
 
 
 
 

「１日 30 分の改善であなたのホームページも 
毎月、優良顧客からの問い合わせがやって来る 

ウェブ集客の達人が教える売れるホームページ集客術」 
 

 
 
 
 
 

  

 

このレポートは「売れるホームページ集客」を実践するためのホームペ
ージ改善策を６つのステップで紹介したものです。私の２４年間のホー
ムページ制作稼業で実践し、理論化したテクニカルな情報です。すべて
の項目を順に実践していけば、あなたのオンライン集客の効果も向上す
るように作りました。ぜひ、ご活用いただければ作者としては幸いです。 

売れるホームページ集客実践シート 
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まず Google アナリティクスを使って基本的な数値を調べてみよう。 

アナリティクスが入っていない？ 

それじゃあ、あなたが最初にすることはアナリティクスの導入だ！ 
 
□１．訪問者数を把握しよう 
毎月何人の人がホームページに訪問しているかを知る。Google アナリティクスを使

ってユーザー数を調べる。できればエクセルなどの表で管理しょう。月間 1000 人

は欲しいところ、3000 人居れば月に 10 人くらいは集客できる計算だ。ちなみに見

込み客の数なのは言うまでもない。冷やかしはカウントしない。 

 
□２．パソコンとモバイルのユーザー割合を把握しよう 
モバイルを調べてみよう。Desktop と mobile の割合を知り、どちらに力を入れる

か大まかに心づもりを持ちます。これらの平均セッション時間の違いもサイトのユ

ーザビリティを改善するヒントになります。 
 
□３．ユーザーがどこから来るのか 
集客の概要で Social、Direct、Referral、Organic Search、Paid Search などのユ

ーザー割合を知る。どのメディアを中心に集客したら良いかを判定する。割合の少

ないメディアは捨てる勇気を。 

 

□４．ユーザーはどのページを見ているのか 
サイトコンテンツを見てみよう。どのページが沢山見られていて、何分くらい見て

いるのかが分かる。数秒だとほとんど読んでいないことがわかる。一番見てほしい

ステップ１ 
アクセス解析を使って状況を把握する 

目的：訪問者数とユーザー動向の把握 

https://softplanning.com/
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セールスページはしっかり見られているのか？改善点が見えてこないか？ 

 
□５．ユーザーはどこから去っていくのか？ 
離脱ページを見てみよう。離脱ページから見込み客は去っている。去る理由のヒン

トはそのページにある。情報不足、アクション不在、読み切れない、単なる情報収

集かも知れない。離脱して良いのはコンバージョンした後のサンキューページ。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
□６．お客さんの悩みはなに？ 
過去のお客さんが語っていたことを思い出して、一行に書き出してみます。それを

40 人分箇条書きで書き出してください。そこに見えるお客さんが抱えている問題や

悩みを拾い出します。 

 

□７．お客さんはどうなりたいのか？ 
過去のお客さんが語っていたことを思い出して、お客さんはどう成りたいと言って

いましたか？あなたの仕事が終わって感謝の言葉をくれたお客さんは何を手に入れ

て喜んでいたのですか？それを書き出してください。 

 
□８．お客さんが検索で使うキーワードはわかる？ 
お客さんはどんな検索ワードであなたを見つけましたか？それを知る方法は、お客

ワンポイント 
問い合わせなどの反応がない場合はまず現状を把握しましょう。見られていない

のか、見ても反応がないのかを切り分けることから始めます。 
 

ステップ２ 
お客さんのことを考えてみよう 
 
目的：ターゲット顧客像を把握する 

https://softplanning.com/
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さんに聞く。はじめて話すときにこう尋ねてください「私のことをどこでお知りに

なりましたか？」「検索ならどんなキーワードで検索されましたか？」大抵答えはあ

いまいです。でもなんとなく絞れます。もう一つの方法は、Google のサーチコンソ

ールに検索クエリがあります。そこを参照するとわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
□９．自社の強みは何？ 
あなたの強みはなんですか？あなたとあなたの会社について「お客さんに言われた

