
楽しく学ぶために

■PCの場合

■スマホ・タブレットの場合

①セミナーでチャット機能を使いますので練習として、
「こんにちは」「よろしくお願いします」と投稿をお願いします

②セミナー中に30秒で自己紹介をして
いただきますので考えておいてください

・お名前
・どこに住んでいますか？
・お仕事は？
・今回受講としようと思ったきっかけは？
・解決したい課題は何ですか？

両方とも“オン“にして
積極的にご参加ください





誰から学ぶかが大事

3当テキストの無断転載・無断使用を固く禁じます

Copyright ビズクリエリュネット合同会社

・今結果が出ている先生

・生徒も成果が出ている先生



オンラインセミナーを受講して結果を出すために
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・積極的に参加してください

・間違いを恐れないでください



学習効果が高まり
あなたのビジネスが

成功へと近づいていきます



オンラインセミナー参加者へのお願い

・セミナーに集中できる静かな環境でご受講ください

・声をだして質疑応答していくので顔出し、声だしを

お願いします。

・録音、録画、撮影はご遠慮ください。

・スマートホン、パソコンでのながら作業をしながらの

ご参加はご遠慮ください
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今日のプログラム

前半 clubhouse×インスタライブ集客セミナー

後半 講座説明会

最後 個別相談会



講師プロフィール

三上 美幸(Mikami Miyuki)

