
自宅に居ても売上を
伸ばし続けるには？

Chilax Systems 藤丸 初美

（実践例付き）



注意点
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• この資料は後でお渡しします。

ただし、転載・転用は禁止です！

• この講座は特典で個別相談が

ついています



注意点
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• 講座開始後、発言する方以外はマイクを

ミュートにしていただきます。

• 講座の途中で質問したい事が

ある場合チャット機能でお知らせください。



みなさまの自己紹介

お名前

お仕事

コロナで困ったこと、オンラインで困ったこと（あれば）



藤丸 初美

Fujimaru Hatsumi

ITコンサルタント

中小企業向けソフトウェア開発にてプログラマー → アパレル販売員 → ロサンゼルスにてベビーシッター

→ 建築関係企業にて社内システムエンジニア

Chilaxsystems.com

ホームページ

hatsumi_itms_chilax0911

Instagram

はつみチャンネル

YouTube



アジェンダ
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Zoom講座

Web講座（オンラインスクール）

オンライン販売自動化



アフターコロナの今やるべきことは…？
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今ある経験や知識を

オンライン化！！！！

ずばり！！



なぜなら

見込み客はまだ外出を自粛しており時間がある

新しい知識を身に着けて今の環境から脱却したい人が増える！

確実にオンラインで何か学びたいという人は増える！



今すぐにできる事（実践例A）

直接会って指導していたダンススクールを

Zoomで

1回（30分）1,000円で指導

内容

• PayPalビジネス（事前申請が必要）

• PayPayビジネス（事前審査あり）

集金

• Facebook

• Instagram

集客

Zoomレッスンを収録し、終了後に動画を

YouTubeへ限定公開でアップロード。

レッスン参加者にその動画のURLを配布。

工夫



今すぐにできる事（実践例B）

マンツーマンのパーソナルトレーナーが

Zoomにてオンライングループトレーニング

1回（1時間）¥4,000

回数券購入で割引に！

内容

• LINE PAY（個人アカウント）

集金

• Instagram

• 興味がありそうな方へ直接LINEでお知らせ

集客

一度参加してくれた人には専用の公式LINE

への友達追加を呼びかけ、次回からのレッス

ンお知らせを簡単に！

工夫



その他周りでZoom化している講座

Zoom料理教室

Zoom英会話レッスン

栄養学、薬膳、メイク、占い、ジャグリング、ボイトレ

案外どんな分野でもZoom化が可能！



Zoom講座に参加して分かったこと

その単発のレッスンや講座で収益化するのは難しいが、顧客とのコミュニケーション

になり、新規客開拓、リピーター化へ繋げることが可能！

実践例のどちらも顧客はしっかり集まっている！

会えなくてもなにか学びたい人は多い！

実践例に出した2名はどちらも決してPCが得意ではなかったが、

周りに使い方を聞いて、テストを何度も繰り返し、実際お客さんを集め実施するまで

行動がとても速かった！！

→誰でもやればできる！



Zoom講座を実施する時のポイント

Zoomの使い方は調べて、テストしておくこと

無料で3人以上でZoomが使用できるのは40分まで！それを超える講座を

実施する場合は有料プラン（2000円/月）に入るか、途中で切れる旨を参加者

に伝え、再度招集できる環境を作っておくこと

カメラの位置と照明は大事！必要な場合は機材をそろえる事。

また、参加者をしっかり見たい場合には大きなモニターと接続すると便利！

講座はレコーディングすること！後々使える可能性がある。

参加者に許可を取るとなお良し！



Zoom講座を実施する時のポイント

話すとき以外は全員ミュートにする

せっかくライブなので、参加された方に一言ずつお話してもらいコミュニケー

ションをとる時間を作る

講座の質問や意見はチャット機能を使って発言してもらう。また、あとでチャッ

トに対して主催者が回答する時間を作る。

インストラクターのグループレッスンなど主催者のビデオを大きく表示させて

ほしい時はカメラの固定機能を利用する



しかし、Zoomの単発講座はいわゆるフロント講座…

フロント講座（商品）とは、本当に売りたい講座や商品を売る前に、

安価に講座や商品を提供し

見込み客の興味を惹きつけるもの！

さらに収益化するにはどうしたらいいのか？



収益化するには？

Web講座（オンラインスクール）を構築する！

Web講座が売れる仕組みを作る！



アジェンダ

17

Zoom講座

Web講座（オンラインスクール）

オンライン販売自動化



Web講座（オンラインスクール）とは

定義は色々あると思いますが

私が指すWeb講座（オンラインスクール）とは

講座を購入した人のみが見ることができる

Webページ上にカリキュラムに沿った動画、資料、音声などがあり、

購入した人はそのページを見ることで学ぶことができるもののこと。



Web講座 例１



Web講座 例１



Web講座 例２



Web講座 例３



こんなWeb講座を自分で作るには？

自分の知識を整理する

ターゲットを明確にし、見込み客が必要なもの、欲しいものを考える

カリキュラム作成、章立て、レッスン、台本を作る

動画の撮り方を学ぶ、撮る必要機材を知る、購入する

動画編集ツールで編集する

資料を作る

Webページを作る

カリキュラムごとの動画と資料をアップロードする



Web講座を1人で作るのは
正直、結構大変です！

また、作ったからと言って
売れるわけではありません！



アジェンダ
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Zoom講座

Web講座（オンラインスクール）

オンライン販売自動化



売れる仕組みを考える

オンライン販売自動化の
お話の前に

そもそもコンテンツを対面で
販売している人の多くは
こんなやり方をしています



名刺交換 個別アプローチ フロント講座開催 バックエンド販売

現在の集客～販売

異業種交流会



異業種交流会

多くても出会えるのは30人くらい

どんな人が来るか分からない

毎回会費が3,000円以上はかかる



名刺交換・お礼メール

大量の名刺を管理

たくさんの方にお礼メール

個別に会うために時間を調整



個別アプローチ

見込み客か分からない人にアプローチ

交通費やカフェ代などさらに経費がかかる

時間がかかる



フロント講座開催

場所をとったりお知らせしたり準備が大変

集客しなくてはいけない

場所代、交通費ももちろんかかる



バックエンド販売

個別に時間調整が必要

断りにくい雰囲気を作ってしまう



そもそも、なぜこんな作業を
するのだろう？



顧客の心理プロセスAIDMAに基づいている
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購買決定
プロセス