評価、感謝の言葉」と「誇れる実績」「数値化できる実績、経験」などを箇条書きで

40 個書き出してみましょう。その中に自分でも気づかないストロングポイントがあ

ります。 

 
□１０．お客さんの悩みをどうやって解決する？ 
あなたはお客さんの悩み、問題をどのように解決しますか？ 

あなたの商品・サービスがお客さんの悩み解決商品であるかを再確認しましょう。

悩みを解消できない商品はいくら優れていても売れる可能性は高くありません。 

ステップ３ 
自社のことを考えてみよう 

目的：あなたの強みの発掘をする 

ワンポイント 
お客さんの悩みを知ることは最重要なことです。その悩みに対してアプローチ

するから売れるのです。 

・お客さんの悩み 

・お客さんの手に入れたいゴール（ベネフィット） 

・お客さんが使うキーワード 

まずはこれらを把握しましょう。 

https://softplanning.com/
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□１１．競合他社との違いは何？ 
あなたの競合他社との違いを箇条書きで 20 個書き出してみましょう。ここではどん

な些細なことでも否定せずに書き出します。 

その中に差別化のポイントがあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□１２．肩書を作ろう 
あなたは何屋さんですか？分かりやすい言葉、一言で伝わる言葉を考えます。他者

と差別化できる肩書を考えます。相談してみたいと思わせることができれば正解で

す。 

・〇〇の専門家 

・〇〇歴 20 年の○○職人 

・お坊さん弁護士 

・聞き上手な税理士 

 
□１３．オファーは何？ 
お客さんに提案するオファーな何ですか？ 

・無料レポートのダウンロード  

・無料メール講座への登録 

ステップ４ 
選ばれるキャッチコピーを作ってみよう 

目的：お客さんへのメッセージをつくる 

ワンポイント 
そんなこと？と思うほど自分では当たり前のことが自社の強みとしてお客さん

に選ばれていることが多い。そのあなたがあたり前にしていることこそがあな

たの強みだったりする 

https://softplanning.com/
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・無料オンライン相談 

・オンライン勉強会 

・購入、注文、申し込み 

このホームページであなたが一番伝えたい重要なひとつのことを決めます。 

 
□１４．キャッチコピーをつくる 
オファーを伝えるたった一言、１行のメッセージをつくります。そのメッセージに

は、悩み、解決策、ベネフィットが含まれていると反応が良くなります。 

・数値を入れる 

・悩みを入れる 

・解決策を入れる 

・ベネフィット＝ゴールを入れる 

・自分を入れる 

例：「１日 30 分の改善であなたのホームページも 

毎月、優良顧客からの問い合わせが 10 件以上増える 

ウェブ集客の達人が教える売れるホームページ集客術」 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□１５．笑顔の写真を載せる 
顔の見えないホームページから買うのは勇気がいります。 

ステップ５ 
ブランディングで成約率を向上させよう 

目的：あなたから買いたいと思わせる 

ワンポイント 
キャッチコピーはオファーへ誘導するためのフック。ファーストビューエリアに

掲載し、オファーに注目させる目的でつくる。 

https://softplanning.com/
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顔を出すことのメリットは誰が販売者なのかわかること。書いてあることがその人

の言葉だと思われること。その結果、会う前から信頼関係が構築される。 

 

□１６．ヒーローストーリーでプロフィールを書く 
あなたがどんな人か知るためのコンテンツがプロフィールです。 

ここではカッコつけるのではなく、ありがちな体裁で作るのでもなく、あなたの苦

労や今ある姿のルーツに迫る物語に仕上げます。 

あなたは、あることがきっかけで起業しますが最初はうまくいかずに何度も挫折を

味わいます。そんな中で師と仰げる人と出会い成長します。挫折を乗り越える過程

で気づきがあり、それが今の仕事をする上での志になっています。そんな物語がお

客さんの共感を呼びます。もちろん創作や捏造はダメ、本当にあったことで書く、

それが基本です。 
 
□１７．お客さんの声を増やす 
お客さんの声は、第三者からの証明です。あなたの仕事で満足したお客さんが多け

れば多いほど、その道の専門家として捉えられます。 

お客さんがお客さんを連れて来る。そうなれば安定期に入ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ステップ６ 
ホームページに訪問者を集めよう 

目的：集客の入り口をつくる 

ワンポイント 
信頼関係が構築されると値引き要求や相見積もりが減り、優良顧客が集まるよ

うになります。過去に 3000 万円以上もする住宅建設を見積もりも取らずに契

約された方がいたと報告をもらいました。それほど信頼されることも可能なの

です。 

https://softplanning.com/
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□１８．自然検索で集めよう 
SEO と言われる技術で検索に表示されるようにします。 