オンラインで行う集客塾の運営
ハンドメイド協会の代表理事

2015年 コネなしスキルなしでハンドメイド起業

2016年 日本レジュフラワー協会を立ち上げ

2017年 一般社団法人日本レジュフラワー協会設立

2018年 コンサルタントとして活動し集客塾の運営



起業1年で500人、2年目700人ハンドメイドレッスンに集客



協会設立3年で180名の認定講師を輩出



200人参加する
大型イベント



動画ライブ勉強会を開催して1週間で100人申込み



3日間で170人



多くの女性起業家が活躍

月100万円以上売り上げる方が続出しています。



自己紹介タイム



お名前

どこに住んでいますか？

お仕事は？

解決したい課題はなんですか？



すごいSNSがきた



clubhouse



Android版が開始



出展元：App Annie



Clubhouseだけでは
集客できない



Instagram



Clubhouse
Instagram

動画で興味を引き
集客につなげる



Clubhouse
×

インスタライブ
の組み合わせが良い



今取り入れる
チャンス



スピリチュアル心理コーチ
松本美緒さん

Clubhouseで全く
知らない人から
次の日にある講座の
申し込みが入った



ブランディングコンサルタント
齋藤 由美子様

Clubhouseと
インスタライブを
使ったことで

入塾2週間で110万円
の売上を達成



clubhouseからインスタへ
つなぐ秘密がある



申し込みが入る



Clubhouseには
対談する仲間が必要



対談相手を変えることで
新規の人に届けることができる







おうち動画ライブ集客

友達と楽しくおしゃべりするだけで毎月100人集まる



しあわせ教室づくり
ゼロから始めて月30万円の収入を得る

フラワーアレンジメント講師・教室集客コンサルタント 嶋本結花様



パソコンが苦手でも
オンラインから熱烈ファンがさくっと集まる

Instagram×LINE公式アカウント集客

LINE集客コンサルタント 三好美夏



オンラインお茶会の作り方
1か月で50人以上！集客の入口

ハンドメイド講師・オンライン集客コンサルタント 藤田博美様



オンラインでは言葉ひとつで

売上が変わる



一言で伝わる見たくなる

ライブコンセプトが必要



700万円投資をし
現在も学び続けている



時代の波に乗る



本日のまとめ

・ライブ集客の仕組化

・クラブハウスの拡大市場はチャンス

・ライブを一緒にできるコミュニティ



あなたはこれらを全部
一人でできますか？



本日限定のご提案

認定コンサルタントが
ライブ集客の仕組化について
アドバイスしてくれます

一人一人個別に状況を伺ってアドバイスを
Zoomのブレイクアウトルームを使って実施



・達成したいゴールと現状の課題を明確にする

個別相談受講の心得

・売上、集客数の具体的な数字を明確にする



集客の悩みを解決したい
本気の方はご相談ください



友達申請

Facebookで「三上美幸」で検索して
メッセージ付きで友達申請お願いします



おうちインスタライブ集客
オンラインビジネス実践塾
本講座ご提案資料



動画ライブでファンを作り
毎月安定した売上を達成



講座内容



信頼関係構築

動画ライブで
信頼関係を
構築する

申し込み

レッスン
お茶会
セッションに
申し込まれる

商品設計

高額商品を
作成する

ひと言で食いつくコンセプト

オンラインビジネス構築

Clubhouseと
動画ライブで
見込み客を
集める

見込み客集め



あなたから欲しいと言われるコンセプトの作り方を
学んでみんなでブラッシュアップをします

1)コンセプトメイキング



コンセプトメイク特別セミナー

数百万円から数千万円売り上げるコンセプトを作る
赤間猛先生をお迎えした特別セミナーを受講できます



信頼関係構築

動画ライブで
信頼関係を
構築する

申し込み

レッスン
お茶会
セッションに
申し込まれる

商品設計

高額商品を
作成する

ひと言で食いつくコンセプト

オンラインビジネス構築

Clubhouseと
動画ライブで
見込み客を
集める

見込み客集め



収益シミュレーション

100万円＝2,000円×

100万円＝20,000円×

100万円＝200,000円×

500人

50人

5人



2）オンラインで売れる高額商品

20～70万の高額でも売れる商品が作れる！
マネをするだけで完成する提案書テンプレート

集客コンサルタント
売上アップコーチ
セールスコーチ
ファッションコンサル
フラワーセラピー
ファスティングコーチ
エステティシャン
カウンセリング
セラピスト
スピリチュアル
ボイストレーナー
音楽コーチ
ハンドメイド講師
書画トレーナー
Etc…



高額商品の作成代行

ライブから売れる高額商品を作る



信頼関係構築

動画ライブで
信頼関係を
構築する

申し込み

レッスン
お茶会
セッションに
申し込まれる

商品設計

高額商品を
作成する

ひと言で食いつくコンセプト

オンラインビジネス構築

Clubhouseと
動画ライブで
見込み客を
集める

見込み客集め



成功している人
仲間と行うことが大事



学んだとしても行動に
移せない人が多い…



仲間と一緒に実践する場

毎月仲間と一緒に発信を強化して、失敗も成功も
シェアしていくことで結果につながる

一人でできないことも皆でやるからできる！



講座サポート特典



講座受講者の秘密のメンバーグループへ招待

特典1

同じ業界の仲間ができるので励ましあって

一緒に売上を伸ばすことが出来ます。



特典2

ライブ集客テンプレートを無料プレゼント

テンプレートに従って動画ライブを行うことで

見てくれる人の数が一桁変わります。



IT苦手でも大丈夫毎週行われるパソコン教室

特典3

パソコンが苦手でオンライン化できないといった悩みも

毎週ZOOMで行われるパソコン教室で解消することができます



ライブ集客仕組化ツール無料利用権！

ライブからすぐに申し込みが入る秘密のツールを無料で使えます

特典4



ライブ集客の仕組化とは？

Facebookライブ

YouTubeライブ

インスタライブ

1人

5人

0人



どのSNSが自分にとって
集客効果が高いのかわかる



決して真似されない
集客の仕組みが必要



成果が出る３つのポイント
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1. ライブから売れる高額商品

