
ネット集客で成功する人、しない人 

今度こそ、失敗しない「ネット集客」 

＝無料プレゼント 
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◆ネット集客の弱点発見図 

「集客」「成約率」「リピート」…この中のどれか一つでもゼロ（0）がある

と、掛け算なので、合計はゼロになります。 

 

▲どれを強化するか？ ▲サイトや LP の改善 ▲顧客フォローのシステム化 

 

◆ネット集客の本質（＝ビジネスの本質） 

ネット集客は、総合力が必要です。 

アクセス × 成約率 × リピート ＝ 成果 

 2 × 2 × 2 ＝ 8 

 2 × 2 × 1 ＝ 4 

この内の一つでもゼロであれば、成果はゼロです。 

 2 × 2 × 0 ＝ 0 

◆トータルバランス 

ネット集客や、ネット活用がうまく行かないのは、 

トータルバランスがとれていないケースが多いようです。 

 

例えば、ホームページを作ったら、 
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アクセスを集める必要があります。 

問い合わせや購入後のフォローも必要です。 

そして、リピート客になってもらうことで、ビジネスの仕組みが回ります。 

 

ホームページを作るという一部分だけでなく、入り口から出口まで、全体の

流れをしっかり把握した上で運営していく必要があります。 

 

これを忘れて、ホームページ作りだけをガンバッテも成果が出ないのです。 

 

 

◆目標設定 

・目標設定と、それに見合ったコスト感覚、規模感、基準値、スピード感

覚。これを意識しないと、何度チャレンジしても同じところで躓きます。 

ネット集客は、一から十まで全てを一人（自力）でやるのは無理があるかも

知れません。 

 

・ゴールを決めて、そこから逆算して計画を立てます。 

 

◆コンセプト作りが９割！ 

・コンセプトの要素 ＝ターゲット、ベネフィット、サービス名、ノウハ

ウ、独自性、キャッチコピー、「○○な悩みはありませんか？」、解決策、

未来・結果、オファー、限定・無料プレゼント、、、 
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◆誰が正しいのか？ 

・「ネット集客の方法、一体誰の言っていることが正しいのか？」 

複数の専門業者に相談したらそれぞれの意見が異なっていることがありま

す。誰が正しいのかではなく、彼らはそれぞれ何の専門家なのか？ 

 

 

◆素直に実行する力 

・ネット集客について教えてもらう場合、素直に、言われた通りにすぐやる

人の方が、成果は出やすい。 

・お店の店長さんの場合も、素直な店長さんの方が良い結果（売上げアッ

プ）を出していました。 

・絶対的に信頼できる師が一人だけいる、、、というのが理想です。 

・基本に忠実に、、、しばしの我慢、ここが我慢のしどころ、、、 

 

◆データ分析 

・データを分析する時の「基準値」が分からない。 

・現状を何と比較すれば良いのか？ 

・活用しやすいデータの形を考えよう、例えば「ランキング形式」 

・売上げデータだけを見ていても、効果的ではない。 

・少ないデータ量で判断しようとしているのかも知れない。 

・どのくらいの期間のデータを分析すれば良いのか？（月間、週間、毎

日、、、） 

・目標があって、それを達成するためにデータをチェックする。 
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・データのチェックが目的でない。 

・異常値に注目しよう。桁違いの飛躍に結びつくことがある。 

・日々変動するデータをリアルタイムで活用することは、AI に向いている。 

・データ分析が重要だと聞くと、データだけに頼ろうとする。 

・データ集めに必死になる前に、何のためのデータ収集なのかを考える。 

・Google アナリティクスを設置するだけで、その後活用しない。できないケ

ースが多い。 

・BtoC でも BtoB でも、ネットでもリアルでも、相手にするのは、一人の人

間であって、ネットを相手にするのではない。 

・その人の心に訴えなければならない。（心理学的） 

・細やかな親切心があった方が良い。デリカシー（繊細とか、気配り、配

慮）がないとキツイ。 

・Web 制作会社や、広告代理店、システム系など、専門会社に専門外のコト

を期待してはいけない。 

 

 

◆チェックリスト、基準値 

・チェックリストがない。 

・戦略、コンセプト、一位作り、優先順位 

・【アクセス】 × 【成約率（CV）】× 【リピート（LTV）】 

 

 

◆テンプレート 
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・ひな形があると、最適な順序で進めていくことができて、とても効率的で

す。 

・コンセプトの作り方、商品の作り方、LP の作り方、広告文の書き方な

ど、、、 

 

◆ランディングページ（LP）を作る（デザイナー志望）の方へ 

デザインに使う画像素材（有料のもの）探しをしっかりやる。 

トップ画像用だけでなく、背景用、見出しバックなども、、、 

 

◆コレクション 

・気になった広告、POP、DM、LP、Web サイト等のサンプルを集める習

慣。 

・収集方法は、スマホや PC で「スクリーンショット」もあり。 

・ダウンロードして専用のフォルダを作って保存。 

・フォルダーを整理する際、フォルダー名の前に、記号（●▼■◆★）や数

字（00、01、02、03、、、）を付けると上から好みの順に並べることがで

きる。 

 

◆ネットに対する過剰な期待 

・ネット集客を始めると、過剰な期待をしてしまう人が多い。すると、ちょ

っとしたことで、なんだ大したことないじゃないか、、、となり、、、止め

てしまったりする 
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・間違った努力をしていることもあるので、努力する方向性が間違っていな

いかきちんと確かめよう。 

 

