
工務店・設計事務所必見！住宅市場で成功できるスマホ集客法 

住宅市場で成功できるスマホ集客法ということで過去のメルマガで書いていた記事です。 

※2014年8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。 

  

  

 

  

 

  

 

スマートフォン市場は、今急速に伸びています。 

 

本当に信じがたいスピードで成長を続けているので、今の成功事例の続出はまだまだ序の口であ

り、今後もっと成功事例が多数出てくるでしょう。 

 

  

※2014年8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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下記のデータをご覧ください。 

 

［2013年以降、スマートフォン市場はさらに拡大します］ 

 

 

このデータを見ていただければ分かるように、 

2013年にスマートフォンを手にする人の数は、6,126万人になります。 

 

去年より2,000万人も増加しています。 

そして、2014年には7,074万人が見込み客になり、2015年には7,612万人まで増えます。 

日本の人口の2人に1人がスマートフォンを手にする時代が、来年にはやって来ます。 

もうこれは無視できません。 
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2012年4月にD2Cが公開したデータでは、 

全国のスマートフォン保有率が20％を超えております。 

 

 

競合が次々と参入をしてくる前に、この時代の波に乗った 

スマートフォンマーケティングを実践してザクザクと集客をしていきませんか？ 

 

  

 

 

「B to C」ビジネス、いわゆる個人客を対象にされている、工務店や設計事務所、リノベーション会

社・リフォーム会社の方は、今すぐスマートフォン集客に取り組んでいただきたいです。 

 

これは、人々がパソコンではなく、スマホでネット検索をるようになっているからです。 

その証拠が下記になります。 
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パソコンでの検索数 

 

 

  

フルインターネットブラウザ搭載の携帯端末での検索数 
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このデータをご覧いただければ分かるように、 

PCとスマートフォンでの検索数が同じものもあれば、 

スマートフォンの方が多いキーワードもあります。 

 

一般の方が検索しやすいキーワードほど、 

スマートフォンの方が検索数が多い傾向にあります。 

 

この検索数の逆転現象は、いま様々な業界で起こっています。 

その現象が特に顕著なのが、B to Cビジネスの業界。 

 

これでお分かりのように、今年2013年中にスマートフォン戦略を実践しなければ、 

確実にお客さんを取り逃すことになってしまいます。 

  

 

 

売れるスマホサイトのポイントやスマホPPC広告の注意点などは、 

もちろんものすごく大切なのですが、 

 

スマホ集客における核心部分を押えておかなければ、 

売れるスマホサイトを作成しても、スマホPPC広告を実践しても、 

スマホから集客することも出来なければ、売上をアップさせることは出来ません。 

 

このスマホ集客の神髄は、絶対に押えておいていただきたいポイントです！ 

これはあなたがビジネスを長く続けていくうえでも、 

完全に細胞レベルで腑に落としておいていだきたいことなのです。 

 

この核心部分を抜きに、スマホサイトの作り方や、広告の出し方を 

いくら詳しく知ったところで、効果は限定的なのです。 

  

 

 

ブームのときに、そこで稼ぐのは商売の鉄則です。 

しかし、この先、どんな新しいデバイスや便利なインフラがまた登場するかもしれません。 

あるいは、市場が飽和して稼ぎにくい時代が巡ってくるかもしれません。 

 

どんな時代にも、好況・不況関係なく通用するのは真のスキルなのです。 

 

あなたが持っている武器の切れ味を最大限に高める商売の「キモ」なのです。 

普遍的マーケティンングの成功法則を腑に落としてビジネスに臨めば、 

売り上げは2倍どころか、5倍、10倍も夢じゃありません。 
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スマートフォンは本当に集客に最適なツールです。 

街中でも電車の中でも、今スマートフォンを持っている人が非常に多いです。 

1つだけ衝撃的な事実をお伝えしましょう。 

 

実は、スマートフォンでの商品購入率や成約率が 

ビジネス業界全体において、毎月1.5倍ずつ上がっています。 

 

スマートフォンでの買い物する平均単価も15,000円にまで及んでいます。 

従来のモバイルでは1万円以上の商品は滅多に売れませんでした。 

 

従来のモバイルでは、2,000円～3,000円くらいの商品しか売れなかったのですが、 

その理由は、モバイル特有の技術的な問題です。 

 

携帯サイトでは表現できないことが、スマートフォンでは表現することが可能です。 

その新たな訴求方法が、購入意欲や来店意欲を高めることに繋がるのです。 

 

しかし、そんな状況下でも、 

多くの人がスマートフォンマーケティングに失敗している事実があります。 

 

広告代理店に依頼したのにも関わらず、 

スマートフォンでの集客が上手くいかないというものです。 

 

もう半分は、自分自身でやろうとしているが、上手くいかないというものです。 

スマートフォンサイトについて誤解している方が非常に多いなと感じています。 

  

 

 

こちらのデータをご覧ください。 
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スマートフォンからのアクセス数を示したデータです。 

 

スマートフォンからのアクセス数 
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続いて、スマートフォンサイトへのアクセス比率を示したデータです。 

 

スマートフォンサイトへのアクセス比率 

 

上記データは、30代をターゲットにした 

年間約150棟の受注をしている全国FC展開する設計事務所のデータです。 

 

