
 

ゼロから始める住宅マーケティング・７つの基本講座 

集客したい！売上を上げたい！ 

工務店・設計事務所の経営者や広告・宣伝・ＷＥＢ担当者は必見です！ 

 

なぜ、展示場も持たずに、新規オープンした工務店が、たった半年間で16棟の請負契約、 

さらに、59件の来店と94件の見込み客を、獲得できたのか？ 

 

なぜ、10ヵ月も売れなかった営業マンが、 

あることを取り入れた1ヶ月後、２棟の受注を取ることができたのか？ 

 

 

これらはただ 

 

１．集客 

２．販売 

 

この2点を行っていただけなのですが、その土台となっているのが、 

マーケティング（売れる仕組み）なのです。 

 

私が実践してきた、その基本となる７つの住宅マーケティングを、 

以下の内容で公開しています。 

 

※2014年4月までメルマガ内で公開していたコンテンツです。 

そのままを抜粋していますので、ご了承ください。 
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目次 
 

１．ホームページ講座 

 

ホームページをつくる上で、訪問者が必ず閲覧する３つの内容をお伝えします。 

 

 

２．建築写真講座 

 

集客の良し悪しを決める建築写真・竣工写真の考え方をお伝えします。 

 

 

３．セールスレター・チラシ講座 

 

集客するために使用するのは、●●や■■を使うのが最も適しています。 

 

 

４．PPC広告講座 

 

チラシ広告以上の集客力を持つPPC広告の基礎をお伝えします。 

 

 

５．ブログ集客講座 

 

集客しやすくなるブログの書き方や活用法をお伝えします。 

 

 

６．メルマガ講座 

 

質の高い見込み客を獲得できる最強の集客方法をお伝えします。 

 

 

７．コピーライティング講座 

 

全ての基礎となる「メッセージ」の作り方をお伝えします。 

 

 

【特別篇】クチコミ講座 

 

クチコミを生む最大の根源をお伝えします。 
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１．ホームページ講座 

 

本日から、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

クチコミを生む住宅マーケティング7つの基本講座 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

のスタートです。 

  

第1回の本日は、ホームページやスマホサイトについての基本を 

お届けいたします。 

  

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

訪問者が閲覧するのは、この３ページ！ 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

ホームページを作りこむ際、内容の濃いサイトにしていくために、 

コンセプト、ギャラリー、スタッフ紹介、会社概要など、 

沢山のページを作りこまなければなりません。 

  

数あるページの中でも、まずはどのページを作ったらいいのか迷いますよね。 

  

実は、新規訪問者、リピート訪問者が、よく閲覧するページがあるのです。 

  

  

ホームページを作りこむ際、 

まずはこの３つのページを優先して力を入れてください。 

———————————————— 

◎新規訪問者の閲覧数ベスト３ 

１．設計例 

２．お客様の声 

３．コンセプト 

———————————————— 

———————————————— 

◎リピーター訪問者の閲覧数ベスト３ 

１．ブログ 

２．設計例 

３．施主ブログ一覧 

———————————————— 
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新規訪問でもリピーターでも、施工例はアクセス上位に食い込んでいます。 

皆さん、どんな建物なのか知りたいということですね、 

  

・・・ということは、写真の質や見せ方が、とても重要であることがわかりますよね。 

  

そして、「コンセプトページ」は、新規訪問者からのアクセスが高く、 

リピート訪問になると、見られることはあまりありません。 

  

また、「ブログ」は、新規訪問者にはあまり見られておらず、 

リピート訪問者からのアクセスが高いのです。 

  

家は高額のため、即決できるものではありません。 

沢山の情報を徴収し、じっくりと検討して決めていきます。 

  

だから、リピート訪問者は、一度のリピートだけではなく、 

何度も何度も訪れる傾向が高いのです。 

  

