
教室満席！ブログ×LINE＠集客 無料オンラインプログラム / 三上美幸 

累計 1,500 人を集客した ブログ記事テンプレート集 

 

ノウハウ記事の書き方 

 

【記事の目的】 

あなたの見込み客の方々がよく悩む、内容についてノウハウをまとめることで、悩みを解決

し、見込み客になるファンを作っていきます。 

 

【記事の書き方】 

記事の書き方は左寄せ、スマホと PC から見られることを意識して、50 文字前後を目安に

ブロックを作る。 

 

 

この記事を例にして、説明をしていきますね！ 

https://ameblo.jp/moyupon/entry-12355811199.html 

  

https://ameblo.jp/moyupon/entry-12355811199.html


◆挨拶 

例) 

どうもです！ 

  

クラフト作家が習いに来るレジュフラワー・ＵＶレジンアクセサリー教室   

「P*（ピィ）ハンドメイドアクセサリー」の三上美幸です！ 

 

------------ 

 

【挨拶のポイント】 

・自己紹介のキャッチフレーズを入れる 

・自分の名前を入れる 

 

 

 

  



◆導入文 

例) 

はじめて、レジンアクセサリーを習いに来た生徒様からいただく質問なんですが、 

 

「はじめてですが、家でもレジンアクセサリーをやってみたいんです。何を買ったらいいで

すか？」 

 

そうですよね。家でも作ってみたいですよね。今回は、初めてでも大丈夫！UV レジンをす

るための道具をご紹介します！ 

 

 

------------ 

 

【導入文のポイント】 

どうしてこのテーマが必要なのか説明をする 

 

 

  



◆ノウハウ 

例)〇用意する道具〇 

うちの教室で使っているものをご紹介していきます！ 

●UV レジン 

まずはこれがないと UV レジンの作品は作れませんね！ 

 

●UV ランプ 

おすすめとしては 36W の UV ランプです！9W のものだと固まるのに時間がかかります。

ただし、ランプの 36W のものを良い、悪いありますが、今回それは割愛します！ 

 

●筆 

私の教室では基本的に筆を使って、UV レジンを扱っていきます。レジュフラワー協会の認

定講師さんもみんな筆を使用していますよー！ 

 

●アルコール 

UV レジンは、油分を含んでいるので、水で洗い流す事はできません。アルコールで全部ふ

き取っていきます！ 

 

●ティッシュ OR キッチンペーパー 

アルコールを含ませて、筆のお手入れなどに使っていきます！ティッシュでもキッチンペ

ーパーでも OK！ 

 

●楊枝 

何かと便利な楊枝！筆があっても楊枝がないと出来ない事があります。気泡をつぶしたり、

筆では伸ばしきれないところを伸ばしたり！ 

 

●ピンセット 

材料を UV レジンの中に入れたり、何かと便利なピンセット！手だと汚れてしまうものは、

ピンセットが良いですね！ 

 

【ノウハウ部分のポイント】 

・ただ文章を書くだけではなく、見出しを付けて見やすくしてください。 

・見出しの数は記事テーマによりますが、3～5 個を目安にしてください。 

・見出しに対して、その説明文章を作ります。 

・必要に応じて、写真をいれてイメージを沸きやすくします。 

・文字数として、最低でも 1,000 文字を目標にしてください。 



◆まとめ 

例) 

レジュフラワー協会の認定講師さんや、私はこんな風な道具を使用して、レジュフラワーア

クセサリーやレジンアクセサリーを作っています！ 

 

まだまだあったら便利な道具はありますが、まず最初に用意する道具はこんな感じで大丈

夫です＾＾ 

 

 

【まとめのポイント】 

・どのような内容だったのかを、100～200 文字程度でまとめてあげます。 

 



教室満席！ブログ×LINE＠集客 無料オンラインプログラム / 三上美幸 

累計 1,500 人を集客した ブログ記事テンプレート集 

 

作品系キーワード記事の書き方 

 

 

【記事の目的】 

作品を扱っていらっしゃる方向けの、作品キーワードで、検索上位を狙うための記事の書き

方になります。 

 

【記事の書き方】 

記事の書き方は左寄せ、スマホと PC から見られることを意識して、50 文字前後を目安に

ブロックを作る。 

 

  



【記事の書き方】 

１、〇〇とは 

 

２、〇〇を作るのに必要な道具 

 

３、〇〇を作るのに必要な材料 

 

４、〇〇の作り方の手順 

 

５、〇〇デザイン集 

△△デザイン柄(3～4 種類) 

・作品タイトル_20 文字程度 

・単品の作品画像 

・作品説明_100 文字程度 

・インテリアやファッションとのコーディネート画像 

 

△△デザイン柄(3～4 種類) 

・作品タイトル_20 文字程度 

・単品の作品画像 

・作品説明_100 文字程度 

・インテリアやファッションとのコーディネート画像 

 

