
集客が思うようにいかず

何が原因かも分からないため

将来への不安を抱えて

悩んでいるあなたへ・・・

その悩みはたった３つの数字をチェックして改善するだけで、

最短の時間、最小の労力、最小のコストで今まで集客に苦労

していたのがウソのように解決することができます。

たとえ今のあなたが最悪の状態であったとしても…

現在、集客が思うようにできていない、もしくは近い将来開業する予定だけ

ど、上手く集客できるのだろうか？ と不安を抱えているあなた。

一生集客に困らない知識とスキルを身に付けたいと思いませんか？



あなたはこんなことで悩んでいませんか？

☑ Web 集客は重要だと分かってはいるけど、どうやればいいのかイマイチ分
からない。

☑どれくらいの広告料をかければ、どれくらいのリターンが適正なのか基準

が分からない。

☑パソコン音痴なのでWeb広告なんて自分にはできない。

☑売上が上がらないので家族を養えない。

☑贅沢をしたくても出来ない。

☑子供の教育費が捻出できない。

☑家族を旅行にも連れっててやれなくて情けない。

☑旨いものを食べに行く余裕がない。

☑同業者に差をつけられて悔しい。

☑自分の現状がツラくて、ミジメで、情けない。

☑集客サイトに登録してはいるが、さっぱり反応がない。

☑集客はしたいけど業者に、もうこれ以上お金をかける余裕がない。

あなたは、こう思っているでしょう・・・

「こんなはずじゃなかった、自分はもっとできるはずなのに・・・」

でも、安心してください。

Web広告の知識を学ぶことで、あなたの悩みはすべて解決するでしょう！



治療院経営においてすべての人が頭を悩ませているのは「集客」です。

これは当院のWeb集客の一部です



ここ 7か月の当院の新患の実績は以下
の通りです

4月 10人
5月 33人
6月 32人
7月 48人
8月 34人
9月 47人
10月 39人
５月から本格的な施策を開始し、爆発的に Web 集客ができているのがお分か
り頂けると思います。しかし、これは特別なことをやっている訳でも、経費

をドカンとかけている訳でもありません。やるべきことを正しくやりさえす

れば誰にでも同じ結果が出ます。

Web集客塾では最短最速で結果が出るようなスキルと情報を提供いたします。



なぜ、あなたはWeb広告を学ぶ必要があるのか・・・

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。

集客に困っていて、インターネットを使った集客について詳しく知りたいと

思っているのであれば、あなたの人生を変えてしまうほど大きな価値ある情

報を確実に得られる環境で、私と一緒に学びましょう！

私が開業以来２７年間で得た臨床経験と、最新の Web 広告について学ぶこと

が出来る、その学びの場が

治療家 Web 集客塾
です。

治療家Web集客塾ではこんなことが学べます

【準備編】
・Googleアカウントの取得法
・Yahooビジネス IDの取得法
・Facebookビジネスマネージャー・アカウントの取得法
・ランディングページ無料作成ソフトのダウンロード

・レンタルサーバー契約から設置法

・ドメイン取得から、サーバー設置まで

 



【基礎編】

マインドセット

マインドセットをすることでこれからやろうとしている「新たな挑戦」に対

する心構えができ、最短最速で結果が出せる思考が手に入れられます。

 
３Ｃ分析

３Ｃ分析をすることにより他院と自院の比較ができ、自分の強みを明確にす

ることで、なにを訴求ポイントにすればいいか分かるようになります。

 
コンセプトメイク

コンセプトメイクをすることによりどのような層をターゲットにしてゆけば

いいのか明確になります。今まで漠然としていたことをハッキリ明確にする

ことにより自分がやるべき方向性が分かり、あれこれ余計なことを考えない

で済むようになります。

 
ブレインダンプ

ブレインダンプをすることにより、自分で考えていることがすべて吐き出せ、

自分のアイデアなどを客観的に見ることが出来ます。

 
マインドマップ

マインドマップを書くことでやるべき事の項目、順番、時期などが明確にな

り、何から手を付けていいのかわからないという事がなくなります。

 
リサーチ

リサーチをすることで見込み客がどんな考え、感情を持っているのかが、わ

かるようになります。それを理解することで心に刺さるキーワードは何かが

わかるようになり誰よりも優れた広告文が書けるようになります。

 