そのため、リピート訪問者のアクセスが多いページは、 

更新頻度を高めることと、 

ページが更新したら、その情報を届け、 

再度訪れてくれるような仕組みが重要になってきます。 

 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

スマートフォンからのアクセスを逃さない！ 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

最近のスマートフォンの普及に伴い、スマートフォンからの 

ホームページへのアクセスが徐々に増えてきています。 

私がお手伝いしているクライアント先では、75.6％がスマホを経由してきています。 

  

何度もホームページに訪れ、情報を確認したいという、 

リピート訪問者の行動を、確実に受け止めるためには、パソコン用のサイトだけでなく、 

手軽にアクセスできるスマホサイトが必須となってきます。 

  

ユーザーとしては、わざわざパソコンを起動して見るより、 

リビングでくつろぎながら、スマホで見る方が、気楽で簡単なのです。 

  

  

先述しました３～４つのページの、スマホ対応のページにすることはもちろんのこと、 

資料請求フォームもスマホ対応にすることで、見込み客を逃さないようにしましょう。 
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２．建築写真講座 

 

今日は、建築写真・竣工写真 

についての基本をお届けいたします。 

 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

写真の出来栄えが、集客の良し悪しを決める 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

ホームページの閲覧数１位が、施工例の写真であるように、 

建築写真の出来栄えが、集客の良し悪しを決めると言っても過言ではありません。 

  

最近ではご丁寧に、ネット上でも建築写真の撮り方として、 

デジカメのことや、撮影のコツ、レタッチの方法が掲載されています。 

  

これらのような情報が無料で手に入るということは、ありがたいことに、 

敷居の高かった建築写真がもっと手軽に撮ることができるキッカケにもなりますね。 

 

ですが・・・ 

 

はたして、建物を綺麗に撮ることが集客へつながるのでしょうか？ 

  

  

上記の掲載されたテクニックを習得すれば、 

よくある注文住宅雑誌のような写真を撮ることができます。 

素人の下手な写真よりは、グッと見栄えがしてきます。 

 

しかし・・・ 

 

ある程度のところまでいくと、落とし穴が待ち構えています。 

 

それは、、、 

  

注文住宅のような写真は、決して写真として悪いわけではないのですが、 

これといってパンチ力に欠けてしまいます。 

テクニックやカメラの性能に頼るため、皆が皆、同じような写真になってしまうのです。 

  

これを超えるには、テクニックや性能の次のレベルである 

「センス」が必要になってきます。 

  

このセンスは、持って生まれたものもあるでしょうし、 

なかなか付け焼刃でどうにかなるものでもありません。 
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さらに、集客できる写真には、2通りあります。 

  

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

写真の使い分けをする 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

住宅の写真には2通りの撮影方法があります。 

———————————————— 

１．新建築のように人が意匠性を強調した建築写真 

２．その建物に暮らす人を入れた写真 

———————————————— 

一般の方から見て、どちらが伝わりやすいかというと、圧倒的に2の方法です。 

  

１は意匠性から目に留まりやすいのですが、 

別次元過ぎて、実際にそこで暮らすイメージがしにくいのです。 

  

人のいない綺麗な建築写真よりも、その家に暮らす家族というフィルターを通じて、 

あなたが考える建築を伝えるほうが、一般の方からするとわかりやすいのです。 

つまり、自分たちが暮らしているイメージがしやすいのです。 

  

建物の意匠性を伝えたいときは、１の撮影方法、 

暮らしているイメージを伝えたいときは、２の撮影方法というように、 

切り替えると、施工例も充実してきますよ。 

  

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

撮りたい写真に応じて、カメラマンを使い分ける 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

費用を抑えるため、撮影技術を身につけ、自分自身で撮影してもかまいませんが、 

  

私の経験談では、写真撮影の予算を確保できるのであれば、 

プロのカメラマンに外注することオススメします。 

さらには、撮りたい写真に応じて、カメラマンを使い分けましょう！ 

  

———————————————— 

１．4×5カメラで撮影をする建築カメラマン 

———————————————— 

新建築のように、人のいない建築写真を撮りたい場合は、 

4×5（しのご）カメラなどの大判のフィルムで撮影する建築カメラマンに依頼しましょう。 

 

