
5年、10年と続く 
集客と売上を安定させる 
マーケティングの仕組み 

構築セミナー



プロフィール
栃本集客代行オフィス　代表　栃本　常善 

1985年生れ　奈良出身　尾張旭市在住　関西外国語大学卒業 

ダイレクトレスポンスマーケティングを専門にした 
コンサルタント・セールスコピーライター 

妻と息子(1歳)と3人家族 

趣味：スポーツ観戦、フットサル（たまに）、サッカー 

読書（月10冊程度）、週末は子供（1歳の男の子）と遊ぶ 

主な実績 

・ベンチャー系のWebコンサルティング会社で年間トップセールスにはわずかに及ばず2位で表彰される 

・これまで東海地域の200社を超える会社・店舗の売上アップを支援 

・30万人以上の読者がいるダイレクト出版の「ザ・レスポンス」にて、コンサルタントとして独立した 

成功事例としてインタビューが掲載される。 

・京都のネットラジオ局「FM GIG」の「ゆうちゃんのIt’s Your Time」に出演。 

・コンサルタントの平均年商が300万～500万と言われる中、1年で1000万超え。 

・独立時からコンサルした治療院のクライアントがたった4か月で月商210％アップ。 

・マーケティングを学ぶ会員制コミュニティ、「名古屋マーケティング実践会」を1月に立ち上げる 



本日のセミナーでお話することは、、、

✔集客や売上を自在にコントロールする方法 
✔流行りに流されないマーケティングの原則 
✔ファン客化するためのたった2つの秘訣 
✔新規集客を成功させる3Mの原則 
✔ビジネスにおいて最低限抑えるべき3つの数字 
✔マーケティングの仕組みを作るための5つのステップ 
✔小さな会社・お店がマーケティングを成功させる2つの商品とは？ 
✔小さな会社・お店が力を入れるべき3つのメディア 



どっちのビジネスにしたいですか？
売上イメージA
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売上イメージBにするには

毎月しっかりと安定して 
売上を上げられる仕組みが

必要です。



その仕組みが、、、

マーケティング 
なのです。



質問です

マーケティングって何
ですか？



マーケティングって？

市場調査？ 販売手法の事？

顧客の声を聞く事？



“いまだに販売（セールス）とマーケティングを混同し
ている経営者がいるのには驚かされます。マーケティン
グとは、製品やサービスに意味を与える仕事です。製造
部門がつくった製品に、意味を与えて世の中に送り出す

のがマーケティングの役割なのです。”

マーケティング学者 
現代マーケティングの第一人者 

フィリップ・コトラー

マーケティングって？



ピーター・ドラッカーによれば、

”マーケティングの理想は、 
販売を不要にすることである”

マーケティングって？



中小企業におけるマーケティングとは、、、

お客さんから、　　　　　　 

「あなたの会社から商品を買いたいです！」 

と言ってくれる方をたくさん作り、 

他社にはない選ばれる理由を作り、 
「あなたの会社じゃなきゃダメなんです！」と 

言われ続けることです。



では、どうすればそういった 
状態を作っていくことが 
できるでしょうか？



優れた 
マーケティングの例



マーケティングの歴史

マーケティング１.０：製品中心 
マーケティング２.０：消費者志向 
マーケティング３.０：価値主導



マーケティング４.０：自己実現

マーケティングの新時代



ダイレクト 
レスポンス 

マーケティング

マーケティング新時代に最もマッチした手法



ダイレクトレスポンスマーケティング

DRMとは直接反応型の 
マーケティング手法 

の事です。



DRMの最大の特徴は、 
顧客の悩みや欲求を明確にした
上で、相手のベネフィットを 
見せて魅力的なオファーを売る

というのが特徴

DRM（ダイレクトレスポンスマーケティング）



このマーケティング（DRM）を 
実践することで、集客と売上が安定
して上がっていく仕組みを作ること

ができる



多くの小さな会社の社長が抱える悩み

✔毎日色々な電話営業や情報が飛び交って、何に投資した
ら良いか判断がつかない 
✔ホームページを作ったけど、思ったような反応がない 
✔お客さんが増えれば増えるほど自分が忙しくなるだけ 
✔人材採用がうまくいかない 
✔毎月の売上が安定しないので、まとまった投資をするこ
とができない