月に２万アクセスほどあるホームページでは、 

スマホでの訪問数は、2年半で新規訪問は421％、リピート訪問では242％に増加し、 

スマホの訪問割合は、新規訪問では全体の35％を超え、 

リピート訪問では50％を超えています。 

 

この例をとっても、見込み客の30％以上は 

御社のホームページをスマホで見ようとしている可能性が高いのです。 

 

しかしながら、住宅業界では未だスマホ未対応しているサイトが１割にも満たないのです。 

 

もし800人の見込み客を抱えていたとして、 

その内の新規訪問客30％、つまり240人の見込み客がスマホからアクセスしたなら･･･ 

既存ホームページでは離脱率を高めることになります。 
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チラシ、ポータルサイトなどに費用をかけて宣伝しても、 

その広告予算が有効活用されていない！ということになります。 

見込み客を関心客へと引っ張るためには、きちんとした導線が必要なのです。 

  

 

 

まず、その代表的な3つの誤解について紹介します。 

誤った認識をしている人が多いということは、 

正しい認識を持つだけでも驚くほどの結果を出すことができるということです。 

  

 

 

確かにスマートフォンでは、PCのサイトを見ることができます。 

わざわざスマートフォン専用のサイトを制作しなくても良いのではないかと思うか

もしれません。 

 

しかし、スマートフォン対応したサイトと対応していないサイトの 

成約率を比較すると、スマホ対応したサイトの方が 

約3倍成約率が高いという事例があります。 

 

また、利用者の声でスマホ対応をしていないサイトは見づらいし、 

操作がしづらいという意見があります。 

このことを踏まえると、スマートフォン対応は必須と言えます。 

 

 

 

スマートフォンは携帯ではありますが、従来の携帯（ガラパゴス携帯）とは違います。 

何が違うのかと言うと、代表的なものが2つあります。 

 

その1つ目は、操作方法です。 

スマートフォンは指で画面を触って操作をしますが、

ガラパゴス携帯は、十字キーで操作をします。この操

作方法の違いがサイトの見せ方や表現に大きな違い

をもたらします。 

 

そして2つ目は、搭載機能です。 

スマートフォンでは、従来の携帯には出来ない機能

が多く搭載されています。代表的なものは、地図で

す。スマートフォンサイトで地図を表記すると、今自分

がいる地点から目的地までのルートを案内してくれま

す。 
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スマートフォンサイトでは、利用者に便利な機能が多いということです。このことが、来店率・購入

率・成約率・申込み率を高めます。 

 

 

 

 

費用を安く抑えたいと思う気持ちはわかりますが、 

無料のテンプレートは所詮無料です。 

無料のテンプレートにはスマートフォン特有の機能がついていないことが

あります。また、無料のテンプレートでサイトを制作しても反応が取れない

ケースが多々あります。 

 

私自身も無料のテンプレートを使用したことがありますが、 

デザイン性の限界もありますし、やはり反応が悪かったという経験がありま

す。 

 

スマートフォンサイトで確実に集客していくためには、住宅の集客に合わせ

た反応の取れるテンプレートを使用しなければなりません。住宅の集客に

特化していない、デザインや構成が統一されたテンプレートを使用しても反

応を取ることができません。 

  

  

 

 

スマホ集客を実践すれば、大きな先行者利益を得ることができます。 

スマートフォン市場は、今まさに拡大しています。 

 

スマホを手にする人が増え、今までインターネットにあまり触れえて来なかった人が、 

ネットを活用するようになり、集客できるチャンスが増えています。 

 

このチャンスを逃さないでください！ 

そして、スマホ集客を実践して、ドンドン売上を上げていっていただければと思います。 

先行者利益を得るのは、まさに今です！ 

 

最後までお読みいただき、誠に有難うございました。 

お伝えしたいことが山ほどあり、かなりの長文になってしまったことをお許しください。 

  

スマートフォンマーケティングを駆使して、圧倒的に集客して売上を上げてください。 

そのために、私も全力で応援させていただきます。 

※2014年8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。 

株式会社デザインアトラクト 



工務店・設計事務所必見！住宅市場で成功できるスマホ集客法 

あなたの売上UPに貢献できることを心よりお祈りしております。 

  

 

 

住宅業界に特化した売れるスマートフォンサイトの作り方を 

無料メルマガでお届けいたします。 

 

お届けするメルマガの内容はこちらです。 

 

● スマホサイトで絶対押さえておくべきポイント 

● 集客できるスマホサイトの仕掛け 

● 集客できるスマホサイトのデザイン 

● なぜ、スマホ対策して売上があがるのか？ 

● スマホで売上を2倍3倍にアップさせる 

● 住宅市場でのターゲット戦略とは？ 

● 住宅市場でのポジショニング戦略とは？ 

● ○○すれば、あなたのつくる家が売れる！ 

 

などの、住宅業界に特化したスマホ集客のキモをお届けいたします。 

 

あたなが 

「本当に集客して売上を上げたい！」 

「スマートフォンマーケティングを実践していきたい！」 

とお考えなのであれば、必ずあなたの力になります。メルマガを読んでいただき、 

実践していただければ、集客することができるでしょう。 
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１．住宅市場にはまだライバルがいない！ 

 

スマートフォン市場についてですが、これだけ急成長しつつあるマーケットにも関わらず、 

まだまだ参入者が少ない、という現状があります。 

ですから、まさに参入者の少ない今こそがスマートフォンの狙い目で、 

未開拓のフロンティアが広がっている状況です。 

 