建築写真は昔、4×5カメラという大判のフィルムを使用するカメラで撮られていました。 

今ではデジタルの普及により、フィルムの需要がなくなってしまい、 
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フィルムを使うカメラマンも少なくなってきました。 

 

ですが、著名な建築家達は必ず4×5カメラで撮っています。 

デジタル特有のひずみがなく、写真のキレが全然違いますよ。 

  

———————————————— 

２．一眼レフで撮影する、人を撮る専門のカメラマン 

———————————————— 

 

住まい手が入り、暮らしている様子を撮りたい場合は、 

一眼レフで撮影する人を撮る専門のカメラマンに依頼しましょう。 

ここで撮る写真は、建物メインというより、住まい手がメインになります。 

  

ここで依頼するカメラマンは、記念写真のような固定して撮るカメラマンより、 

動き回りながら一瞬一瞬を撮影するカメラマンがふさわしいです。 

 

例えば、ブライダルを撮っているカメラマンなど、 

笑顔の瞬間など人の表情を逃がさないカメラマンがいいですね。 

建築知識は少しかじっている程度で十分です。 

  

  

使い分けはこの２パターンで十分です。 

 

これは私自身実践してみた結果ですが、 

建築写真の集客は、カメラマンの力が大きく比例してきます。 

  

写真は、ホームページやチラシなど様々な宣伝ツールに使いまわすことができるため、 

たった1枚の優れた写真が撮れると、かなり重宝します。 
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３．セールスレター・チラシ講座 

今日は、セールスレターやチラシについての基本をお届けいたします。 

 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

コピーが中心か写真が中心か 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

まずは、チラシやセールスレター（DM）の中心を、 

コピー（文章）を中心にするか、写真を中心にわかれます。 

 

もちろん、どちらも疎かにはできませんが、 

———————————————— 

コストや性能を伝えたい場合、コピーが中心に。 

ライフスタイルを伝えたい場合は、写真が中心になります。 

———————————————— 

コピーに関しては後のコピーライティング講座でお届けしますので、 

ここでは、写真中心とした方法をお届けします。 

  

チラシやセールスレター（DM）などを作る上で、 

反応が取れる写真のポイントは、この2点です。 

———————————————— 

１．圧倒的なデザイン力の外観写真 

２．住まい手が写り、暮らしの様子がわかる写真 

———————————————— 

１は、よほどの設計力がないと、実現は難しいですよね。 

だから大半は、2の写真になります。 

  

集客するには、センスのいい生活感のある写真が最適です。 

 

だから、人が写っていない内観の写真は、 

表紙には使わないことです。もし使うなら、裏面で十分です。 

  

赤ちゃんや無垢の床で寝転がっている。 

子どもたちが元気にはしゃいでる。などの写真も鉄板ですね。 
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そして、裏面に入れてほしいのは、お客様の声です。 

なぜなら・・・ 

 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

お客様の声は、信頼性を高める最高ツール 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

家は金額が高額なため、決断に慎重になるのは当然です。 

そのため、集めた見込み客に対して、信頼関係を作っていく必要があります。 

その信頼度を高めるためにも、「お客様の声」は必須です。 

  

「お客様の声」が、ホームページの新規訪問者閲覧数2位に入る理由も、 

「この会社は信頼できるのかどうか」を知りたいからなのです。 

  

  

質問機会を設け、お客様の声を集めましょう。 

質問のポイントはこの３つです。 

———————————————— 

１．「きっかけ（動機）」 

２．「決め手」 

３．「推薦」 

———————————————— 

この３つを重要視して、声を集めてください。 

  

そのポイントを抑えた質問例を挙げておきますね。 

———————————————— 

・いつ、どんなきっかけで●●の家（私たちの家）に興味を持ちましたか？ 

・なぜ、依頼しようと思いましたか？決め手は何だったのでしょうか？ 

・家づくりがスタートしていかがでしたか？ 

・お住まいになってからはいかがですか？ 

・他の人に勧めるとしたら、どんな人に勧めたいですか？または、どんな風に話しますか？ 

———————————————— 

私もよく使用した質問です。参考にしてみてください。 

集めた声は、もちろん、ホームページにも使ってくださいね。 
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４．PPC広告講座 

