
2日目
売れるサービスの作り方



2日目のゴール

● これまで取れなかった層を顧客化する方法をマスターする

● サービスメニューをスッキリさせ、売上につながるメニュー設計をする

● 魅力的なフロントができる



①ターゲットの価値観 人の役に立ちたい、助けになりたい。自分のサービスを多くの人に広げたい。経験を生かして多くの人に
還元したい、スクールやお教室運営をしている女性個人事業主。

②ターゲットの悩み 自分のノウハウで養成講座や資格取得講座を作りたいが、やり方がわからない教室、スクール主催者。
教室化のコンサルをしたいが自分の経験値しかない。

③悩みを解決できるサービス 自分のサービスをスクール化して養成講座を実現するためのノウハウを教えられる。自分だけでなく同様
の希望を持つ人にコンサルもできるようプランナーとしての修了証も発行。

④他との違い ・自社で３つ、クライアントで 50社以上のスクール開校を支援してきた実績
・普通の女性が個人でできる範囲の自分サイズのスクール事業に特化している
・コンセプトメイク〜カリキュラム〜集客まで一貫して教えられる
・「スクール支援ディレクター」としてディプロマ発行することですでに教室、生徒さんを持っている方も実績
を活かしコンサルができるようになる

⑤お客様が得られる感情 自分の経験を世の中に広めることができ、感謝されたという満足感。

・顕在ニーズ 自分のやっていることを拡大したい、広めたい、人を育てたい。既存の教室をもっと大きくしたい。

・潜在ニーズ 養成講座化、スクール化、他の分野の集客コンサルもしたい

⑥買わない理由 ・金額が高い
・本当に自分にできるようになる？
・今の自分の実績だけでも充分、わざわざいらない

・単価を取れるのでバック可能
・実際の案件を検討しながらの実践的な内容
・自分の経験を広めることで自分も成長できる。

事例①　養成講座・資格スクール実現プログラム　（スクール設立プロデューサー養成講座）



①ターゲットの価値観 メインターゲットはこれから自分で何かしたい方や起業している女性。
美しいものを見てるだけで気分が上がる、自己分析が好き、感覚的な言葉づかい、直感的、優しく
て繊細、何か自分にはやるべきことがあるんじゃないかとうっすら感じている

②ターゲットの悩み 何かしたいけど行動するきっかけがない、自分に何ができるのかわからない、今の仕事が合って
るかわからない（答え合わせがしたい )、考え過ぎてわからない

③悩みを解決できるサービス 生まれ持った資質と使命を知り、自己実現に向けて行動を促すセッション

④他との違い ・起業女性向けのコンサル経験から、行動したあとの未来についてまで具体的に見せられるので
より実現に近づけられる
・使命はたくさんあるということを身をもって見せることができる

⑤お客様が得られる感情 自分の進むべき方向がわかってホッとした、前向きになった、これでいいんだと安心した、心が軽く
なった、自信がもてた

・顕在ニーズ 使命を知りたい、自分のまだ知らない可能性を見つけたい

・潜在ニーズ 生まれ持った資質と使命に合った、より自分の魂が輝く未来に向けて進みたい。軸や後押しがほし
い。

⑥買わない理由 ・本当に当たるの？
・他のプレゼンターのが安い
・オンラインでなくリアルで受けたい

・数秘術は統計学
・ビジネスに特化して導けるのはわたしだけ
・自宅にいながら好きな時間を選べる

事例②　数秘&カラー



①ターゲットの価値観 子どもの好きなことを思いっきりやらせたい。子どものできるところを伸ばしたい。

②ターゲットの悩み 絵を描くのが好きだけど、手話に対応してくれる教室がない

③悩みを解決できるサービス きこえない子ども専門オンラインイラストスクール

④他との違い ・すでにハンディキャップのある子ども向けにオンラインのイラスト教室を開校し、親子の助けに
なっている実績がある
・プロのイラストレーター講師による毎月の添削付き
・オンラインなのでどこに住んでいても学べる
・視覚だけで情報を伝えられるイラストなので、きこえない子どもでも習得しやすい

⑤お客様が得られる感情 子どもの喜ぶ顔が見れてうれしい！経験をさせてあげられてよかった

・顕在ニーズ 他の子と同じような習い事や経験をさせてあげたい、子どもの世界を広げてあげたい

・潜在ニーズ 子どもに自信をつけさせたい、褒められることで自己肯定感をあげたい、同じ境遇の子どもたちと
年齢や地域を超えて関わらせてあげたい、第３の場所をつくりたい。

⑥買わない理由 ・先生の言ってることがどこまで子どもに伝
わるか？
・オンラインで学んだことがないのでやり方
がわからない（イメージがつかない）
・子どもがやりたがるかわからない

・講師はレッスン中画面共有してほぼ描いている。
伝達度は視覚優位の子が多い発達障害の子ども
が上達していることで実証済。
・レッスンの様子を公開（聾唖の子のモニター）
・２ヶ月無料で体験できる