これをお読みのあなたにも、 

このチャンスを逃してもらいたくない…！ 

 

知らない人は、本当にもったいないことをしています。 

ですが、未開拓であるからこそ、参入しようと思ってもどうすればいいかわからない… 

ということが多いのも事実です。 

  

なので、住宅業界に特化したスマートフォンでの集客法について、 

どんどん学び取っていって下さいね！ 

================================== 

▼　スマートフォンユーザーの行動 

 

スマートフォンからどのように集客するのか、 

を知る前に、まずはスマートフォンユーザーの行動について知っておきましょう。 

 

あなた自身で将来はスマートフォン戦略を練らなくてはならないのですから、 

ユーザーが一体どんな行動を取り、どのように買い物をするのか 

あらかじめ調べておく必要があります。 

 

スマートフォンユーザーの閲覧しているサイトは、 

・ソーシャルメディア 

・検索サイト 

・動画サイト 

の３ジャンルで、検索サイトではパソコンの検索エンジンと同様に、 

キーワードを入力して検索しています。 

 

ですが、実はスマホの場合、ここからがパソコンとは違うのです・・・。 

 

ところで話は変わりますが、 

あなた自身はスマホユーザーでしょうか？ 

 

もしもスマートフォンを触ったことがないのなら、 

ぜひ、友人に貸してもらってでも体感してみて下さい。 

 

スマートフォンの特性上、パソコンのように 
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快適なキーボード操作はできません。 

 

ですから、文字の入力自体が面倒です。 

そのため、検索サイトでキーワードを入力しても、 

ユーザーは面倒なので、できるだけ少ないキーワード数で検索しようとします。 

 

その行動から導き出されるのは、 

「２語以上の検索キーワード数は不利」 

ということです。 

 

このように、ユーザー自身の立場になって物を考えることで、適切な戦略を立てられます。 

なお、インターネットアクセスの際の利用端末はパソコンとモバイルの両方でアクセスする 

というユーザーが多く、しかも 

「テレビを見ながら、スマホ」 

「外出先でお店を選ぶのに、スマホ」 

「ブログやツイッターも、スマホ」 

「調べものには、スマホ」 

というように、日常生活に非常に密着した使い方をされつつあります。 

 

たまに質問されるのが、「携帯電話からも、ネットにアクセスできるから、スマホがなくてもいいん

じゃないんですか？」ということですが、 

 

従来の携帯電話では、「かろうじて」ネットとメール機能がついている状態で、 

使用感はスマートフォンと比べると使いづらいのです。 

 

特にパソコンに慣れているユーザーにとっては、携帯電話からのアクセスよりも、 

ユーザービリティの高いスマートフォンの方が端末としてははるかに扱いやすいのです。 

 

スマートフォンの場合「ネットも、メールも、通話も」 

簡単にできる端末だから、たくさんの人が乗り換えているのでしょう。 

================================== 

▼　スマートフォンのコンバージョン率が高い理由 

 

このスマホ集客メール講座をお読みのあなたなら、すでにご存知かもしれませんが、 

「コンバージョン率」という言葉をご存知でしょうか？ 

 

コンバージョン率とは、成約率のことで、サイトに流れた訪問者数に対して、 

実際に取引に結びついた人の割合を指します。 

 

コンバージョン率が高いほど、 

サイトの内容とユーザーの目的がマッチしていると言えます。 

 

そして、他デバイスよりも、スマートフォンサイトからのコンバージョン率は比較的高く、 

アクセスが伸びるごとに利益が大きくなる計算になります。 
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もちろん、スマートフォンサイトからの、コンバージョン率が高いと言っても 

単にスマホサイトを作れば利益が上がるというものではなく、 

適切なサイト設計とマッチしたキーワード選び、そしてPPC広告出稿のコツがあります。 

 

なお、スマホ用のPPC広告はパソコン用と比べて、ライバルが少なく割安で、 

それもまたスマートフォンマーケティングが成功しやすい一因となっているのです。 

================================== 

▼　スマートフォン集客をするための準備 

 

スマホサイトを訪れるユーザーは、大体以下の欲求をはっきりと持っています。 

・情報を知りたい 

・問題を解決したい 

・何かを探したい 

・物を買いたい 

 

ユーザーがアクションを起こす瞬間は、 

サイトの内容とユーザーの目的がマッチしたときです。 

 

それを知るためには、アクセス解析で分析が必要です。 

 

どんなページ経由で、どんなキーワードからやってきたのか、 

そしてサイト内でどんな経路を通っているのか、どのページの滞在時間が長いのか、 

直帰率はどのくらいなのか、などユーザーの特性に合わせた 

ランディングページの最適化（LPO）が重要になってくるのです。 
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２．スマホサイトで絶対押さえておくべきポイント 

 

もし、あなたがスマホサイトを作って、成果を出したいと思っているのであれば、 

まず絶対押さえておくべきポイントがあります。 

これを押さえておかなければ、必ず失敗すると断言できます。 

つまり、これをやってしまうと、成功しないということです。 

 

それは、 

「ウェブサイトをそのままスマホサイトサイズに変換するのは絶対NG」 

ということです。 

 

つまり、パソコンで見るホームページをスマホサイズに変換しても 

全く意味がないということです。 

 

理由は、大きく３つあります。 

あなたも体感したことがあるかもしれませんので、一緒になって考えてみてください。 

 