△△デザイン柄(3～4 種類) 

・作品タイトル_20 文字程度 

・単品の作品画像 

・作品説明_100 文字程度 

・インテリアやファッションとのコーディネート画像 

 

△△デザイン柄(3～4 種類) 

・作品タイトル_20 文字程度 

・単品の作品画像 

・作品説明_100 文字程度 

・インテリアやファッションとのコーディネート画像 

 

△△デザイン柄(3～4 種類) 

・作品タイトル_20 文字程度 



・単品の作品画像 

・作品説明_100 文字程度 

・インテリアやファッションとのコーディネート画像 

 

 

６、〇〇を作る際の注意点 

 

 

 

 

  



◆例、レジンの場合◆◆◆ 

 

１、レジンとは 

 

２、レジンアクセサリーを作るのに必要な道具 

 

３、レジンアクセサリーを作るのに必要な材料 

 

４、レジンアクセサリーの作り方の手順 

 

５、レジンアクセサリーデザイン集 

 

レジンピアスデザイン(3～4 種類) 

・作品タイトル_20 文字程度 

・単品の作品画像 

・作品説明_100 文字程度 

・インテリアやファッションとのコーディネート画像 

 

フラワーレジンデザイン(3～4 種類) 

・作品タイトル_20 文字程度 

・単品の作品画像 

・作品説明_100 文字程度 

・インテリアやファッションとのコーディネート画像 

 

 

宇宙柄レジンアクセサリーデザイン(3～4 種類) 

・作品タイトル_20 文字程度 

・単品の作品画像 

・作品説明_100 文字程度 

・インテリアやファッションとのコーディネート画像 

 

雲レジンアクセサリーデザイン(3～4 種類) 

・作品タイトル_20 文字程度 

・単品の作品画像 

・作品説明_100 文字程度 

・インテリアやファッションとのコーディネート画像 



 

宝石レジンアクセサリーデザイン(3～4 種類) 

・作品タイトル_20 文字程度 

・単品の作品画像 

・作品説明_100 文字程度 

・インテリアやファッションとのコーディネート画像 

 

 

６、レジンアクセサリーを作る際の注意点 

  



◆例、ハートマトラッセの場合◆◆◆ 

 

１、ハートマトラッセとは 

 

２、ハートマトラッセを作るのに必要な道具 

 

３、ハートマトラッセを作るのに必要な材料 

 

４、ハートマトラッセの作り方の手順 

 

５、ハートマトラッセのデザイン集 

 

・作品タイトル_20 文字程度(3～4 種類) 

・単品の作品画像 

・作品説明_100 文字程度 

・ファッションやインテリアとのコーディネート画像 

 

６、ハートマトラッセを作る際の注意点 



教室満席！ブログ×LINE＠集客 無料オンラインプログラム / 三上美幸 

累計 1,500 人を集客した ブログ記事テンプレート集 

 

レッスン内容とお客様の紹介記事の書き方 

 

【記事の目的】 

レッスン内容や風景を伝えることで、初めての方でも安心してきてもらえるようにします。 

 

 

【記事の書き方】 

記事の書き方は左寄せ、スマホと PC から見られることを意識して、50 文字前後を目安に

ブロックを作る。 

 

 

この記事を例にして、説明をしていきますね！ 

https://ameblo.jp/moyupon/entry-12183643799.html 

 

 

  

https://ameblo.jp/moyupon/entry-12183643799.html


◆挨拶 

例) 

どうもです！ 

  

クラフト作家が習いに来るレジュフラワー・ＵＶレジンアクセサリー教室   

「P*（ピィ）ハンドメイドアクセサリー」の三上美幸です！ 

 

------------ 

 

【挨拶のポイント】 

・自己紹介のキャッチフレーズを入れる 

・自分の名前を入れる 

  



◆お客様のご紹介 

例) 

体験レッスンに来てくださった Y 様 

 

 

[お客様の作業風景写真] 

 

 

お友達にレジンアクセサリーを作って販売している方がいらっしゃるそうで、自分もやっ

てみたいと思い、体験レッスンにいらしてくださいました(^^♪ 

 

------------ 

 

【お客様をご紹介する際のポイント】 

・プロフィール（イニシャルなどで紹介） 

・レッスンを受講しにきた動機（体験レッスンなどでアンケートをもらったり、レッスン中

に動機を聞いておく） 

・お客様の作業風景写真 

 

  



◆作品紹介 

例) 

レジュフラワーのお花重ね体験レッスンを受けてくださった 

Y 様の作品はこちら 

 

アシンメトリーが可愛い！夏のアジサイピアス 

［作品写真］ 

 

 

アシンメトリーでお花を組み合わせているのがかわいいですよね(^^♪ 

 

そして Y 様、なんと 9 月から海外にお引越しされるそうで、そちらでいっぱいのお花に囲

まれて、過ごされるそうなんです！ 

 