注目
（Attention）

興味
（Interest）

欲求
（Desire）

記憶
（Memory）

行動
（Action）

心理段階 認知段階 感情段階 行動段階

消費者の
心理状態

知らない
知っているが
興味はない

興味はありが欲
しいとは思って
いない

欲しいと思うが
動機がない

動機はあるが買
う機会がない

コミュニケー
ション目標

認知向上 評価育成 ニーズ喚起 動機の提供 購買機会の提供



名刺交換 個別アプローチ フロント講座開催 バックエンド販売

現在の集客～販売

異業種交流会

A（注目） I（興味） D（欲求） M（記憶） A（行動）
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オンラインで置き換えるなら？



ランディングページ LINEステップ配信 販売用LP 決済ページ

自動化した集客～販売

Facebook広告

名刺交換 個別アプローチ フロント講座開催 バックエンド販売異業種交流会

A（注目） I（興味） D（欲求） M（記憶） A（行動）



Facebook広告
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3,000円でターゲティングした2,000人にアプローチ

どんな人が興味を持っているかAIが自動測定

一度設定したら放っておいてOK



ランディングページ

興味がある人しかクリックしない

同じ話を何度もしなくていい

一度設定したら放っておいてOK



LINEステップ配信

お客様へ無料で情報提供

シナリオを作っておいて信頼構築

一度設定したら放っておいてOK



販売用のLP

商品の魅力を存分に伝えられる

直接売り込む訳ではないので気まずくない

一度設定したら放っておいてOK



決済ページ

クレジットカード決済を可能にし分割を受付られる

お客様の好きなタイミングで購入が可能

一度設定したら放っておいてOK



自動化の要素

注目

Facebook

Instagram

広告

YouTube動画

ホームページ

興味

ランディング
ページ

欲求
記憶

LINE公式
アカウント
運用

LINEステップ
配信

行動

販売用LP

決済ページ



各段階のアプローチ
アイディア集

具体的！



各段階で使えるもの

とにかくたくさんの方に
見てもらう

興味がある方に見てもらう 自分のファンだけに見てもらう

• Facebook（個人）
• Instagram投稿、ス
トーリー

• Instagramライブ配信
• YouTube（一般公開）

• Zoom（セミナー、グ
ループレッスン）

• LINE公式アカウント
• Facebookグループ
ページ

• YouTube（限定公開）

• Zoom個別相談
• ランディングページ

各段階でアピールの方法が違う。
変なタイミングで販売へ持って行かない事！

お客さんに引かれてしまう

販売



とにかくたくさんの方に見てもらう

• Facebook（個人）

• Instagram投稿、ストーリー

• Instagramライブ配信

• YouTube（一般公開）

配信先

• マニアックすぎる内容は配信しない

• 聞いた人がへぇ～となる程度の専門知識をたま

に配信する

• 人柄が伝わるようなプライベートな内容も投稿

する（家族のこと、料理など）

• 投稿するばかりでなくフォロワーさんへコメント

やいいね！をすることで相手とコミュニケーショ

ンをとる

【例】健康的なご飯をつくったよ～運動した後は良

質なタンパク質をとるといいんだよ☆

アプローチ内容



興味がある方に見てもらう

• Zoom（セミナー、グループレッスン）

• LINE公式アカウント

• Facebookグループページ

• YouTube（限定公開）

配信先

• 無料で専門知識を教える

• 基本的な事から少しずつ教えるつもり

で！

• 前段階で興味がありそうな人に呼び掛け

て、限定された人のみに知識を公開する

【例】5日間でプリッとしたお尻を作る無料

トレーニング

アプローチ内容



自分のファンだけに見てもらう

• Zoom個別相談

• ランディングページ

配信先

• 前段階でさらに興味を持っている人だけを誘導す

る

• ここでは最終的に売りたいもののセールスを行う

• 見込み客が直面している問題に共感し、それを解決

する方法があるという流れでセールスをする

【例】筋トレを頑張っているのになかなか思い通りの体

になりませんか？実は、多くの人が筋トレに関して間

違った認識をしています。私が正しい筋トレの方法を

教えます。

アプローチ内容



オンラインで販売できるようにするには？

 見込み客が購入するまでのストーリーを明確にし、戦略を立てる

 コピーライティングを学ぶ

 ランディングページを作る

 画像を作成する

 オンライン決済の登録をする

 オンライン決済ボタンをランディングページに埋め込む

 特定商取引法に基づく表記をする

 Facebook広告を出す

 LINE公式アカウントのアカウントを作成する

 Lステップのアカウントを作成する

 ステップ配信のストーリーと各メッセージの目的を決める

 フロント講座やオファー（無料プレゼント）の内容を決める

 限定公開動画を撮影、編集、アップロードする



Web講座作る
そしてオンラインで売るには
様々な手間がかかります



また、事業内容によって
どんな方法で販売するのが
向いているかが変わります。

無料個別相談の際にそれぞれに
ぴったりの方法をお伝えします。



講座は以上です。
ご清聴ありがとうございました。

講座に関するアンケートと
無料個別相談の日程希望の
フォームをお送りしますので
ご回答宜しくお願い致します。