 

今日は、PPC広告についての基本をお届けいたします。 

  

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

半年間で１６棟受注した広告手法 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

PPC広告とは、Pay Per Clickの略語で、 

クリック課金型のインターネット広告で、主にはGoolgeとyahoo!が行っています。 

検索すると、上部や横にでてくる広告のことです。 

  

例えば、スーモが出しているものだと、 

————————————- 

注文住宅が初めての方必見 

来場者8万組突破の新サービス！ 

理想 の家づくりをプロが無料でお手伝い 

————————————- 

このような広告のことです。 

  

１クリックに対して○○円という料金体系なので、クリックされないと課金されません。 

クリック単価は、入札するキーワードによって異なります。 

入札単価は、オークションで決まるため、競合多い人気キーワードは単価が高くなります。 

 

例：注文住宅 748円、一戸建て 374円 

 

だから、競合にならず、表示されやすい穴場キーワードを選んでいきます。 

 

この広告の良いところは、時間帯別や曜日別に広告配信調整が可能で、 

チラシ広告などのマスメディア広告と違い、費用対効果が明確に分かることです。 

  

また、チラシ広告に比べ、どの地域、どの時間帯からの請求か 

データを取ることもできますし、費用対効果が高いのもメリットです。 

 

例を挙げますと・・・ 

 

住宅業界のチラシは業界平均で、 

10000～5000部に一組の来場と言われています。 

 

つまり、0.0001～0.0002％の反応率です。 

3万部撒いて、3～6組が平均です。 

費用は、デザイン料や折り込み料を考えると、約30万円ほどでしょうか。 
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1組獲得するのに、10万～5万円ぐらいかかることになります。 

今後、新聞を読まない世代を考えると、もっと費用対効果は悪くなるでしょう。 

  

これがPPC広告だと、私がお手伝いしているクライアント先では、 

クリック数に対し、約１%ほどの資料請求があります。 

 

１クリック平均、約300円ほどですので、 

同じ30万円でも10件の資料請求を獲得することができます。 

なので、1組獲得するのに、3万円ぐらいに抑えることができます。 

  

上記のように、PPC広告の方が、費用対効果も高く、分析データも取りやすいのです。 

 

反応の目安としては、住宅の場合、 

・資料請求・・・1～2％ 

・メルアド登録・・・5％前後 

になります。 

  

このようにPPC広告は、費用対効果も高く、 

30分もあればすぐに、広告を出すことができます。 

  

 

ですが・・・ 

 

いきなりPPC広告を開始しないでください！ 

 

 

PPC広告を運用していると、広告のクリック率が悪い、 

検索数が少なくて広告が表示されない、クリック数が少ない、無駄クリックが多い、 

なども起こります。 

 

PPC広告においては、まずその仕組みを把握し、 

正しい考え方を身につけることから始めます。 

  

例えば、広告文字を考えるにしても、 

————————————- 

1行目には、検索文字を含む目を引くキャッチコピー 

2行目には、ベネフィット 

3行目には、特徴・オファー 

————————————- 

といった法則があります。 

 

こういった理解なしに実施してしまうと、大損害を被ることになりからです。 

今回ここでは、基本的な概要だけをお届けしました。 
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５．ブログ集客講座 

 

今日は、ブログの集客についての基本をお届けいたします。 

 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

集客できるブログ記事の書き方 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

ブログは、良いコンテンツをつくる手っ取り早い方法でもあります。 

  

ブログを始めると、 

———————————————— 

１．よく考えるようになる 

２．よく聞くようになる 

３．文章が上手くなる 

４．よいセールスマンになる 

５．話がうまくなる 

６．学ぶ意欲を持つようになる 

７．アイデアがわいてくる 

———————————————— 

というメリットも生まれます。 

  