【応用編】
・掛け合わせキーワードツールの使い方

・広告のクリック率を高めるには

・ユーザーニーズに合わせた広告文の作り方

・youtubeによる集客のヒント
・広告界のストーカー、リマーケティング広告について

・PPC広告（Google,Yahoo）の設定方法



・Facebook広告の設定方法
・Twitterでアクセスを爆発的に集める方法
 

【実践編】ごく一部ですが紹介します

☑広告文を書く上で意識しなければならない３つのポイントとは・・・

これを組み込むだけで反応は７０～８０％ UPします。

☑クリックされた後に表示される LP のヘッダーで、離脱率下げ、成約率をグ
～ンと上げるためのある方法とは・・・

この施策を取ることで最低でも３０～４０％離脱率が下がります。

☑ＰＰＣ広告を既に回している人でもほとんどの人がやり忘れてしまってい

る効果抜群の施策とは・・・

これをやることでスルーしてしまった見込み客を呼び戻すことができます。

☑ＰＰＣ広告の設定で多くの人がミスしてしまっているあることとは・・・

この設定を間違えると離脱率が上がり、滞在時間が下がってしまいます。

☑インプレッションが伸びないとき直ちに見直さなければならない３つのポ

イントとは…

☑インプレッションはそこそこあるのにクリック率が伸びないときに真っ先

に修正しなければならないある事とは・・・

これを修正することでクリック率は４０～５０％上がります。

☑キーワードを自分で考えてはいけない理由とは・・・

☑ Facebook広告でクリックされやすい効果実証済みの写真とは・・・

☑ Facebook 広告のセッティングでＰＰＣ広告と同じように絶対にやってはい
けない設定項目とは・・・

☑ Facebook 広告、ＰＰＣ広告ともにコンバージョン（成約）を目的にしてい



るにもかかわらず、最初の設定で「目的」をコンバージョンにしてはいけ

ない意外な理由とは・・・

これを知らないと無駄な広告費がガンガンかかってしまいます。

☑ LINE@は到達率がほぼ１００%でも、それだけに頼っては危険な理由とは
・・・

☑ Twitter を使って、ほったらかしで、しかもアクセスを大量に集める方法と
は・・・ もちろん無料です。

私はこの方法で以前、エキテンのアクセスランキング３４位から２か月で

１位を取ったことがあります。

☑ youtube 動画で、同じカテゴリーで最も再生回数の多いライバルの関連動画
に出てきやすくするための、ちょっとズルい合法的な方法とは・・・

このような実践に使えることしかやりません。学校などで教えるような実践

で使えない学問的なことは一切やりません。

ケース・スタディ中心に進めていき、収益に直結しますので直ぐにキャッシ

ュ・フローが生まれます。

【これから開業しようとしている方へ】

Web集客は開業前の方にこそ学んで頂きたいと思います。

なぜなら、開業というスタートの時点でつまずかないためにです。

集客の知識を何も知らないで開業してしまうというのは、戦地に武器を何も

持たないで行く様なものです。

そんなことしたら秒殺されますよね！

Web 広告を打つやり方だけ覚えるためだけの塾なら、何もウチに来なくても

覚えられます。



では、私の塾は他と何が違うのかというと、広告を打つための「土台」から

作っていく、ということです。

コンセプトメイクがしっかりしていないホームページに闇雲に広告を打って

も反応はぜ～～～ったいに取れません。

断言します！

でも、Web 集客のことまで考えた上でホームページを作るなんてあらかじめ

予備知識がなければ考えもつかないですよね？

全てシナリオを立てて作り込まなければうまくいかないのです。

それが、既に開業してしまって、どうもうまく集客できないから Web 集客し

たいと、闇雲に広告を打っても、コンセプトメイクができていない、ホーム

ページもターゲティングがボヤけているとなったら、土台から作り直さなけ

ればなりません。

当然、費用も時間もかかります。

だからこそスタートが大事なんです。

開業した瞬間にあなたの仕事は「治療」ではなく「マーケティング」になる

のです。

誰かが給料をくれる訳ではないのです。

自分で収益を上げなければならないのです。

でも悲観しないでください。



集客のスキルさえ身につけてしまえば、今まで貰っている給料の何倍も稼ぐ

ことができます。

Web集客で患者さんが増えることによって

☑売上が上がることで精神的に安定する。

☑人が人を呼び活気が出て益々繁盛する。

☑予約率が高くなる。

☑キャンセル率が低くなる。

☑より多くの「感謝の言葉」を頂く。

☑治した人数分の「信頼」を得る。

☑やりがいを感じる。

☑活気があることで患者さんも安心する。

☑向上心が湧く。

☑同業者と会うときに引け目を感じなくなる。

☑家族サービスを余裕をもってできるようになる。

☑子供の教育費を十分に出せる。

☑自己投資をすることで更に知識とスキルが身に付く。

明るい未来があなたを待っています！

では、そんな明るい未来をお約束する

治療家 Web 集客塾のご案内です
さて、気になる治療家 Web 集客塾への参加費用ですが、私が２８年間治療院
経営で集客を含めた投資額は約３，０００万円。そのノウハウと、長年の経