お花にいっぱい囲まれる生活！素敵すぎます＾＾ 

 

  

------------ 

 

【作品紹介をする際のポイント】 

・作品名 

読者の興味を惹くキーワードを組み込み、10～20 文字程度程度で書く 

 

・作品写真 1～2 枚 

小物を使って、作品を奇麗に表現をする 

作品が目立たなくなってしまう小物は使わない 

ブランド名や屋号のロゴを入れる 

 

・作品説明 

ワクワクさせるイメージを持たせる説明文を 20～30 文字程度 

 

 

 

  



◆お客様のご感想 

例) 

Y 様のご感想 

 

 Q1.今回 P＊ハンドメイドアクセサリーのレジュフラワー(UV レジン)の体験レッスンを

どうやって知りましたか？ 

 

お花のレジンアクセサリーの体験レッスンを探していて、アメブロのページを見て来まし

た。 

 

 

Q2.何故レジュフラワー(UV レジン)アクセサリーをやってみようと思いましたか？ 

 

クリーマでお花のアクセサリーを見て、作ってみたいと思いました。 

  

 

Q3.レジュフラワー(UV レジン)を作ってみた感想を教えてください。 

 

夢中になってしまうほど楽しかったです。もっと作ってみたいと思いました。 

 

 

------------ 

 

【お客様のご感想のポイント】 

・どうやって知ったか 

・なぜやってみようと思ったか 

・やってみてどうだったか 

・作品で素敵だったポイント 



教室満席！ブログ×LINE＠集客 無料オンラインプログラム / 三上美幸 

累計 1,500 人を集客した ブログ記事テンプレート集 

 

あなたの起業ストーリーの書き方 

 

【記事の目的】 

あなたに興味がある人は、ブログの隅々まで読み込みます。あなたが起業してからの成功や

失敗のストーリーを載せることで、人柄に共感をしてもらいファンを作ります。 

 

【記事の書き方】 

記事の書き方は左寄せ、スマホと PC から見られることを意識して、50 文字前後を目安に

ブロックを作る。 

 

【注意点】 

開業から 6 か月を超えたぐらいを目安に、書き始めてください。 

 

 

この記事を例にして、説明をしていきますね！ 

https://ameblo.jp/moyupon/entry-12276209664.html 

  

https://ameblo.jp/moyupon/entry-12276209664.html


◆導入文 

例) 

日本レジュフラワー協会の理事をし、年間で 500 人の方にレッスンを受講していただき、

セミナーをさせていただいたり、認定講師さんを育てたりとさせていただいていますが、そ

の話を知っている生徒さんたちはなぜか私が長年レジンアクセサリーの講師をしているの

だと思われます。 

 

日本レジュフラワー協会の活動を開始したのが 2016 年 7 月。 

起業したのが 2015 年 10 月。 

お教室を始めたのが 2015 年 8 月。 

アクセサリーの販売を始めたのが 2015 年 4 月。 

 

対価を頂きだしたのが 2 年位前なのにも関わらず、どうして起業して 1 年目で年間 500 人

も受講してくださる講師になったのか。なぜレジンアクセサリーを選んだのか。 

 

そんな私の起業ストーリー 

 

------------ 

 

【導入文のポイント】 

・どんな経歴なのか 

・いつから始めたのか 

・どんなストーリーを話すのか 

 

簡単なプロフィールをイメージして書くと、書きやすいと思います。 

 

 

  



◆目次 

例) 

第 1 話 どうしてレジンアクセサリーを仕事にしたの？ 

第 2 話 どうしてレジンアクセサリーを仕事にしたの？part2 

第 3 話 ブランド名を決めて思いを伝えようとする事 

第 4 話 委託販売は本当に上手い話？メリットだけじゃない事を知る 

第 5 話 アクセサリーの販売初期の売上事情 

第 6 話 知らない人と出会わなきゃ……。異業種女子会に参加 

第 7 話 年間 3 万円の Facebook コンサルティングが教えてくれたこと 

第 8 話 何も言わずに呼び出された時は気をつけて！ 

第 9 話 ハンドメイド起業で一緒の悩みを共有できる仲間 

第 10 話 商品を販売するだけではなくお教室をしてみる事 

第 11 話 お教室を開催する場所を決める方法 

第 12 話  レッスンメニューを決める大切さ 

第 13 話 いざレジンアクセサリー教室をはじめてみた！ 

第 14 話 商品の安売りはやめた！販売価格を上げる方法 

第 15 話 ハンドメイド作家の起業するタイミングってどうすればいいの？ 

第 16 話 数字に弱すぎ！税理士に丸投げ出来ると思っていた。 

第 17 話 自分の常識は、常識じゃない。人から教わる大切さ 

 

 

【目次のポイント】 

・時系列に沿って話を進める 

・1 話ごとにテーマを設ける 

・失敗談も隠すことなく全部公開をする 


