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治療家Web集客塾セミナー

◇治療家Web集客塾 代表 行方雅人 挨拶

スーパーバイザー 笹川大瑛 挨拶

◇自己紹介 ・お名前

・年齢

・出身（現在の居住地）

・現在の仕事（PT、鍼灸柔整師、整体師など）

・趣味

・このセミナーで得たいこと

【講演テーマ】

１．Web集客を学ぶ必要性

２．何から手を付けたらいいか分からなくなる理由とは

３．経営におけるシステムの構築

４．広告を打つための「土台作り」

・マインドセット

・ブレインダンプ

・コンセプトメイク

・３Ｃ分析

・マインドマップ

５．消費者分類と広告出稿目的

６．Web広告の種類

・Facebook広告

・Googleアドワーズ広告

・Yahooリスティング広告

７．Web集客の可能性と応用

１８：００ 終了

★懇親会（参加できる方はぜひ参加してください^_^）

２０１７．１１．２６



- 2 -

１．Web集客を学ぶ必要性

それは今の世の中インターネットを避けて通れない時代になったからです。

 治療院経営をする以上、Ｗeb集客を一切しないなんて、ハッキリ言って「とてつもな

い損失」です。

広告にはオンライン広告とオフライン広告があります。

オンラインとはインターネットを使ったもの、オフラインとはそれ以外のチラシや

雑誌、看板などです。

それぞれ長所短所がありますが、やはり爆発的に広がるのは何といってもオンライン

広告です。

 それは、インターネットというのはワールドワイドに繋がっているからです。

これを上手く使うことで、治療院という限られたエリアで１対１の商売だったものが、

やりようによっては１対多のビジネスに拡大できる可能性を秘めたビジネスに変貌しま

した。治療というアナログ＋ＩＮＦＯ化したコンテンツを販売することで無限の可能性

を秘めたビジネスを構築できます。

つまり治療院に患者さんを呼ぶだけ・・・といったちっぽけな考えでWeb集客をあなた

に勧めている訳じゃないということをご理解ください。

媒体別広告費
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インターネットのスゴイところ

★レバレッジが効く
（通常）

人 人

（ネット）
Eメール 人

人
人
人

相手が1人だろうが

1万人だろうが、労力

は同じ。

◇自動化できる（ビジネスプランによる）

・PDF
・動画

・音声

デジタルコンテンツ

・原価はほぼゼロ

・利益率が高い

・自分で作れる

◇治療だけが収入源だと危険なわけ

・自分がけがや病気になると収入ゼロ

・天候によっても浮き沈みがある

・1日にできる人数に限界がある

◇ホームページは優秀な営業マン

・24時間文句も言わないで働いてくれる

・広告費が給料

・ダメな営業マンは給料ドロボー

（HP） （広告費）
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２．何から手を付けたらいいか分からなくなる理由とは･･･

・売上が安定しなくて将来が不安

・やるべきこと、学ぶべきことが多すぎて、疲れている･･･
・あれをやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけないとあれこれやって、

・気が付いてみれば仕事が１ｍｍも進んでいない。

その原因は・・・

１) 情報過多
２）自分に必要な知識がわからない

３）何をやればいいのかわからない
４）やることが多すぎて圧倒される

５）学ぶことや情報が多すぎて消化しきれない･･･
６）自分にとって何が重要かわからない

７）何をやればいいか確信が持てず常に迷い、フラストレーションを感じる

これらを解決するにはビジネスのシステムの全体像を理解しなければならない。

これを理解することで何から手を付けたらいいのか、今何をすべきかがわかる
ようになり迷いがなくなる。
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リード

コンバー
ジョン
（CV）
成約

ライフ
タイム
バリュー
（LTV）
生涯顧客価値

８ × ５ × ８＝３２０
９ × ５ × ８＝３６０
８ × ６ × ８＝３８４
９ × ５ × ９＝４０５
８ × ７ × ８＝４４８

３．経営におけるシステムの構築

まず経営の全体像を理解せよ！

すべてはこれに当てはめれば超シンプル！

評価８を９に上げるより、５を６に上げるほうが簡単。
そもそも評価５というのは欠けている部分があるから５なので
あって、評価８というのは既にしっかりできているので、それを
さらに上げるのは難しい。
しかも弱い部分を上げた方が全体としてのポイントが上がるので
利益が上がる。