中小企業の経営で絶対にやってはいけないこと

✔”1つ”のものに依存している（施術、集客方法、業者、人材
など） 
✔広告代理店やSEO会社、ホームページ制作会社など
といった業者だけに頼っている（自社で集客をしていない） 
✔顧客管理をしていない 
✔顧客へのフォローを一切していない 
✔新規のお客さんばかり追い求めている 
✔なんとなく口コミ・紹介だけで経営している



またここで一つ質問です

あなたのビジネスにおいて、、、 

最も重要な“資産”とは？



ビジネスにおける最も重要な資産とは、、、

“顧客リスト” 



最も基本的な売上の構成要素

売上を上げる公式

客数×購入単価×購入（来店）回数

100人×2000円×3回　＝　600,000円 
100人×3000円×3回　＝　900,000円 
100人×3000円×4回　＝　1,200,000円



最低限この3つの数字は必ずチェックする

リード 
コンバージョン 

ライフタイムバリュー



リードとは

見込み客（新規顧客）の数



コンバージョンとは

新規顧客の数（顧客転換数） 
※業種によってはリピートで顧客転換と判断する



LTV（ライフタイムバリュー）

顧客生涯価値 

一人あたりの顧客がどれだけ 

売上をもたらしてくれているか



ほとんどの経営者が把握していないのが、、

ライフタイムバリュー 

年商5000万に満たないお店は、 

まず3か月、6か月のライフタイムバリューを計算してみてくだ
さい。 

計算方法は、その期間内での総売上÷顧客数 
（細かく計算する必要はなく、目安として知っておいてください）



これがわかることによって、、
✔新規顧客を一人獲得するごとに、3か月、6か月後に
どれくらいの売上になるかを予測することができる。 

✔一人獲得するのに使える広告費の限界値がわかる。 

✔ライバルより多く広告費を使っても、利益を上げられ
るようになる



マーケティングの仕組みを
作るための5つのステップ 



ステップ1　 
理想の顧客を明確にし、ペルソナ化する 

ステップ2　 
理想の顧客のことを深く理解する 

ステップ3　 
強み・USPの明確化 
ステップ4 

ペルソナに対して訴求するメッセージを決める 
ステップ5 

ペルソナに対してメッセージを発信するメディアを選ぶ

マーケティングの仕組みを作るための5つのステップ



ステップ1　理想の顧客を明確にし、ペルソナ化する

ワーク① 
どんなお客さんと付き合いたいか？ 

逆に、どんなお客さんとは付き合いたくないか？ 

理想の顧客を、 
ある特定の1人に偶像（ペルソナ）化する



ステップ2　理想の顧客のことを深く理解する

ワーク② 
信念 

何を信じているのか？あなたの商品や業界に対して、または自
分の問題をどう考えているのか？ 

感情 
何にイライラしているのか？どんな悩み、不満を持っている

か？　どんな感情がその人を占めているか？ 
欲求 

何を欲しているのか？目標や夢は？そのためにどんなサポート
が必要か？



ステップ3　強み・USPを明確にする
ワーク③ 

先ほどのワークで行った理想の顧客が 
抱いている感情や欲求に対して、 
こちらがしてあげられることは？ 
何か約束できることはないか？ 

そして、いつ、その約束を達成できるのか？ 

別に独自の”強み”じゃなくていい。



ステップ4　ペルソナに対して訴求するメッセージを決める

AIDAの法則に従って、 
伝えなければならない内容を当てはめて、 

構成を作ってみる。



AIDAの法則(消費行動プロセス)