ですが・・・ 

 

工務店や設計事務所のブログを見ていると、 

その日食べたご飯の内容や、休日に遊びに行った様子などを 

書いている方がいらっしゃいます。 

  

否定するつもりはありませんが、 

はたしてそれが、見込み客である閲覧者が求めている情報でしょうか？ 

  

ブログの目的は、ブログを通じて、読者と絆を作ることです。 

  

なので、建築だけの情報ではなく、 

「暮らし方の提案やアドバイス」 

「オススメするインテリアの紹介、使い方、体験談など。」 

「アート、デザインの展覧会」 

「一般の方にも読んで欲しい本の紹介。読んだ感想など」 

など、 

見込み客が普段の生活の中で求めている情報の中で、 

“あなたからの発信でなければならない情報” 

を届けていくことが大事なのです。 
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届けるにあたり、抑えるべき５つのポイントがあります。 

この５つを取り入れておくと、反応がよくなります。 

ぜひ参考にしてみてください。 

———————————————— 

反応を高める５つの視点 
・興味性　（「ん？」と思わず興味を惹くような内容を加えます。） 

・ニュース性　（「新しさ」を加えます。人は新しいもの好きです。） 

・呼びかけ　（「この記事は、あなたのために書いている」という呼びかけ） 

・ベネフィット（どんなメリットがあるのかを感じてもらう） 

・コラム性　（あなたの考え、感想を入れてください。） 

———————————————— 

 

これらの視点を取り入れると、共感・共有してもらいやすく、 

集客へとつながりやすいです。 

 

かしこまった建築論やコラムなども、悪くはないのですが、 

あまり続くと、「つまらない」「重い」という声が出てきますよ（苦笑） 

  

どんな方に読んでもらいたいのかを意識して書いてくださいね。 

  

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

ブログを書き続ける方法 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

ブログを書くことが大事！なのはわかったのですが、 

そうはいっても、ネタがないので続けられないですよ・・・ 

という相談をよくうけます。 

 

実はこの「ネタ問題」は、誰しもが必ずぶち当たる壁なのです。 

書くネタがなくなってしまい、くじけてしまい、ついには、 

書かなくなってしまうというケースによく陥っている方がいます。 

  

そんな時はこのような方法で解決していきましょう。 

私も同じくネタに悩んだときは、下記の方法で解決しています。 

 

———————————————— 

・Yahoo!知恵袋やOKwaveなどのQ&Aサイトでネタを探す。 

・ある人物を定めて、その人が抱える問題に照準をあてた記事を書く。 

・ニュースなどを引用し、内容に対して、自分の考えや感想を書く。 

———————————————— 
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書き続けることは、簡単なことではありません。 

しかも、終わりがないため、途中で諦めてしまいがちです。 

諦めることの方が簡単ですし、面倒くさがって、やめてしまっても誰もとがめません。 

  

でも・・・周りの競合を見てください。 

しっかりとブログを書いているところはどのくらいいますでしょうか？ 

 

だからこそ、質のいい記事を継続的に書くだけで、他と差別化ができるのです。 

 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

施主ブログを掲載して、違う視点であなたの家を伝えよう！ 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

見込み客でもある、これからあなたの家を建てるであろう方々が、気になることは・・・ 

「あなたの設計した家に住んでいる方が実際どんな暮らし方をしているのか？」 

ということです。 

  

それには、実際に暮らしているOB施主のブログが一番効果的です。 

リピート訪問者からのページ閲覧数で3位にもなっている 

「施主ブログ」がそれにあたります。 

  

OBであるお施主さんにブログを書いてもらい、 

その施主ブログをホームページに掲載しましょう。 

 

リンク集のように、それらのブログを一覧確認できるようなページを作るといいですね。 

  

さらには、そのブログが更新されたら、 

更新のお知らせが届くような仕組みづくりも必要です。 

  

私の場合、そのお知らせを、 

facebookやtwitter、メルマガなどで届けていました。 

  