◆Facebook 広告などは、1 日 500 円から、、、などと言っている人もいま

すが、実際には 3000 円ぐらいからがデータ判定用には必要、、、2 件の AB

テストなら 6000 円／日ぐらいからがオススメ。思ったよりはお金がかか

る！？ 売上げ目標の 10％～20%の広告費が一般的なので、100 万円目標

なら 10 万円から 20 万円の広告費がかかる。それでも、新聞折込広告などと

比べると、効果もさることながら、効果測定もでき、当初はテストもできる

のでかなり割安。 

 

◆天才 

・ネットで桁外れの成功をしている人の多くは、想像以上に桁外れの努力を

している。オタク系の人が有利。 

 

◆ネットはタダで何でもできる？ 

・ネットはなんでも「無料」でできると思ってはいけない。 

・無料のものは、その代償として時間や手間がかかる事が多い。 

・SEO 対策は無料でもできるが、かなりの時間と労力がかかる。 

・集客のためにブログや、Youtube、SNS を毎日続けるなら、1 年から 2 年

はかかると覚悟しよう。 

・ネットの大量露出とは、例えば Youtube 動画を、1000 本、3000 本、

5000 本投稿すること。かなりの気力、根性、ガッツが必要ですよね。 
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◆ネットの「有料サービス」を上手く活用しよう！ 

・ネット広告は有料だが、時間の節約になる。 

・テストを繰り返すことで、効果的な運用が可能になる。リアルのように一

発勝負の必要は無い。 

・リアル広告と比べると、ネット広告は超安い。それでも、月額 10 万円、

100 万、1000 万円、、、になる。 

・顧客生涯価値（LTV）や最適な目標設定から逆算して広告予算を決めるこ

とができる。 

・キーワード検索向け Google 広告（リスティング広告）、AI が最適なター

ゲティングをしてくれる facebook 広告を使い分ける。 

 

◆デザインにこだわりを持たない方が良い。 

・一生懸命にデザインしたものが良い（売れる）とは限らない。 

・良いデザインかどうかは、テストしてみないと分からない。 

・ネットの良いところは手軽にテストができること。 

 

・Web デザイナーはデザインの専門家、マーケティングの専門家ではない。 

・社長や、役員、上層部の好みでデザインやカラーを決めない方が良い。 

・「お客様視点」が超大事！そのためには客観的なテストをしよう。 

 

◆リスト 

・「見込み客リスト」が大事！ いつでもメールが出せる。営業ができる。 

・先ずはメールアドレスを集める。 
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・メルマガ配信クラウド・サービスの長所は、開封率やメール本文中のリン

ク URL のクリック率の計測ができること。 

・開封率が悪いのであればメルマガのタイトルを改善する。 

・メルマガ本文中の URL のクリック率が低いときは説明文を書き直す。 

・既存客フォローが悪いと、リストが減っていく。反応が悪くなっていく。 

・顧客フォローとは接触頻度。 

・気づきを与えるメルマガ、親切丁寧、分かり易い文章を書こう。 

 

◆全体の流れ（フロー） 

・ネット広告 ⇒メルマガ登録用 LP ⇒ステップメール（又は動画） ⇒個

別相談用 LP ⇒バックエンド、、、という流れがある場合、 

 パーツパーツの目的をしっかり認識すること。 

 例えば、広告の役割は LP に誘導することであって、バックエンドに導くこ

とではない。 

 

◆時は金なり 

・時間の使い方 

・毎日、明日やるべき事を 5～10 個、15 分取って、書いておく。 

・1 日に、やるべき事を 5～10 個となると、1 個は 1 時間以内にできるもの

になる。 

・やるべき事を、30 分～1 時間でできるパーツに分解する。5 時間かかる仕

事は 5 個に分解して、、、5 日間に振り分けたりする。 
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◆ビジネス・コンセプト 

・ビジネスは基本コンセプトが大事、自分の軸がぶれているとダメ 

 

◆ネットの「あるある」 

・たった「一文字」入力ミスをしただけで、ログイン出来ない。ネットの注

意点。 

・パソコンが点かない原因の多くは、電源コードが抜けていること。 

・ログインできない原因の多くは単なる入力ミスが多い。 

・英語で注意喚起のウインドウが出ても読まない？、、、それをメモして、

検索してみると良い。 

・日本人は英語表記があると読まない傾向がある。ホームページのメニュ

ー、その他に英語表記をするのは何故？ 

・Web で何をやっているのか？ 

 お客さんが「これ必要だ！」と感じる瞬間をつくること。 

 

◆タイトル 

・メルマガやブログなどのタイトルは重要。 

 タイトルの役割は「最初の一行」を読ませること。最後まで読ませること

ではない。 

 このように、Web マーケティングでは、それぞれの役割をしっかり把握し

ておくことが大事です。 
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・ブログや、Youtube、メルマガなどのタイトルにキーワードを盛り込むの

を忘れないで！ 

・モノや低価格のものは、EC ショップで売れる。形のないサービスや高額品

は、2 ステップ、DRM（ダイレクト・レスポンス・マーケティング）で売

る。DRM の基本を忠実にやる。 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

デジタルマーケティングの視点で、経営アドバイスをいたします。 

 

株式会社パワーミュージック  代表取締役 堀 達朗 

〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-12-15 tel.03-3364-1891 

info@powermusic.co.jp   http://www.cd-fun.com  

 

【業務内容】 

・ネット集客成功サポート  ・店舗の経営サポート 

・Web サイト制作、ランディングページ制作 

 

ネット集客、ネット活用にお困りの経営者様向け： 

見込み客獲得から、顧客化、ファン化、ホームページ・ランディングページ

制作、ネット広告運用までをトータルサポート、プロデュースします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 