SNS、ツール、広告など、この３つのどの項目を上げるための
ものかに分類する。

利益を最大化するには弱い部分を強化することだけに集中すれば
よい。
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ビジネスの鎖

赤の部分が一番弱いとすると、引っ張れば
この部分が切れてしまう。つまり･･･
ビジネスの強度は一番弱いところで決まる。

エリヤフ・ゴールドラット
（イスラエルの物理学者）

９

８

５
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『１』という数字はビジネスにとって最も危険な数字である。

と、提唱しているのは

ダイレクト・レスポンス・マーケティングの神、

ダン・ケネディである。

その意味することとは・・・

『１つしか知らない』ということが危険であると

言っているのだ。

広告方法でも１つだけ、

キャッシュポイントも１つだけ、

だと、もしそれがポシャった時は

『It's Over』
になってしまうということだ！

１）リードの導線を複数作る
・オンライン~PPC、オーガニック、集客サイト登録など

・オフライン～チラシ、フライヤー、雑誌、看板など

・クチコミ

２）キャッシュポイントを複数作る
・治療費
・物販
・デジタルコンテンツ販売
・セミナー開催
・コンサルティング
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あなたの仕事は何ですか？
起業（開業）した時点で業種に関わらずあなたの仕事は「マーケティング」になります。

「治療」が仕事だと思ったら大間違いです。

治療はマーケティングにより来た患者さんに対する「作業」の一つです。

治療するべき患者さんが１人もいなかったら収益ゼロで即倒産です。

患者さんに自分の治療院の存在を知らせて、来てくれた患者さんを治療して喜んで

もらって、治療費を頂く。

それによって経営が成り立つ。

そうですよね？

この一連の流れ、まさしくマーケティングです。

そのマーケティングをするうえで一番重要なのは先ず、集客です

お客さんがいないことには始まりませんから。

その手段の一つとしてWeb広告があるのです。

集客出来たら今度はそのお客さんにはリピーターになってもらう必要があります。

それはLTV（生涯顧客価値）を上げるためです。

これが上がらなければ収益は最大化しません。

ピーター・ドラッカー
ユダヤ系オーストリア人

「現代経営学」「マネジメント」の発明者。

マーケティングの目的は顧客を知り、
理解し、商品・サービスが顧客に

フィットして、勝手に売れるように
することである。

優れたマーケティングは
セールスを不要にする。

とも言っている。

フィリップ・コトラー
現代マーケティングの父

アメリカ合衆国の経営学者（マーケティング論）

マーケティングはセールスと同じだ
という思い込み。

これは一般の人もセールスマンも持っ
ている、もっとも間違った考えである。
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４．広告を打つための「土台作り」

１）マインドセット
２）ブレインダンプ
３）コンセプトメイク
４）３Ｃ分析
５）マインドマップ

１）マインドセット
・時間の管理術

・感謝の気持ち

・仕事への情熱

・お金を頂く事に対する考え方
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２）ブレインダンプ

頭の中にあるすべてを出し切る。

３）コンセプトメイク

治療院に限らず経営する上で最も大切な要素。
「顔」になる部分。
「誰」をターゲットにして「何」を提供するのか？

＝ペルソナを決める＝

現在すでに開業されている方、これから開業を考えている方、

あなたが今まで治療していた患者さんの中で、最も相性が
良く「こんな患者さんばっかりだったらな～」もしくは

「これからこんな属性の患者層をターゲットにしていきたいな～」
と、思う人を思い浮かべて、その人物像をペルソナにしてみて下さい。

その人をペルソナにすることで、理想の属性の患者さんに向けた
ドンピシャの広告が打てるようになります。

【決めて頂くペルソナの項目】

１）性別

２）年齢
３）ライフスタイル

４）職業
５）趣味

６）悩み
例えばペルソナは

・30代女性のマラソン愛好家。

・毎朝５ｋｍのランニングをして出社し、仕事はデスクワーク。

・週末には駒沢公園で10ｋｍのランニングをして、オーガニック食品を愛し、肉は鳥のささ身中心

で、炭水化物は控えめに必要最小限に抑えている。

・本格的なアスリートという訳ではないが、趣味の延長線上という感じで3カ月に1回のペースで

マラソン大会（10ｋｍ～ハーフマラソン）に出場している。

・悩みは、最近走ると右のすねの内側（シンスプリント）が痛くなり思うように走れない。

その痛みを治してもらいたいと思い治療院を探している・・・。

といったようなストーリーを描いてみて下さいね！
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４）３Ｃ分析