注意（attention）

興味（interest）

欲求（desire）

行動（action）

お客さん側の視点 会社側の視点

知ってもらう

興味・関心を持ってもらう

欲求を掻き立てる 
価値に共感してもらう

予約・来店・購入



ロバート・コリアーの原則

セールスコピーで有名なロバートコリアーの言葉 

『見込み客がすでにしている頭の中の会話に忍びこめ』 



会話に忍び込む例

例えば、 
「夕飯のおかず何にしようかしら・・・」 

と考えている夕方の主婦に、 

「夕飯のおかず何にしようか悩んでいませんか？」 

というキャッチコピーは、自然に注意を引きます。



スモールビジネスや中小企業の 
広告のメッセージ（キャッチコピー）に 
クリエイティブやセンスはいらない。 

どれだけ顧客のことを理解しているか 

がとても重要！！



ステップ5　ペルソナに対してメッセージを発信するメディアを選ぶ

あなたのペルソナは、 
どのようなメディアを見るか？ 

あなたのペルソナは、 
どのようなライフスタイルを送っているか？ 

あなたのペルソナは、 
来店・購入するまでにどのような行動をするでしょう

か？



新規集客方法には2種類ある

①オンライン集客 

②オフライン集客



2つの特性

①プッシュ型 

②プル型



オンライン集客 
・ホームページ 
・ブログ 
・SEO 
・facebook、LINE、Instagram 
・ポータルサイト 
・リスティング広告（google、Yahooなど） 
・Facebook広告、Instagram広告 
・アフィリエイト 
・スマホアプリ 
など



オフライン集客 
・新聞折込チラシ 
・ポスティングチラシ 
・FAXDM 
・ダイレクトメール（ハガキやセールスレター） 
・ニュースレター 
・ハンディング（手配り） 
・電話帳広告 
・新聞紙面広告 
・フリーペーパー 
・ジョイントベンチャー　　



こんなにあるけど、 
実際に何から始めたらいいの？ 
どうやって選んだらいいの？



・マーケット（Market） 
→誰に？どの市場に？悩みは？ 

・メッセージ（Message） 
→何をどのように伝えるか？ 

・メディア（Media） 
→どうやって発信するか？

3Mの法則



この3Mが最適化されて初めて、
集客の効果を最大化できる



マーケット
誰に？ 

どの市場に？ 
その市場が抱える悩みは？ 

競合の状況は？ 
市場の成熟度は？



メッセージ

キャッチコピーや広告の文章全体のこと 
　　 

AIDAの法則　 
ロバートコリアーの原則 



メディア
マーケットが決まり、メッセージも決まれば、 

メディアは必然的に限定されてくる。 

先にメディアを 
決めてはいけない



フロントエンドとバックエンドを作る

ビジネスを戦略的に行う上で、 
絶対不可欠なマーケティングの基本



フロントエンド商品
集客専用商品。見込み客が最初に買う商品。 

ポイントは、 
競合に比べて安くし、あまり利益を考えない。 

既にニーズが顕在化しているもの、 
お客さんが買いやすい商品にする。



バックエンド商品
利益を得るための商品。メイン商品。 

価格ではなく、価値で売る。 

ここを値下げしたり、安売りすると、 
ビジネスは終わり。



お米屋さんでの例

フロントエンド商品→おにぎり 

バックエンド商品→お米



アップセル・クロスセル

アップセル商品：メイン商品の上位版商品 

クロスセル商品：メイン商品の関連商品



お米屋さんでの例
・アップセル商品→ 
お米の定期宅配 
毎年500kgしか獲れない限定プレミアム米 

・クロスセル商品→ 
米粉で作ったパン、米粉の麺など 

・バンドル商品→ 
ふりかけ、炊き込みご飯の素、お茶碗



ファン客化する2つの原則

・接触回数・頻度を増やす 
・商品や技術ではなく、”個人”や”人”を売る



接触回数を増やすことで自然と関係性は深まっていく

アメリカの心理学者のロバート・ザイアンスが 
提唱した、 

”ザイアンスの単純接触効果” 

密度の濃い時間よりも、回数を
重視する



接触頻度を増やすには？
手紙（レター） 

ハガキ 
ニュースレター（会報誌など） 

ダイレクトメール 
メルマガ 
LINE 

facebook 
電話 

各種イベント



”個人”や”人”を売る
お客さんにずっと来店・購入してもらうために、 

選ばれ続ける理由が必要になる。 

選ばれ続ける理由とは何か？