【理由１】ホームページ自体が集客を意識したサイトでない 

 

ウェブサイトが集客を目的に制作していないのであれば、 

それをスマホサイズに変換しても意味がありません。 

 

なぜなら、集客を目的に制作していないサイトを 

いくら変換しても集客できるわけがないからです。 

 

【理由２】データが重くて、ページが開きにくい 

 

Flashを導入してビジュアルや見た目をよくしたり、 

写真も画質を重視して重いデータをホームページに掲載していませんか？ 

 

この場合、ページを開くのに時間がかかります。 

開きにくいと、ストレスを感じてすぐに閉じてしまうのではないでしょうか。 

 

【理由３】リンクがあっても指で押しにくい 

 

リンクがあってクリックしようにもなかなか反応しなかったりします。 

そこで画面を拡大したり、縮小したりしてクリックしてみます。 

でも違う画面が出たり・・・ 
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ユーザの視点に立ってサイト設計されていないケースが多いので、これでは逆効果です。 

これらは、かなりの機会損失になっていることを十分理解してください。 

繰り返しになりますが、ユーザ側の立場にたったサイトが皆無というのが現状なのです。 

 

まとめると、 

・「集客」を意識して設計したサイトでないと意味がない 

・データが重くて、ページが開きにくい 

・リンクがあっても指で押しにくい 

になります。 

 

これらをやってしまうと、スマホサイトを作っても失敗するということです。 

これだけ効果がない・意味がないにも関わらず、 

ウェブサイトをスマホサイズに変換するだけでもいくらかかると思いますか？ 

平均ですが、約10万です。 

 

効果がないモノに投資をするほど無駄なことはないと思います。 

なので、絶対にやらないを私は強く強くオススメします。 

また、感の鋭いあなたなら気づいているかもしれません。 

 

前述した３つの理由をクリアしたスマホ集客サイト作りをするだけでも 

成功する可能性が飛躍的に高まるということになります。 

 

つまり、 

・集客を意識した設計をする 

・シンプルな操作性やハッキリわかるデザイン性 

・データを軽くしてスピードを重視 

を意識してスマホサイトを作る必要があるということです。 

 

その上で、 

・知らずしらずのうちに思わず問い合わせしたくなるようなレイアウト 

・「ここに行ってみたい！」と一瞬でハートを掴み信頼を得るようなコンテンツ 

・何故か知らないけど気になって、何回も思わずサイトを見てしまうような仕掛け 

が重要になってきます。 
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３．集客できるスマホサイトの仕掛け 

 

あなたのスマホサイトから問い合わせしてもらうために重要なのは、 

以下の３つのポイントを押さえてサイトを作ることでしたね。 

・ハッキリわかる読みやすいデザイン 

・シンプルな操作性 

・データを軽くしてスピードを重視 

 

このメールでは、 

「集客できるスマホサイトの仕掛け」について 

触れていきます。 

 

以下の仕掛けを考慮しないと、お客さんは集客しにくいと理解してください。 

ポイントは以下の５つです。 

【１】スマホ専用サイトへリダイレクト機能 

【２】ワンクリックで電話発信できる 

【３】スマホのナビアプリに連動する 

【４】指で押しやすいボタンサイズ 

【５】サクサク動く軽さ 

 

それぞれ解説していきます。 

 

【１】スマホサイトへリダイレクト機能 を持たせる 

 

もし、スマホサイトを作っても、 

スマホサイトではなく、ウェブサイトが出てしまうと全く意味がありません。 

それだと投資してスマホサイトを作っても無駄になってしまいます。 

 

それを回避するために、「リダイレクト機能」というものがあります。 

 

これはスマホから検索した場合のみ、 

自動的にスマホサイトを表示させるというものです。 

これは制作会社に言えば、しっかりとやってくれます。 

 

【２】指で押しやすいボタンサイズ 

 

小さいボタンではなく、大きなボタンサイズにしてください。 

具体的には、「男性の指でも押しやすい」ボタンサイズにすることです。 

 

スマホはパソコンに比べる画面が小さいですよね。 

なので、ボタンやクリックする個所なども当然小さくなります。 
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男性の指は女性に比べると当然大きいですから、 

押しにくい、反応しないケースが多々あるのです。 

 

そうなると、人差し指を出してクリックしたり、 

反応しなければ諦めたりするケースが出てきます。これだと、機会損失につながります。 

 

なので、押しやすいボタンサイズを設置することによって、 

サイトへの滞在時間・ページビューを増やすことができるのです。 

 

【３】サクサク動く軽さ 

 

サイトを読み込むのに時間がかかってしまうと、 

サイトを見ることを諦め離れる人の数が増えてしまいます。つまり、離脱率が高まります。 

 

これを解消するために、サイトを軽くしましょうということです。 

具体的には、無駄な写真は省く、データは圧縮するなど方法はいくらでもあります。 

 

こうすることによって、サイトがサクサク動くようになりストレスがありません。 

なので、サイトへの滞在時間が増え、離脱率が下がるということになります。 

 

【４】ワンクリックで電話発信できる 

 

わざわざ電話番号をメモしたり、画面を切り替えたりする手間と時間が省けます。 

また資料請求フォームも、入力しやすく整えておくことで、 

見込み客は問い合わせをしやすくなります。 

 

【５】スマホのナビアプリに連動する 

 