これも、コンセプトメイクの次に重要な項目です。

【例】
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５）マインドマップ

プロジェクトなどの計画を立てたら、マインドマップに
まとめて頭の中を整理する。
これが全体像の設計図になる。

【例】
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５．消費者分類と広告出稿目的
集客には大きくわけて2種類

ＷＥＢ等の オンライン集客 リアル店舗の オフライン集客

どちらか単体で行わず、連動し合って 戦略をもって集客できるようにしていく
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消費者分類と、広告出稿目的

なんのためにWEB広告を行うのか？

どういった状態の誰を ターゲティングしていくのか？

純広告（バナー広告）や

インプレッション課金型広告、

動画広告など

コンテンツ連動型広告

→ディスプレイアドネットワーク

YDN、GDN） アフィリエイト広告、

フェイスブック広告、

ツイッター広告などのSNS広告

検索連動型広告 →リスティング広告

（SS、AW）、 リマーケティング広告

リマーケティング広告

メール広告（メールマガジン）、

LINE@など
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６．Web広告の種類
・Facebook広告
・Googleアドワーズ広告
・Yahooリスティング広告

Facebookの課金について
目標の最適化（CPM or CPC） ⇒ キャンペーンの目的を、達成するのに最適な配信方法

※いいね、コメント、シェアなども1クリックとカウント

※CVをしやすい人に対して広告を配信していくため、CPCを釣り上げてでも表示するため

CPCが高くなる傾向にある

ウェブサイトクリックへの誘導（CPC or CPM） ⇒ 低価格で広告からウェブサイトへのクリック数を

増やすため、 適切なターゲット層に広告が配信 ※広告のCTRが高い程CPCが安くなる

インプレッション（CPM） ⇒ ターゲット層に含まれる人にできるだけ多く広告の配信

デイリーユニークリーチ（CPM） ⇒ 一人のユーザーに1日に1回まで広告が配信

使用する優先順位は上位の方が使用頻度が高い 基本的には、目標の最適化とウェブサイトクリックへの

誘導以外は使用しない。

フェイスブック広告

01
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個人アカウント

個別広告アカウント

Facebookページ

広告アカウント

（ビジネスマネージャー）

普段使用しているアカウント。

実名制のためふ基本的には一人一つ取得。

個人アカウントを取得した際に、個別の広告アカウントが自動的に

作成される。一人一つしか取得できない。

※将来的には使用できなくなる可能性あり。

だれでも自由に複数ページを取得できる。

※Facebook広告を配信する際、必ず必要です。

Facebookマネージャーを取得することで、複数の広告アカウントを

管理することができる。

※広告を配信する際は取得することを推奨します。

5種類のFacebook広告

【バナー広告】 基本的な広告となり、最も多く使用します。 バナーサイズは1200×628となります。

【カルーセル広告】 マルチプロダクト広告になります。 一つの広告ユニットで複数の画像やリンクを

紹介できます。 バナーサイズ600×600

【動画広告】 バナーの代わりに動画を設定して配信が行えます。 広告が表示されると、動画は

無音で自動再生されます。

【スライド広告】 バナーをスライドショーにすることができる広告です。

【キャンバス広告】 モバイルに最適化されたフルスクリーンのインタラクティブな

コンテンツ＝「キャンバス」を素材として 利用できる フォーマットです。

＊上記以外にも、イベント・クーポン、近隣エリア、リード等の特別な広告があります。
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FB広告のテキスト制限