事例③　きこえない子ども向けオンラインイラストスクール



１，サービス設計の前に知るべき「見込み客」の存在

集客とは「見込み客」を「顧客」にするということ

今すぐ

お悩み中

ちょっと興味はあるけど
まだまだ買わないかなぁ〜

97％の見込み客の存在

こちらから連絡する方法を得ないと、「二
度と会えない」ことを意識する

顧客にするために・・
ネットで見たところで、
買わない人たちだらけ！



２，売れるサービス作り　２つのポイント

● 見込み客をどうやって確保するか

↓

　リスト化

● 見込み客をどうやって顧客にするか

 ↓

サービスの設計



３，リスト化するために必要なもの

魅力的なフロント商品を用意する

フロント ＝ 見込み客の確保

顧客（サービス購入者）

つながってないと意味がない
⇒リスト数にこだわると失敗する



3つのサービス提供スタイル

①ピラミッド型 ②バイキング型 ③継続型

フロント

バックエンド

安

高

● 養成講座
● コーチ、コンサル
● 個別相談.....etc

● エステ、美容
● スクール....etc

● 習い事（教室）
● オンラインサロン
● サブスク....etc

フロント フロント



提供スタイル メリット デメリット こんな方におすすめ

①ピラミッド型 ・高額サービスが提供
しやすい

・金額に関係なく様々な
サービスに使える

・バックエンドを売るため
に労力とリスト数が必要
・ステップメールなど技
術的なスキルが必要

● 高額なサービスを提供できる
● リストを多く取れる
● 広告費など先行投資ができる
● すでにメルマガをやっていてステッ

プメールやLINEステップなどの構築
に抵抗がない

②バイキング型 金額の低いサービスで
も提供しやすい

あらかじめ顧客の購入
ストーリーを準備する必
要がある。
リピート施策や①③への
シフトもしないとずっと新
規をとらないといけない

● リピートされやすいサービス
● 種類が多く飽きさせない
● 何度も利用しないといけない理由が

あるもの（ネイル、美容院など）

③継続型 安定して売上を維持で
きる

継続してもらうための努
力と工夫が必要。
継続的に月謝を引き落
とすシステムを利用する
必要あり（手数料）

● 運営が苦ではない
● 継続させることで成果が見えやすい

サービス
● 継続しないと損をしてしまうと思わせ

る有益な情報提供ができる



グループシェア①

● 自分のサービスは今、どんなカタチになってる？

● 今後どれをやってみたい？



事例① スクール設立プロデューサー養成講座　 提供スタイル：①

私にはどんなスクールが実現できる？無料個別相談会

◼リスト化するためのアイテム（フロント）

無料

動画セミナー
・売れるコンセプトの作り方
・欲しくなるカリキュラムの組み方
・講師も運営もしながら無理なくできる集客方法

スクール設立プロデューサー養成講座 10万円〜

未経験・ゼロからでも◯◯！
自分サイズの資格取得スクール・養成講座を成
功させる３つのコツ



事例② 数秘＆カラーセッション 提供スタイル：①と③の組み合わせ型

ライフパス（資質）がわかる◼リスト化するためのアイテム（フロント）

ステップメール  or LINEステップで
人が持つ４つの数字についての解説

無料

個別セッション（Birth＆Name）
40分

8,600円

ビジョンファシリテーション &
ビジネスアドバイス

90分
28,000円

有料メルマガ（10日ごと？）
980円

①ピラミッド型

③継続型

リピート施策



事例③オンラインイラストスクール　

2ヶ月無料体験◼リスト化するためのアイテム（フロント）

1ヶ月目に状況確認Tel
月謝についての案内

2ヶ月目終了前
月謝手続き案内郵送

提供スタイル：③

リピート施策



事例④　複数メニューでママを応援！ 提供スタイル：②

・診断（あなた、お子さんは〇〇タイプ）
・ノウハウ（問題解決方法、コツ、ヒント）

◼リスト化するためのアイテム（フロント）

子どもの問題を解決したい 自分のメンタルを整えたい夫婦・家族の関係をよくしたい

HP、ブログ、メールなどで目的別に解決できるメニューを提示

サービスA

サービスB

サービスC

サービスD

サービスA

サービスB

サービスB

サービスC

サービスA

１つ受けたら必ずリスト化（ Facebookグループ、LINEグループなど）リピート施策



リスト化されやすいフロントづくりのコツ

〜譲れないポイント〜

● 得られる結果がわかりやすい

● 得した！と実感できる（フロントだけでも得られるものがある）

● 信頼関係が得られる、この人からほしいと思える

〜パターン〜

● 〇〇の方法、〇〇できるやり方、〇〇活用方法、成功事例、◯◯とは？・・などの解説・秘

技伝授系。

● 体験

● 診断



様々な事例

バックエンド フロントエンド

ダイエットプログラム（50万円） 体質タイプ診断

コンサル、起業塾、ブランディングなど
（100万円）
※無料フロントのあとに、個別相談や電話営
業、有料商品が入ることが多い

・◯◯を使った集客方法（インスタや TikTokなどの具体的なノ
ウハウ）
・ゼロから売上1億にしたたった一つの秘密
・強みを見つける30分無料面談
・なんでも聞ける1時間

月額の継続サービス ・LINE×STORES予約活用方法⇒予約システム
・ブロックチェーン、NFT　海外成功事例⇒プロ紹介

自分がうっかり登録したフロント



ワーク①

１，自分のサービスの提供スタイルを考えてみましょう

２，フロントを考えてみましょう