主にモデルハウス・展示場集客の場合、ワンクリックでナビアプリなどに連動すると、 

初めて来場されるお客様が道に迷うことがなくなります。 

 

道がわからないので電話を受ける回数も減るでしょうし、 

お客さんがドタキャンするというケースも減るでしょう。 

 

 

どうでしょうか？ 

 

前述した５つが、集客できるスマホサイトの仕掛けです。 

これらのポイントを押さえることによって、 

見込み客からお金を払ってくれる新規客につながる確率が格段にあがります。 
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私の所感ですが、見込み客を獲得するには、既存のお客様に比べると、 

時間やコストなど約7倍かかっています。 

 

短期間にいかにこの時間やコストを圧縮できるかが、 

ビジネスを左右すると言っても過言ではないでしょう。 

 

ぜひ、ポイントを押さえて、売れるスマホ集客サイト作りに活かしてください。 

次回は「集客できるスマホサイトのテンプレート」について、お伝えしていきます。 
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４．集客できるスマホサイトのテンプレート 

 

あなたのスマホサイトから問い合わせしてもらうために重要なのは、 

集客できるスマホサイトの仕掛けを考慮することでしたね。 

 

５つのポイントを押さえることによって、 

見込み客が新規客になりやすくなるということを理解してもらったと思います。 

 

このメールでは、 

「集客できるスマホサイトのテンプレート」 

についてお伝えしていきます。 

 

集客できるスマホサイトのテンプレートとは、 

反応が取れるスマホサイトの特徴と言い換えることができます。 

 

つまり、見込み客から反応がある、つまり問い合わせがあるためには、 

サイトに何を設置すればいいかというものです。 

 

見込み客から反応を取るためには、 

「見込み客が知りたい」ポイントを押さえていることが重要です。 

 

決して、あなたが伝えたいことではありません。 

言いたいことではありません。 

もちろん、あなたも色んな想いがあって今の仕事を始めたと思います。 

伝えたいこと、伝わってほしいこと、たくさんあることでしょう。 

 

しかし、見込み客の立場から考えると、最初はあまり関係ないのです。 

見込み客が悩んでいることをあなたが解消できるということを 

まずは証明する必要があるのです。 

 

それを証明して解消できてあげてから、 

しっかりと想いを伝える。それを継続することが、あなたのファン作りにつながるのです。 

 

なので、まずは見込み客が知りたいポイントを伝えてあげましょう。 

では、見込み客が知りたいポイントとは一体何なのでしょうか？ 

 

それは、5W2Hを軸にスマホサイトに明記していくということです。 

それぞれ解説していきましょう！ 

 

・When（いつ） 

 

営業時間や受付時間を明記してください。 
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問い合わせようと思い電話かけたけど、つながらないのはあんまりです・・・ 

 

・Where（どこで） 

 

モデルハウスや会社の住所を明記してください。 

また、対応地域がどのくらいまで可能かも明記しておくと親切です。 

 

・Who（誰が） 

 

会社名、代表者、働くスタッフなどの写真を見せる。 

顔が見える、社内の雰囲気がわかる写真などがあれば、見込み客は親近感を持ちます。 

百聞は一見にしかずとはまさにこのコトです。 

 

・What（何を）、How（どうする） 

 

ここが重要です。 

見込み客は悩みを持っており、それを解消したくて探しています。 

 

つまり、あなたの家づくりが 

「見込み客の悩み」を「どのように解決できるのか」という 

オファーを考える必要があります。これをUSPと言います。 

 

詳細は次回触れていきますが、見込み客はあなたの家を理解しやすくなる 

ということだけ理解してください。 

 

・Why（なぜ） 

 

あなたが見込み客の悩みを解決できるのを知った上でさらに頼む理由を探します。 

なので、専門家や実績などを伝えることによって、権威付けをすることが重要なのです。 

 

・How much（いくら） 

 

金額を提示してあげるのも重要です。 

金額が明記されてあると、判断する材料となり、決断に至るプロセスが短くなります。 

つまり、明瞭価格だと見込み客が問い合わせしやすくなるということです。 
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これら5W2Hを明確にしたものをサイトの中に落とし込んでいきます。 

 

さて、これらを見てお気づきでしょうか？ 

 

5W2Hをスマホ集客サイトに明記する最大のベネフィットは、 

「質の高い見込み客を集めること」にあるのです。 

 

そうすることによって、あなたは無駄な時間を省くことができますし、 

余った時間を使いたいモノに集中することができるのです。 

例えば、経営のことを考えるのもいいでしょうし、家族との時間に費やすのもいいかもしれません

ね。 
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５．なぜ、スマホ対策して売上があがるのか？ 

 

これまでスマホサイト制作のポイントをお伝えしてきました。 

 

そのノウハウを取り入れたスマホサイトを制作することによって、 

売上が上がったとしても、最大でも２倍くらいにしかなりません。 

『２倍でも十分だ！』 

『２倍しか上がらないのか・・・』 

とどちらかの意見に分かれると思いますが、 

まず、この２倍売上が上がるのはどういうことなのか、 

そこを詳しく説明したいと思います。 

 

これが分からないと、さらに売上を飛躍的にアップさせることができません。 

ですので、よく読んでください！！ 

 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

今、あなたが失っている売上・・・ 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

スマホ対策をしないということは、 

スマホから上げられる売上を失っているということです。 

 