地域のご商売ならば、地域名＋目的語で、全国対応ならばニッチな複合キーワード

で SEO 対策します。 

ニッチなキーワードでブログ記事を投稿し、その中でお宝キーワードを見つけたり、

ヤフー知恵袋などの質問に回答するページを作るのも一つの方法です。ポイントは

ビッグキーワードを狙わないこと。消耗するから…。 
 
□１９．ネット広告を活用する 
Google 広告、Facebook 広告、Youtube 動画広告などを活用して見込み客を集客

します。広告には費用が掛かるため、リストを集めてそこに販促を掛ける集客のし

くみを構築することがおすすめです。 
 
□２０．Youtube で動画を配信する 
Youtube チャンネルを設けて自分の動画を配信し、動画からホームページへ誘導す

る。キーワード管理された動画はボディブローのように時間とともに効いてくる。

長い目で見て運用しよう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
まずは少しだけ自己紹介させてください 
私は売れるホームページ集客の専門家、玉井昇と申します。 

売れるホームページ・ランディングページを作って 24 年です。 

ワンポイント 
見込み客をホームページへ誘導する活動は継続的に行う必要があります。地域

キーワードでの SEO 対策などは一度完成すると長くお客さんを連れてきてく

れるようになります。ブログの記事を投稿したり、動画をアップする活動を日々

の営業活動と思い継続しましょう。 

https://softplanning.com/
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作り方・運用の仕方について書籍を２冊出版しました。 

このレポートはその経験の中から生まれた売れるためのステップです。 

 

どんなクライアントさんから依頼があるの？ 
私にご依頼くださるお客さんは、個人事業主や小さな会社の社長さんです。共通す

るのはどなたも集客のためのご依頼です。そして一度失敗している人が多いようで

す。 

 

・自作したけどダメだった方 

・業者に作ってもらったが集客できなかった方 

・初めてネットで集客をする方 

など、初心者の方が多い傾向にあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
もう一つお話しますね。 

お客さまの声 
「開店半年目の整体院です。チラシやポスティングで集客していましたが効

果が続かず、週に 2 件しかお客さんが来ないことがあります。このままでは

閉店かも…助けてください」 

 

そんなメールを頂き、お話をお聞きして、ホームページを作りました。 

■月に 10 人以上新規客が来るようになりました 

そのホームページは検索で 1 位に出て、 

お客さんが月に 10 人以上来るようになりました。一時期はスタッフの増員

にもつながりました。数年前にホームページを作り直し、さらに優良顧客を

集客しています。そして、最近、12 周年を無事に迎えることができました。

閉店せずに済んでよかったです。 

https://softplanning.com/
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売れるホームページ集客を実施すると工務店さんの場合は、小さなリフォームから

建売住宅まで問い合わせが来ます。1 年を通じて億円を稼ぐケースが実際にあります。 

 

余談ですが自作してダメだと見切りをつけるのにみなさん半年待つみたいです。多

くの人が完成から半年後に連絡をくれます。集客用のホームページは、マーケティ

ングツールなので、ただ作れるだけでは用をなしません。 

 

玉井は結果を出すために何をやったのか? 
私のやり方は、一言で言うと、 

「あなたの魅力を発掘して集客に活かす」方法です。 

 

あなたのお客さんの悩みにフォーカスし、 

あなたの強みで解決できることを分かり易く伝えます。 

全体の雰囲気を創り上げることで優良顧客が集まってきます。 

 

過去に私が制作した事例を参照してくださいね。 

http://softplanning.com/customers/ 
 

 

お客さまの声 

「ホームページを自分で作ったけど半年経っても 1 件も問い合わせが来ない」 

 

■半年間に 3500 万円の建売住宅が 3 件売れました 

この事例は完成後、すぐに顧客が獲得できるようになりました。半年間に 3500

万円の建売住宅が 3 件売れました。その後、４年間、年商の４割をホームペー

ジが作りだしていました。 

https://softplanning.com/
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売れるホームページで何が得られるのか 
具体的な実績でお話できることを記載しておきますね。 

 

①私の事例 半年で年商 3000 万円 
例えば自分のことで言えば、まったくどん底の状態から半年で年商 3000 万円に達

しました。それまでのビジネスが終焉を迎えたとき収入がゼロになってしまいまし

た。窮地に陥った私は、ホームページの制作業務をメインにすることにしました。 

自分のホームページをリニューアルして売れるホームページにしました。そこから

自身をブランディングして行きました。その結果、売上が回復し、翌年の年商が 3000

万円に達しました。 

そのことについては以前行ったこのセミナーで詳しくお話しています。 

https://youtu.be/PVHESLp-E_M 

 

