

４.・・・Web広告によるランスルーと答えをヒアリング

１.・・・コンセプトメイクが成功要因の7割を占める

２.・・・Webマーケティングにおける3Ｃ分析の手順とリサーチ方法

５.・・・取れたデータを元にLPを最適化し、最強のLPを作る

６.・・・CVを爆発させるためのLP外部発注

７.・・・アクセルを吹かすタイミングと広告予算追加、他オフライン施策等

【クライアントワーク・自社コンテンツ編】
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インターネット集客における全体像と手順

３.・・・テストマーケティングのためのLP制作

４.・・・Web広告によるランスルーと答えをヒアリング

１.・・・コンセプトメイクが成功要因の7割を占める

２.・・・Webマーケティングにおける3Ｃ分析の手順とリサーチ方法

５.・・・取れたデータを元にLPを最適化し、最強のLPを作る

６.・・・CVを爆発させるためのLP外部発注

７.・・・アクセルを吹かすタイミングと広告予算追加、他オフライン施策等

【クライアントワーク・自社コンテンツ編】
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顧客分析

顧客のニーズを明らかにし、ど
のニーズをターゲットにするの
かを決めるための材料を集める
こと

競合分析

ターゲットとする顧客ニーズに
対して競合がサイト上で何を、
どのような表現でアピールして
いるのかを丸裸にすること

自社分析

競合分析の結果を踏まえて、自社
が打つべき対策を立てること

WEBマーケティングにおける3C分析は分析を行って、
後出しのじゃんけんを行って、

少なくとも「あいこ」か「確実に勝つ」サイトや広告施策を取る！

なぜ3Ｃ分析が必要なのか？

WEBマーケティングには手順があり、3C分析にも手順があり、
戦略的から戦術的に3C分析を行うには以下をおさえていきます。
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3Ｃ分析の重要性

1. 3Ｃ分析

Company・・・・自社

Competitor・・・競合

Costmer・・・顧客

※直接競合と間接競合の存在確認
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3Ｃ分析の重要性

3Ｃ分析の手順

「顧客分析」

↓
「自社分析」

↓
「競合分析」
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サービスや商品を
売るため（成約）のリサーチ
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一番最初にやるべきは
「リサーチと設計」

1.  ニーズリサーチ

2. 3C分析

3. ペルソナ設計

ターゲットのニーズに関するリサーチ

顧客・市場・競合の3つの観点から自社のポディションを洗い出す

ターゲットの人物像を明確にします。
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サービスや商品を
売るため（成約）のリサーチ
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ターゲットに対しての切り口リサーチ

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved

◆見込顧客に対してのリサーチ項目

・悩みは（解決したい問題は）？
・悩みに隠れた感情
・悩みの原因
・失敗談
・悩み以外の興味は？
・原因
・解決策は？
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ターゲットに対しての切り口リサーチ

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved

◆見込顧客に対してのリサーチ項目

・悩みは（解決したい問題は） ？
・悩みに隠れた感情
・悩みの原因
・失敗談
・悩み以外の興味は？
・原因
・解決策は？
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ターゲットに対しての切り口リサーチ

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved

悩みの裏の感情を見つけるテクニック

快楽を得る 痛みを避ける
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ターゲットに対しての切り口リサーチ

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved

キーワード＋感情で検索

etc ダイエット、薄毛

怒り：ムカつく、殺意、悔しい、不愉快、不機嫌

悲しみ：哀れ、みじめ、虚しい、残念、失望、がっかり

恥：屈辱、情けない、かっこ悪い、みっともない

驚き；衝撃、慌てる、予想外

憎しみ：嫉妬、見下す、うっとうしい

恐怖・不安：心配、不気味、青ざめる

※自分の感情だけではなく、相手が感じる感情キーワードもアリ

etc デブ＋ウザイ
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リサーチするべきサイトやリサーチの仕方

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved

・商品LP、ライバル商品LP
・Q＆Aサイト、コミュニティ、
・掲示板（知恵袋、教えてgoo、発言小町、お悩み掲示板、
ガールズチャンネル、ガールズトーク、ミクル、etc）

・アンケート募集サイト（ミルトーク）
・書籍、雑誌 書店やdマガジン等
・家族や知人、友人の経験
・自身の経験

【掲示板を見つける方法】

悩み単語＋掲示板
悩み単語＋BBS
悩み単語＋コミュニティ
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リサーチするべきサイトやリサーチの仕方

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved

アンケート募集サイト（ミルトーク）
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原因と解決策のリサーチ

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved

「知らなかった！」「実は間違いなの！？」
という読み手にとって斬新な情報を探る

・TV番組（you tubeで 「ホンマでっか腰痛」、「試してガッテン」）
・新聞記事（先生の話、研究成果、”健康 日経”検索）
・論文（”健康 研究””健康 論文”）
・専門家のHP（All Aboutなど）
・書籍、雑誌
・商品LP、ライバル商品LP

https://www.youtube.com/watch?v=MtCUYo591Dw

▲ ALL ABOUT▲ 試してガッテン

https://www.youtube.com/watch?v=MtCUYo591Dw
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リサーチした情報をまとめるツール

▲マインドマップ ▲マンダラート
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3Ｃ分析の重要性

マインドマップツール：XMind

http://jp.xmind.net/

http://jp.xmind.net/
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ターゲットに対しての切り口リサーチ

Copyright (C) WINNINGFIELD.LTD.All Rights reserved

マンダラート
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リサーチが出来ていると
切り口がたくさんできやすい