2. ライブ集客のコミュニティ

3. 最新の集客市場を開拓



受講生の成果



受講生の実績

リアルでしかできないと思って
いた講座を完全オンライン完結
にしたことで、オンラインで行
う講座は常に満席、増席を繰り
返し、もっと学びたいというお

客様が現れ、1カ月で100万円
の売上を達成

足靴セラピスト
池田 敦子様



受講生の実績

SNSでのLIVEを取り入れた
ことによりこれまで以上に

集客がスムーズになり、入
塾2か月で750万円の
売上を達成

子育てコンサルタント
青山 節美様



受講生の実績

協力し合ってLIVEをしたら
「ファンになりました」
と言ってくださる方が増え、

入塾1ヵ月で
月商114万円達成

ボイスブランディングプロデューサー
原 弥生様



受講生の実績

機械音痴でライブが
できるか不安な状態から

ライブ集客開始2カ月で
500名以上集客し

月商7桁を継続的達成

フラワーアレンジメント講師・フォトグラファー
中西 美穂様



受講生の実績

パソコンが苦手で、なかな
か行動に移せない状態だっ
たがサポートのおかげで

入塾1か月で
月商120万円を達成

メンタルコーチ
松本 美緒様



自己流でお申し込みが入ら
なかったがライブのテンプ
レートを使ってライブをし

たところ、入塾1か月で
50万円の売上を達成

WEB集客コンサルタント
スモーリーあずさ様

受講生の実績



スピリチャルヒーラー
真山 侑子様

自分で集客ができなかったが
ライブを取り入れたことで

入塾2か月で
月商120万円達成

受講生の実績



入塾１〜2ヶ月で
成果が出る



本講座の開催スケジュール



ZOOMで開催なので
遠方でも大丈夫



講座日程

7月 1日（木）10:00〜16:00
8月 5日（木）10:00〜16:00
9月 2日（木）10:00〜16:00

10月 7日（木）10:00〜16:00
11月 4日（木）10:00〜16:00
12月 2日（木）10:00〜16:00
1月 ６日（木）10:00〜16:00
2月 3日（木）10:00〜16:00
3月 3日（木）10:00〜16:00
4月 7日（木）10:00〜16:00
5月12日（木）10:00〜16:00
6月 2日（木）10:00〜16:00

◆毎月第1木曜日(祝日を除く）講義後16時から18時懇親会

６ヶ月コース

年間コース



全講座の内容を動画収録してメンバーサイトで公開

自宅で復習をして、より学ぶ事が出来ます。



グループセミナー<zoom＞

7月26日（月）10:00〜14:00
8月23日（月）10:00〜14:00
9月27日（月）10:00〜14:00

10月25日（月）10:00〜14:00
11月22日（月）10:00〜14:00
12月27日（月）10:00〜14:00

1月24日（月）10:00〜14:00
2月28日（月）10:00〜14:00
3月28日（月）10:00〜14:00
4月25日（月）10:00〜14:00
5月23日（月）10:00〜14:00
6月27日（月）10:00〜14:00

◆毎月第4月曜日(祝日を除く）

６ヶ月コース

年間コース



本日限りの特別なご提案



ZOOM説明会参加特典

■フライング受講

・6月 3日（木）10:00〜16:00

早速講義に参加して
結果を出していただきます！



本日申込み限定特典

三上のスタートアップコンサルを

1回プレゼント(30分)

すぐにコンサルティングを受けて、早く成果を出しましょう！



本講座のご提案



魅力を最大限に表すコンセプト作りコンサル(1時間)

特別サポート1 

あなたから欲しいと言われるコンセプトを代わりに作ります



高額商品の作成代行(3時間)

特別サポート2 

お客様から欲しいと思われる高額商品を代わりに作ります。



ライブストーリーを作るグループコンサル（2時間）

特別サポート3 

グループで一緒にライブストーリーを作ります。



コース名 期間 高額商品
作成代行

コンセプト
づくり
三上個別
コンサル

ライブ集客
の作り方
グループ
コンサル

価格(税別)

各コースの詳細

マスター

ミドル

1年 170万円

120万円

1回 3回
最大
24回

－ 1回1年

半年

最大
24回

－ －
最大
12回

70万円ベーシック

（本日限定価格）

115万円

85万円

50万円



一括払い特典

各コース15％割引いたします

・マスターコース

・ミドルコース

・ベーシックコース 50万円 → 42.5万円

85万円 → 72.3万円

115万円 → 97.7万円

（全て税別価格）



12分割が可能

・マスターコース 95,800円/月

・ミドルコース 70,800円/月

・ベーシックコース 41,600円/月

※別途クレジットカード会社の手数料がかかります

（全て税別価格）



最大24分割まで可能

・マスターコース 47,900円/月

・ミドルコース 35,400円/月

・ベーシックコース 20,800円/月

※別途クレジットカード会社の手数料がかかります

（全て税別価格）



ライブ集客基礎コース

自宅にいながらリアルタイムで
Zoomで受講できる特別コース

※期間は6ヶ月間、コンサルは付いていません

28万5,000円
(税別)



カード会社の決済手数料がかかります。

最大24分割まで可能

・オンライン受講コース 11,800円/月



動画受講コース

講義をメンバーサイトの動画で

受講できる自宅学習コース

12万5,000円
(税別)

※期間は6ヶ月間、コンサルおよびサポートは付いていません



カード会社の決済手数料がかかります。

最大24分割まで可能

・動画受講コース 5,200円/月