②交通事故患者が年に 100 人来院した整骨院 
通常の患者さんに加えて交通事故の患者さんが年に 100 人来院し、それが３年間続

きました。3 年半で１億円の治療費収入が発生した整骨院の事例です。 

Google とヤフーの検索結果と独占して検索の１位から 7 位を独占したことも…。ホ

ームページ集客の費用対効果は 200 倍でした。 

 

お客様が詳細をお話くださいました。 

https://youtu.be/Rg1vEXra59E 

https://youtu.be/QrjHGOfEVlg 

 

成功事例集 

私の仕事は結果を出すこと 

https://softplanning.com/
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③ありえないレベルで売上がＶ字回復です 

「過去に作ってもらった冷蔵庫のサイトで、数千万円は稼がせてもらいました。 

2006 年に建築系の集客サイトを作ってました。 

当時はライバルがいなかったので素人の私が作ってサイトでも、ガンガン儲かった

のですが、ライバルが増えてきて、売り上げが激減、困っている時に、玉井さんと

出会いました。やはり、プロはすごいです。 

年間計算で 2000 万円の仕事が、玉井さんに作ってもらったサイトから発生、かれ

これ 6 年ぐらい経つので、下手したら億を超える売上かもしれません。 

6 年たった今でも、十分効果があるサイトなので、今考えても、あの時しっかりと作

ってよかったと感じてます。まだまだ現役でネット上からお金を稼いでくれるサイ

トです。」プレハブ冷蔵庫販売 com 

 

④新規で 30 社以上、うち継続取引 10 社 製造業 
ホームページ開設から 1 年余り経ち、おかげさまでたくさんのお客様とのお取引き

を獲得することが出来ました。 

昨年度の実績では、新規で 30 社以上（個人含む）、うち継続取引 10 社と期待以上

です。今後とも宜しくお願い致します。バネ製造業 

 

レポートはいかがでしたか？ 
できるだけ誰にでも改善できるように簡素にお伝えしたつもりです。 

集客できるようになりましたらご報告いただけると嬉しいです。 

「簡素すぎて具体的なやり方がわからない」なんて声が聞こえて来そうですが、ご

安心ください Youtube チャンネルでフォローしていきます。 

 

Youtube チャンネル 
https://youtube.com/NoboruTamai 
 

チャンネル登録と高評価をお願いします。 

 

https://softplanning.com/
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私の仕事は、売れるホームページで集客を実現するお手伝いをすることです。 

・売れるホームページの制作 

・集客のしくみの構築 

・運用のサポート 

・コンサルティング 

 

過去の多くのクライアントさんが、私に支払った制作費用を１年以内に回収してい

ます。利回り 200％を超える人もたくさんいます。 

お金を掛けても回収できる制作業者です。 

 

 

今、無料個別相談を受け付けています。 

制作枠がいっぱいになり次第終了します。 

 

下記よりお申し込みください。 

ソフトプランニングＺ 

売れるホームページの専門家 玉井昇 

 

https://softplanning.com 
 
 

⑤優良顧客が集客できて業務改善に成功しました 
「ホームページ制作費はわずか 10 ヵ月で回収。単価が高く、しかも他店ではできな

い仕事だけが集まり、業務改善に成功しました」 

https://softplanning.com/customers/bici-sport-japan_com 

 

⑥誰もが知っている会社 2 社から今年は２件ご連絡いただ
いておりますよ！ 
https://softplanning.com/customers/hug-kumu_com 

https://softplanning.com/
https://softplanning.com/
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⑦「成功の鍵はブランディングです。差別化された“お坊
さん弁護士”というブランドがその後のホームページ集客
と PR につながりました」 
https://softplanning.com/customers/enjoh-law 

 

⑧制作費以上の売り上げが返ってきています 
https://softplanning.com/customers/jinseikotsuin/ 

 

⑨２年半経過しても効果が持続しています 
https://softplanning.com/customers/suehiro-genki/ 

 

⑩女性のお客様と法人のお客様が前年の 2 倍に増えた 
https://softplanning.com/customers/ochiaikaikei/ 

 

ここでご紹介したクライアントさんたちは全体のほんの一部です。 

私は長くこの事業をしていますので事例の時期が少し前だったりしています。 

もちろん現在直近で成功している事例もあります。直接お尋ね頂ければできる範囲

でお話いたします。 

 

 

ソフトプランニングＺ 

売れるホームページの専門家 玉井昇 

https://softplanning.com 

n@tamainoboru.com 

https://softplanning.com/
https://softplanning.com/