ただし、ここで注意したいのは、ヤラセではダメということです！ 

施主が自主的に書く内容だからこそ、真実味もあり、興味深い内容になります。 

  

では、ヤラセでなく、施主にブログを書いてもらうには、どうすればいいのでしょうか？ 

 

答えは簡単です。 

 

あなたとの家づくりが始まる際に、 

「家づくりブログを始めてみませんか？」と 

投げかけてみてください。 

  

「暮らしのこと、趣味のこと、子育てのこと、そして家づくりのことなど、 
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日々のことをつづってみませんか？」 

という風に投げかけましょう。 

  

実は、家づくりブログを書いてもらうことで、 

瞬間瞬間に感じた事が、記録が残り、見返すことができるため、 

自分たちがどんな暮らしをしたいのかを、再認識できるという効果も生まれます。 

  

これは、施主にとっても、自分らしい家をつくる上では、とてもいいことなのです。 

そのこともすすめる理由としてお伝えしてくださいね。 

  

  

そして、引渡しなど切りの良いタイミングで、ブログの掲載許可を得てみてください。 

あなたの家に満足しているのであれば、OKの返事はいただきやすいですよ。 

  

そして、掲載数が増えてくると・・・ありがたいことに、 

「私のブログも載せてもらえませんか？」と、施主側から声が掛けてくれたりもします。 

  

ちなみにこの「施主ブログの掲載」方法は、 

同業者から、この方法は卑怯だ！なんて言葉も頂戴しました（笑） 

妬まれるぐらいの方法ですので、ぜひ取り入れてみてくださいね。 
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６．メルマガ講座 

 

今日は、メールマガジンについての 

基本をお届けいたします。 

 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

なぜ今メルマガなのか？ 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

私が実践してきて、 

住宅の集客にベストな方法があります。 

  

それは、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「メールマガジン」を核においた集客法 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

です。 

  

  

「えっ？今さらメルマガ？」って感じになったかもしれませんが、 

  

家のように高額なお金が動くビジネスでは、即決ということはまずありえません。 

そのため、集客から契約にいたるまでには、信頼関係が必要になってきます。 

  

実は、信頼関係を作っていくには、間違いなく、 

「メールマガジンを中核におく集客方法」が 

“最強”であり、最も安定した売り上げを上げることができます。 

  

実は、ブログやFacebook、Twitterで集客している方も、 

裏では、「メールマガジンを軸に置いている」場合がほとんどなのです。 

  

実際、私もそうしてきました。無料のメールマガジンを発行し、 

購読者の方の為になるような内容を届けていました。 

 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

なぜ、メルマガが最強の集客法なのか？ 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

いくらソーシャルメディアが盛り上がろうが、今後も、 

【メールマガジン】は、揺るがないとも言われています。 
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なぜなら・・・ 

 

メルマガは、あなたの提供する内容に、興味を持った方だけが購読をします。 

購読をする時点で、すでにあなたの情報を受け止めてくれる状態なっているのです。 

  

ここがブログなどと違い、質の高い見込み客を獲得できるのです。 

  

なので、あなたは、その読者の為になる情報を、 

メールマガジンとして定期的に届けましょう。 

  

送る相手は、すでに、あなたの情報を受け止めてくれる状態です。 

ユーザーが求めている情報であれば、必ず読んでくれます。 

そうすることで、信頼関係が生まれてきますよね。 

  

このように、「メールマガジン」を集客の核にすることで上手く回り始めるのです。 

 

メルマガは経験則です。取り敢えず発行しないと「流れ」が理解出来ません。 

書き出し・共感・プレゼント、オファー・クロージング等々が 

絶妙なバランスで成立しています。 

 

なので、自らの頭で考え調整しながら続けるが最適だと思います。 
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７．コピーライティング講座 

 

今日は、最後の・・・ 

コピーライティングについての 

基本をお届けいたします。 

  