今多くの業種業界で、PCよりもスマホの検索数の方が 

多いという現象が起きています。これが何を意味するのか？ 

私の見解としては、２つの意味があると思っています。 

 

１つ目は、 

『PCとスマホの両方で検索する人がいる』 

ということです。 

 

これは、PCでの検索数が落ちているわけではなく、 

スマホでの検索数が純粋に増えているということです。 

 

そして、２つ目。 

これが非常に大事なことなのですが、 

今までPCで検索したことがない人が検索し始めている 

ということです。 

 

つまり、インターネットユーザーが増えているということです。 

このユーザーをいかに取り囲むかが、売上をアップさせるためには大事だと言うことです。 

 

この新たなユーザーを取り囲むことが出来れば、 
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新規客が増加するので、売上を上げることができるわけです。 

 

スマホ対応をしないと、この新しいユーザーを取り囲むことはできません。 

このユーザーを取り囲んでいくことが、今後の集客の鍵となってきます。 

 

しかし、ただスマホ対応するだけでは、 

売上は２倍アップがせいぜいいいところです。 

売上を２倍以上、４倍や５倍とアップさせるためには、どんな施策が必要なのか？ 

 

その部分については少しずつ説明していきたいと思います。 
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６．戦術よりもまずは戦略を！ 

 

「戦略」と「戦術」という言葉がありますが、この２つの違いを知っていますでしょうか？ 

 

私も20代前半時は、こんなこと知る由もなく、 

広告・宣伝を始めとする仕事を行っていたかと思うと、 

恥ずかしいかぎりです（苦笑） 

 

実は、スマホで売上を2倍3倍にガツンとアップさせるためには、 

この戦略と戦術の違いを理解することが、とても重要になってきます。 

 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

戦略と戦術の違いとは何か？ 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

まず「戦術」ですが、戦術とは、読んで字のごとく、「戦う術」を意味します。 

これは、売れるホームページサイトや広告を実施することを指しています。 

 

この戦術の部分についての話はネットでも多く出回っています。 

ですが、戦略については、あまり詳しく触れていません。 

 

戦略とは何でしょうか？ 

 

戦略とは、「戦いを略す」 

簡単に言えば、戦わずして勝つ方法です。 

 

戦わないで勝てるのであれば、その方が良いに決まっていますよね。 

 

これは、 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

“ブルーオーシャン市場を見つけること” 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

を指します。 

 

つまりは、「ライバルがいない」市場です。 

ライバルがいなく、市場を独占できれば、 

戦う必要はないですし、売上を確保することができます。 
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では、住宅市場で行うべき戦略とは、どのようなものなのでしょうか？ 

それは、以下の３つになります。 

 

１．住宅市場でのターゲット戦略 

２．住宅市場でのポジショニング戦略 

３．住宅市場での3C分析 

 

この３つはとても重要なので、一つずつお伝えしていきますね。 
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７．「その他大勢」にはなりたいくない！ 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

住宅市場でのターゲット戦略とは？ 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

住宅市場でのターゲット戦略について詳しくお話をしていきましょう。 

 

世の中には、売れない商品が突然売れるようになる現象があります。 

この現象が起こる理由は様々ですが、その中でも一番多いのが、 

「商品を売る相手を変える」ということです。 

 

ビジネスはそもそも、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。 

 

まず、ここは基本になります。 

 

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 

┛┛┛┛┛┛ 

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。 
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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 

・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。 

 

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。 

 

あなた自身のターゲット戦略はつかめそうでしょうか？ 

「その他大勢」にはなりたいくないですよね（笑） 

 

次は、ポジショニングについてお届けしますね。 
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８．私がいつも気にする「ポジショニング」とは？ 

 

仕事や交流会など初対面の方が多くいらっしゃる中で、 

私がいつも気にしているのが、「ポジショニング」です。 

 

これを間違うと、その場所に居づらかったり 

自分の力を上手く発揮できなかったりします（苦笑） 

 

今日は、そのポジショニング戦略について、詳しく話をしていきたいと思います。 

 

ポジショニングとは、簡単に言えば、あなたが戦う土俵を決めることです。 

この土俵選びで、ライバルが変わってきますし、売る相手も変わってきます。 

 

あなたが高確率で、勝てる土俵を見つけることは、顧客を獲得していくこと、 

そして売上を上げるために、非常に大事になってきますので、ぜひ読んでください！ 

 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

大手と反対の立場で戦うことが肝 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

あなたが商圏としているエリアには、 

良く売れている工務店や設計事務所の競合がいるはずです。 

要するに、市場シェア占有率が高いライバルです。 

 

分かり易く別の例で説明しましょう。 

ハンバーガー業界のNo,1と言えば、何でしょうか？ 

もちろん、マクドナルドですよね。 

 

あなたが今からハンバーガー業界に参入するなら、 

どのようにマクドナルドと戦いますか？ 

価格をマクドナルドよりもさらに、安くできるよう努力するでしょうか？ 

それとも、商品提供までの時間をさらに短縮して戦いますか？ 

豊富な商品ラインナップを揃えるようにしますか？ 

 

色々な戦い方があるかと思いますが、一番やってはいけない戦い方があります。 

それは、マクドナルドと同じ土俵で戦うことです。 

 

これは、「ハンバーガー業界で戦うな」ということではなく、 

同じことでマクドナルドのさらに上をいこうとすることです。 

これは、無謀としか言えません。 
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では、どのようにして戦えば良いのか？ 