験による患者さんの心理から導かれる本当の悩み、そこから導き出す集客の

スキルを考えると１００万円くらいが妥当かな？ と思っています。



期間：１２月１５日～３月１５日まで３か月間

【カリキュラム】

・準備編･･･アカウントの取得、必要なソフトのダウンロードなど

・基礎編･･･広告を打つための土台作り

・応用編･･･Web広告の出稿と PDCAサイクルなど
・実践編･･･利益を最大化するための外してはいけないポイントの施策

【支払方法】

◇銀行振込 振込手数料はご負担でお願いいたします。

・一括払いのみ（特別割引あり）

◇クレジットカード

・一括払い（特別割引あり）

・分割払い（１０回・２０回・３０回）

更に特典として

【特典１】集客サイトご招待 月５~１０万円の純利益が見込まれます
（低く見積もって年間６０万円以上の純利益）

【特典２】コスパ抜群ホームページ制作 通常５０～６０万円かかる初期費用を５~
６万円で制作できます。

【特典３】週１回のスカイプミーティング 通常１０，０００円／１ｈ×１２回

【特典４】月１回の対面セミナー 通常３０，０００円

【特典５】診察券、パンフレット、簡単な 通常３０，０００円

LP,HPなどの作成のセミナー

【特典６】プロ並みの動画撮影法セミナー 通常１００，０００円

【特典７】笹川＆行方の写真入り推薦文 プライスレス

【特典８】２４時間メールサポート プライスレス

【特典９】治療家Web集客塾生限定の プライスレス

Facebookグループへのご招待



特典だけでもあなたは総額約１，３３０，０００円分が無料で手に入れるこ

とができます。

１００万円払っても利益の出る計算になります。

でも・・・

現在集客で困っている方、これから開業して集客をしていかなければならな

い方にとっていくらリターンがあるとはいえ、やはりちょっと厳しい金額だ

と思います。

そこで今回はズバリ４９９，０００円（税別）であなたは、これらすべてを

手に入れることができます。

正直、特典だけでも十分おつりがくるくらいの金額です。

しかも分割も可能なので３０回払いならば月々１６，６３３円（税別）です。

ちょっと考えてみて下さい。

例えば居酒屋に飲みに行っても２~３回で浪費してしまう金額です。

そこから何も収益は生まれません。

しかし治療家Web集客塾は浪費ではなく「投資」です。
投資は利益を生み出すためにするものです。

月々１６，６３３円万円ほどの投資であなたは一生使える「稼げる」スキル

を身に付けることができるのです。

お金をかけずに独学でやるという方法もあるでしょう。

でも９９％以上の人はうまくいきません。

なぜなら結果が出るまでに時間がかかりすぎ挫折してしまうからです。



例えば、誰にも一切習うことなく独学でプロ野球の選手になれますか？

１００％無理ですよね？

既に結果が出ている人に習った方が桁違いに早く結果が出せます。

投資した額の１０倍稼いでやる！

という意気込みでやれば損をすることなどありえません。

特にこれから開業する方にとって、集客のノウハウを知らずに開業するとい

うことは、戦地に何も武器を持たないで素手で乗り込んでいくことと同じで

す。

そんなことしたら秒殺されますよね？

縁あって知り合うことができたあなたには、そんな無謀なことをしてほしく

ありません。

きちんと「集客スキル」という武器を持ったうえで戦地に乗り込んで勝利を

収めてもらいたいと思います。

ここで、いいお知らせがあります。

私は本気度の高い人が好きです。経営には素早い決断というのも成功する要

素になります。グズグズしてるとライバルに先を越されて、「あの時やってお

けばよかったな～」といっても後の祭りです。

そんな本気度の高い方に限り本日から３日間限定（11/28迄）で

４９９，０００円→３９９，０００円（税別）で募集いたします。

３０回分割だと月々１３，３００円（税別）です。

これは今回限りなので将来のことをよく考えて決断してください。



おっと、もう一つ重要なことを話すのを忘れてました！

治療家Web集客塾は塾といってもコミュニティです。

塾の期間が終わったら「はい、さよなら～」というものではありません。

私と笹川さんの周りにはインターネットを利用して億単位の収益を上げてい

る人がゴロゴロいます。

そういう人たちと接することであなたは、ものすごいスピードで成長します。

稼いでいる人たちはどうやって稼いでいるのか、どういう思考で生活してい

るのか？

とか、あなたが今まで経験したことのない世界がそこにあります。

あなたもその一員になってみませんか？

月１３，３００（税別）で自己投資をして将来利益を生み続けるか、そのお

金で居酒屋やカラオケに行ってワイワイ楽しく過ごすかは、あなた次第です。

１１/２８迄に後悔しない決断をしてください。

治療家Web集客塾受講料 ３９９，０００円（税別）１１/２８迄限定

一括払い特別割引

３７９，０００円（税別）

１０回分割払い

３９、９００円（税別）×１０回＝３９９，０００円（税別）

２０回分割払い

１９，９５０円（税別）×２０回＝３９９，０００円（税別）

３０回分割払い

１３，３００円（税別）×３０回＝３９９，０００円（税別）



治療家 Web 集客塾に

□申し込む

□ 11/28迄考えたい

□申し込まない

氏名：

ありがとうございました。