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

全ての基礎となる「メッセージ」 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

ポジショニングとブランドなど、内容がしっかりと決まれば、 

どんどんPRして、周りに知らせていく必要があります。 

  

仕掛けていく上で、必ずやらなければならない工程が、 

『メッセージ作り』です。 

  

「メッセージ」というあなたが発信する情報の核となるものが弱いと、 

ポジショニングやブランドが決まっていても、集客の効果も半減してしまいます。 

  

 

メッセージの基本は、 

———————————————— 

１．誰に 

２．何を 

３．どのように伝えるか？ 

———————————————— 

この３要素を考えることだと言われています。 

  

  

———————————————————- 

１．誰に　⇒　ターゲット 

———————————————————- 

  

そして、 

  

———————————————————- 

２：何を　⇒　核となる「メッセージ」 

———————————————————- 

  

「何を＝ブランド」ではなく、 

「何を＝ブランドが持つメッセージ」です。 
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例えば・・・ 

ブランドが持つメッセージで有名なのは、 

スターバックスです。 

  

「単なるコーヒー」を売るのではなく、 

「サードプレイス（自宅でも仕事場でもない、第3の場所）」 

というメッセージを売っているわけです。 

  

  

ちなみに、スターバックスのメッセージは、 

———————————————— 

「家庭や職場からはなれ、家族や恋人、友人と語り合ったり、 

時には一人で夢を膨らませたり、感傷的な気分に浸ったり。 

そんな場所があると素敵ですよね。 

私たちは家庭と職場や学校の間にある、日常を忘れてくつろげる 

第３の場所「サードプレイス」を人々に提供することを目指しています。」 

（スターバックスのwebサイトより） 

———————————————— 

となっています。 

  

  

このメッセージが弱いと、いくらメルマガやブログを始めて、 

あれこれ集客方法を行ったとしても、 

インパクトが少なく、心に響かず、記憶に残らない、欲しくないもの・・・ 

・・・になってしまいます。 

  

だからこそ、人を惹きつけ、「あなたの家を建てたいです！」と言わしめる、 

強力な「メッセージ」を作り上げていきましょう。 

  

伝わるメッセージを作りやすくするためには、 

———————————————————- 

１．家づくりのポジショニングを表すもの 

２．魅力的なブランド名 

３．そのブランドを魅力的に表現するキャッチコピー 

———————————————————- 

この“３点セット”で考えてみましょう。 

  

「３」のキャッチコピーは、マーケティング的用語で言えば、 

「USP」（ユニーク・セリング・プロポジション）に該当するものです。 

USPとは、自社（自社商品）のみが持つ独特の強みのことです 

  

一から「３」のキャッチコピーを考えると、かなり大変なのですが、 

作りやすい雛形があるので、紹介しますね。 

この雛形を軸に考えてみてください。 
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———————————————— 

“ベネフィットA”をすると、“ベネフィットB”になる 

———————————————— 

これは、本当に使える雛形です。 

  

この雛形を使った参考例をあげるなら、 

「楽しみながら家づくりをすると、新しい暮らしも楽しくなる」 

などですね。 

  

この雛形は、メッセージを作るときだけでなく、 

色々な場面でのコピーを作るとき、メルマガのタイトルやブログの件名、 

DMの作成にも使える雛形です。 

  

私も、かなりの頻度で使用しています。 

いろいろ応用して、使いこなしてくださいね。 

 

それで・・・ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

クチコミを生む住宅マーケティング 

7つの基本講座 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

は、今回で終了となりますが、明日は、【特別篇】として、 

「クチコミ」というテーマで、もう1本だけ、お届けいたします。 

 

では、明日の「特別篇」をお楽しみください。 
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【特別篇】クチコミ講座 

 

全7回に渡ってお届けした 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

クチコミを生む住宅マーケティング 

7つの基本講座 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

は、いかがでしたでしょうか？ 

 

これから住宅の集客を始める方にとっては、 

「第一歩」を踏み出すきっかけになれば嬉しく思います。 

 