 

それは、 

“マクドナルドの真逆のことをやる” 

ことです。 

 

マクドナルドは、低価格戦略を取っています。 

コストを抑えて、販売価格を抑えると、どうしても使用する材料の質は落ちます。 

 

その部分の反対のポジションとは？ 

高価格戦略にして、材料は良いものを使用するということです。 

 

それを実践して、ハンバーガー業界で市場シェアを確保しているのが・・・ 

モスバーガーです。 

 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

人と同じことをしても目立たない！ 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

なぜ、反対のポジションを確立する必要があるのかと言えば、 

それは、顧客に覚えてもらうためです。 

 

人は、知らない店にはいけないし、 

商品やサービスを買うこともできません。 

 

ましてや人生で一番高い買い物で、一生ものとなるであろう家ならなおさら、 

まず知ってもらうことから始まります。 

 

人と同じことをやっていたら、目立たないし印象に残りません。 

だからこそ、真逆のことをして、相手に印象を残す必要があります。 

 

例えば、設計事務所の方々とお会いさせてもらうと、 

人と違うデザインは皆さん求めていますが、 

ポジショニングという切り口での違いまでは、徹底されていないんですよね。 

 

このことを念頭において、 

あなたのポジション、戦う土俵を決めてくださいね。 
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９．分析すれば、あなたのつくる家が売れる！ 

 

頭の中ではわかっているようで、わかっていないことって、結構ありますよね。 

今日、お伝えする”3C分析”と呼ばれる分析の仕方もそれに当たります。 

 

方法を聞けばシンプルなことなので、皆知ってるような口ぶりなのに、 

ほとんどの方が実践していないことなのです。 

実は、この3C分析は、戦略の部分でももっとも大事な核になります。 

 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

なぜ3C分析が大事なのか？ 

┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛┛ 

 

3C分析とは、 

 

・Campany（自社の強み） 

・Competitor（競合との差別化） 

・Customer（顧客の欲求） 

 

この3つを分析していくことです。 

 

 

この3C分析をすることで何がしたいのか？ 

 

それは、以前のメルマガの中でも少し触れました、 

“ブルーオーシャンを見つける”　ためです。 

 

自社の強みが最大限に活かせていて、競合との差別化が出来ていて、 

さらには、顧客が求めているのなら間違いなく、売れると思いませんか？ 

 

この3つのCが重なっている部分を発見できたなら、間違いなく、 

あなたのつくる家や設計、デザインは売れます。 

そして、自動的に集客ができる仕組みも作り出すことができます。 

 

ですので、是非3C分析は実践してください。 

 

さらに、3C分析の実践には順番が大事です。 

１．Customer（顧客の欲求） 

２．Competitor（競合との差別化） 

３．Campany（自社の強み） 

の順番で行ってください。 
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まずは、顧客が求めていることは何か？ 

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？ 

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。 

 

ここで出てきたことを、スマホサイトだけでなく 

ホームページにも取り入れることが 

大事なキモになってくるのです。 
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10．繰り返すと結果がでてくる「検証と改善」 

 

様々な施策を取り入れ、 

売れるスマホサイトを作りますが、状況は日々変化していきます。 

もちろんお客さんの心情も同じく、日々変化していきます。 

 

そこに対して、大事なのが、 

「検証と改善」です。 

 

そして、スマホサイトに関して言うと、 

以下の２つを常に改善していくといいでしょう。 

 

・オファー 

・写真やイラスト 

 

なぜなら、上記の２つは、一瞬で目に入り、伝わるものだからです。 

 

 

メラビアンの法則を知っていますか？ 

 

人間は物事を判断する上で、視覚情報が５５％を占めると言っています。 

つまり、見た目が大事ということです。 

あなたも一度は聞いたことがあると思います。 

 

もちろん、コンテンツを変えたりなど、他の項目を改善するのも重要です。 

しかし、見た目が５５％を占めるのであれば、オファーと写真・イラストを改善し続ける。 

 

何事も検証と改善です。 

 

これを日々繰り返すのが、不況にも関わらず儲かっている 

周囲の経営者に共通して言えることです。 

 

ただ、アクセスが０では検証のしようがありません。 

 

どんなに売れるスマホ集客サイトを作っても、 

アクセスが０であれば問い合わせも０ですよね。 

そこでアクセスを増やすために、PPC広告を使ったりするのです。 

 

さて、ここまでスマホサイト制作について、色んなノウハウをお伝えしてきましたので、 

売れるスマホサイトのポイントがわかってきたと思います。 

「よし、早速制作してみよう！」という気持ちも高まってきたのではないでしょうか？ 

 

  

※2014年8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。 

株式会社デザインアトラクト 



工務店・設計事務所必見！住宅市場で成功できるスマホ集客法 

11．スマホサイト外注化の注意点 

 

これまでの秘訣をもとにスマホサイトを制作し、 

そして、見込み客からのアクセスを集めることができれば、すぐに反応があるでしょう。 

なぜなら、ライバルはほとんど誰も手を付けていないから。 

 

しかし、ここ１年でスマホサイトの普及が爆発的に見込まれています。 

今、どの携帯ショップに行っても、スマホを勧めてきますよね。 

 

つまり、あなたのライバルも何となく 

「スマホ集客っていいのかな？」と 

少しずつ興味を持ち始める人が増えてくるということです。 

 