画像にはテキストが一切入っていないほうがよい。

ビーチリゾート～沖縄

× 〇

テキストが入っていると配信されない場合がある。テキストでなく画像の文字でも実験の結果

配信されにくい。

社名以外のほうがクリック率が高い。
（～研究所、～同好会など）

FBユーザーは広告広告したものは好んでいない。なるべく一見広告には見えないもののほうが

クリック率は高い。

FBユーザーの属性として、パラパラと何気なく暇つぶし的な感覚で見ているので、キーワードで

検索して調べることを目的で見ているネットユーザーとは属性が違う。

興味関心をそそるような内容のものが好まれる。

例）
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A/Bテストのポイント
FB広告に限らず、広告で成果を出すにはABテストは必須です。

1.広告文

2.タイトル

3.バナーデザイン

4.バナー内のキャッチコピー

■ABテスト手順

画像と訴求文（見出し文）のテストを行いどれが 一番クリック率いいのかを確認し、

最後にチャンピオンが決まったら次にキャンペーンを変えていく

FB広告の場合、広告文と写真の関連性はあまり気にしなくてよい。
あくまでもクリック率が高い写真を選択することにコミットする。
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FB広告成功の秘訣

キャンペーン

広告セット
見出し文A

広告セット
見出し文B

広告セット
見出し文C

どの見出し文がよかったのか確認できたら、そのコンテンツと

飛んだ先のLPのヘッダーの文が一致するように修正改善する。

1. 「ウェブサイトへのアクセスを増やす」→「リンクのクリック」

画像クリエイティブと訴求文のチャンピオンを決める

2. 新規でキャンペーン「ウェブサイトでのコンバージョンを増やす」
→「リンクのクリック」CV実績を貯める

3. 2. の「ウェブサイトへの誘導」→「コンバージョン」 CVしやすい人へ
の積極的配信
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PPC（Pay Per Click）広告は
ダイレクト・レスポンス・マーケティング（DRM）の代表的な広告。

◇PPC広告を打つ目的
・収益を上げる
・データを取る、貯める→これ、重要！

↓
この概念がないと単発で終わってしまい、本当のWeb広告の凄さ
がわからない。 ↓

リマーケティング広告
（追跡型）

１．Google Adwords
２．Yahoo リスティング広告

の2種類がある。

１．Google Adwords
（準備）
１）HPもしくはLPを製作

２）Googleアカウントを取得する

Yahoo ビジネスIDを取得する

３）広告のセッティング
・キーワード
・広告文
・予算、エリア、時間帯、年齢層、性別など
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既にアカウントをお持ちの方

これから新規登録をされる方

ここに問い合わせれば

何でも教えてくれる！
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SMSにコードが

送られてくる
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SMSに送られてき
たコードを入力

これで設定完了です！
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ここから全体の

メニューが見れます

ここから操作方法

の案内が見れます
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操作方法に関してはこのツアーガイドを見れば、ほとんどわかります。

※Yahooリスティング広告はGoogleアドワーズとほぼ同様な部分が多いので、

割愛させて頂きます。
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７．Web集客の可能性と応用

Web集客を学ぶメリットは何も患者さんの集客がすべてではありません。

むしろそれだけのために使うのはヒジョ～～にもったいない話です。

店舗ビジネスは商圏も限られているし、患者さんを治療する人数にも限界が

あるので、集客による収益にも限界があります。

でも、治療関連のデジタル・コンテンツ販売などは全自動化でき、集客から

販売、決済まで人手がいらないので、どれだけ集客しても全くロスがありません。

商圏も全国どころか全世界も夢ではありません。セミナー開催なども１対多のビジ

ネスなので、１対１の治療よりも集客さえできれば収益は遥かに多くなります。

治療関連でInfo化できるものはないか？

Web集客の可能性と応用を考えてみましょう。

『１』という数字から脱却できるのはWeb集客だけです！

【インターネットのメリット】

１、経費が掛からない

２、２４時間文句ひとつ言わないで働いてくれる。

３、仕組みさえ構築すればすべて自動化できる。

４、１億円規模のビジネスなら１人でも可能

５、万が一失敗しても借金を抱えることはない。

６、デジタル・コンテンツなら元手はタダ同然

７、在庫を抱える必要がない

８、天候に左右されない
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本日はセミナーにお越し

いただき、誠にありがとう

ございました。

これからの集客のヒントにな

れば幸いです。

またお会いできることを

楽しみにしてます。

治療家Web集客塾

代表 行方雅人