また、既に、集客・マーケティングをおこなっている方にとっては、 

より効果をあげていく上での視点をご提示できていれば・・・と思っています。 

  

今回は、【特別篇】として、クチコミについてお届けします。 

 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

クチコミを生む最大の根源は？ 
┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

人は他人とつながりたいために紹介をしていきます。 

あなたを紹介したくなるのは、あなたのしていることが大好きで勧めたいと思うからです。 

  

そのためには、常に、最初に顧客の頭に思い浮かぶ存在になり、 

あなたを真っ先に思い浮かべやすくする必要があります。 

  

だからこそ・・・ 

———————————————— 

・「顧客視点」で購買行動を見直してみること 

・お客さまの声に実際に耳を傾けること 

———————————————— 

を、始めていきましょう。 

そこからクチコミは始まっていきます。 

  

そして、そこから解る悩みや問題を解決して、 

特別な存在になることができれば、 

 

ちょっとしたランチ会やお茶会、またはオンラインなどの、 

コミュニティの場を作ってあげるだけで、自然なクチコミが生まれてきます。 

 

シンプルなことですが、非常に手間が掛かることです。 
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だから、普通の工務店や設計事務所はわかっていてもしないのです。 

  

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

新しい事業からクチコミを生む、事業を見直してクチコミを生む 
┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

  

そもそも、ビジネスは相手の悩みや問題を解決することで成り立つものです。 

その解決するものとして、商品やサービスがあるわけです。 

それは家づくりも同じです。 

 

どんなに素晴らしい商品やサービスでも 

悩みも問題もない人には売れないのと同じで、 

どんなに素晴らしいデザインや間取りでも 

家を建てたくない方には売れません。 

 

もちろん、売れなければ、クチコミも生まれません。 

まず、ここが基本になります。 

  

では、どうすれば売れるようになるのか？ 

そのためには、 

——————————– 

絞り込む 

——————————– 

ことを意識してください。 

  

別の言い方をするなら、 

「○○専門」の○○を考えるということです。 

  

ワンダという缶コーヒーを知っていますか？ 

今はAKB48がCMに出ていますね。 

 

実は、このワンダという缶コーヒーは、 

この絞り込みを化させることで、売上を２倍以上アップさせました。 

 

その方法は、「朝専用」という缶コーヒーにしたことです。 

 

これは、時間軸をもとに、絞り込みをしています。 

ワンダは、商品を変えたのではなく、朝専用という絞り込みをしただけなのです。 

たったそれだけのことで、売上が２倍以上アップするわけです。 

  

時間以外にも絞り込むことのできる要素は数多くあります。 

・性別で分ける 

・年齢で分ける 
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ゼロから始める住宅マーケティング・７つの基本講座 

・業種業界別で分ける 

・趣味、思考で分ける 

・地方で分ける 

などなど。 

  

 

例えば・・・ 

 

いまや、「建築家」という肩書きの方は、かなりの数が増えました。 

また、住宅をデザインする方々の数で言えば、数え切れないほどの方がいます。 

 

2000年頃であれば、「建築家」は住宅ではまだ遠い存在であったため、 

貴重性から、その肩書きだけでも、仕事へと繋がりました。 

 

ですが、かなりの数のいる今ではそうはいきません。 

数が増えたため、他とどう違うのかが一般の方にはわかりにくいのです。 

だからこそ、「絞り込む」ことが重要になってくるのです。 

 

まずは、 

———————————————— 

１．顧客が求めていることは何か？ 

２．その中で、商圏内の競合がしていないこと、もしくは努力すれば勝てることは何か？ 

３．さらにその中で、自社の強みを活かすことができるのは何か？ 

———————————————— 

という順番で考えてみてくださいね。 

以上となります。 

  

今回の「7講座＋特別篇」全体を通じての 

感想をコメントしていただけるとうれしいです。 

どんなことでも結構です。 

 

あなたかのコメントが本当に励みになります。 

感想や、気づき、内容を実践しての成果など、何でも結構です。 

コメントいただけると嬉しいです。 
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