であれば、「ライバルより早く売れるスマホサイトを作る」こと。 

これが先行者利益を得られる最大のポイントになります。 

 

とはいえ、 

「制作しようにもどこに頼めばいいのか？」 

「どのような点で制作会社を探せばいいのか？」 

「知り合いのフリーランスや以前ウェブサイトを作ってもらった会社に 

お願いする予定だけど、ちゃんと売れるスマホ集客サイトができるかな？」 

という不安もあると思います。 

 

そこで、今回はスマホサイトを外注化する上でのポイントをお伝えしていきます。 

 

「サイト外注前」に見るべきポイントと 

「サイト完成後」に見るべきポイントと大きく２つあります。 

 

しっかりと、フレームを意識しながらポイントを修得してください。 

 

【外注前のポイント】 

（１）マーケティングを理解している制作会社か? 

ここが重要です。多くの制作会社は「デザイン」に固執します。 

つまり、キレイでカッコいいサイトを作れば集客できるという考えです。 

 

ここで自分の理想に近いサイトを見つけておくのもいいでしょう。 

しかし、それで成果が出ている会社はごく一部です。。。 

 

あなたが、スマホサイトを作る目的は何ですか？ 

目的が集客であれば、安さやデザインではなく 

しっかりと「マーケティングを理解している会社」を 
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見つけることがとても重要です。 

 

（２）スマホサイトのイメージを伝える 

あなたが作りたいスマホサイトのイメージを伝えます。 

スマホサイトの制作事例を見ていると思うので、それを伝えてあげてください。 

 

とはいえミスコミニケーションが発生するのも 

時間がもったいないので、参考サイトのURLを伝えてあげるのが一番です。 

 

（３）自社の強み、設計図、写真・画像を提示 

それをベースにサイト全体のイメージを伝えます。 

またサイトに載せたい写真・画像などあれば外注先に送ってください。 

 

 

【サイト完成後のチェック項目】 

（１）意図したイメージに仕上がっているか? 

制作会社はデザインを重視する会社が大半です。 

なので、打ち合わせ中や完成後も 

デザインの良さを伝えてくるかもしれません。 

 

それで成果が出れば問題ありませんが、あまり見たことがありません・・・ 

なので、売れるサイトにするためには、 

マーケティングをしっかりと理解している会社に制作を依頼することが重要なのです。 

 

（２）自社の強みをイメージさせるヘッド画像か? 

せっかくUSPヤオファーを作っても、 

それがイメージできるようなものでなければ意味がありません。 

 

制作会社のデザイナーはデザインするのが仕事です。 

いわば、職人です。 

 

なので、どうしても技術＝デザインに固執して 

モノを作ってしまう傾向があります。 

 

しっかりとあなたの要望やイメージを汲み取ってくれて 

マーケティングを理解している会社やデザイナーであれば何も問題ありません。 
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（３）表示速度のチェック 

サクサク動くのが重要でしたね。 

なので、スマホサイトが5秒以内に表示されるか？ 

写真やその他のデータなどのファイルはきちんと圧縮されているか？ 

 

自分の立場ではなく見込み客の立場にたって、チェックしてみてください。 

 

（４）電話バナーをタップ、コールしてつながるか確認 

男性の指でもタップしやすい大きさがポイントでしたね。 

押しやすいか、タップしてちゃんとつながるかをしっかり確認してください。 

 

（５）メールフォームから送信して受信できるか確認 

見込み客から新規客、新規客からファンにするためには 

メルアドを取得することをオススメしています。 

 

フォームがあっても、送信できなかったり、 

受信できなかったりすると機会損失につながります。 

送受信できるかどうか、きちんとチェックしましょう。 

 

（６）Googleマップのリンク先が正しい住所か確認 

モデルハウスをお持ちの方は、 

来場に見込み客が迷わないようにするために、 

マップを設置するのが重要です。 

 

外注して稀に住所が間違っているケースなど多いみたいです。 

その他にも誤字・脱字などもないように、しっかりチェックしておいてください。 

 

細かいことかもしれませんが、それが見込み客の信頼につながるからです。 

 

また、サイト完成後は、様々なスマホでテストしてみるのをオススメします。 

例えば、OS（iOSやAndroid）はどうか？ 

いろいろなブラウザ（safariやGoogle Chrome）ではちゃんと表示されるか？ 

ここでチェック項目に沿って改善点を見つけて、それを制作会社に伝えます。 

すると制作会社は改善してくれるというわけです。 

 

検証と修正をを何度も繰り返すことで、 

結果、よりユーザが使いやすい・見やすいスマホサイトになります。 
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いかがでしょうか？ 

 

スマホサイト外注化の注意点やポイントは理解できましたか？ 

ぜひ、このポイントを重視して外注化に活かしてください。 

 

ただ、本当に重要なので何回もお伝えしますが、 

制作会社がマーケティングを理解していることが重要です。 

 

ただ、勘が鋭いあなたは気づいたかもしれませんが、 

マーケティングを本当に理解している会社はほんの一部です。 

 

さらに、スマホサイトに関して言うと、 

成功事例がまだ少なく、体系化しているところは皆無に近いです。 

 

とはいえ、せっかくノウハウも学んだので早く作りたい・・・ 

早く作って今のうちにライバルに差をつけたい・・・ 

今のうちに先行者利益を享受したい・・・ 

 

というのがあなたの本音だと思います。 
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