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＜第一章＞ 
 

 

ほんのちょっとの工夫をするだけで、集客はうまく行く 

ネットを使った「ファン集め教科書」に 

ご興味をお持ちいただきまして 

誠にありがとうございます。 

 

 

人を集めるのには、自分のことを知ってもらうのが大事 

自分の想いを伝え、共感してもらい、フアン化していく… 

 

 

たった一通のメールで５０万円～１００万円の売上を確定し 

小さな田舎の個人店舗でも安定的に３５０万円以上の売上を 

上げられるようになる 

ネットを使った「ファン集めの教科書」 
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自己紹介 

 

廃業ギリギリの田舎の小さな個人経営のお店を 

ネットによって、見込み客をフアンにし。 

毎月３５０万円以上の売上を安定的に出した。 

 

ネット集客プロデュサー、藤永勝也と申します。 

 

 
 

初めましての方も多いと思いますので 

私の話を少しさせていただきます。 

 

 

私は、１０年前に、愛知県犬山市で 

飲食店を開業しました。 

 

最初はなかなか集客がうまく行かず、 

何度も廃業の危機を味わいました。 

 

 

飲食店の集客コンサルを 

数百万円かけて学んだものの 

なかなかうまくはいきませんでした。 
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そんな時、ある先生との出会いがあり、 

ネットを使ったファン集めの集客術を 

徹底的に学びました。 

 

そして、そのノウハウを使い… 

 

今では、安定的に欲しい時に 

欲しいだけの集客ができるようになり… 

 

田舎の小さな個人店でも、 

安定的に３５０万円以上を売り上げを 

上げられるようになりました。 

 

今では、そのノウハウを、 

飲食店の集客集客に生かし、 

 

料理には自信があっても 

なかなか集客がうまくいかない、 

飲食店経営者さんにお伝えしています。 

 

 

 

チャンス 
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そして、このノウハウというのは、 

飲食店に限らず 

 

美容師さんや整体院をされている方、 

学習塾をされている方など、 

 

個人店舗を持つ個人経営者さんの集客… 

 

そして、 

コーチコンサルセラピストさんにも、 

ネットを使って集客していくのには、 

とても有効に使えるノウハウだ！ 

 

ということに気づきました。 

 

 

その他にも、政治家さんが、 

多くの方に影響力を与える窓口となるなど・・ 

 

人を集めるだけではなく、 

無理なセールスをしなくても、 

 

商品が自然に売れたり、 

 

はじめてあったのに、 

はじめての気がしないです 

と言われたり、 

 

 

あなたに会いにきましたー 
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というファンになって、 

 

 

すでに信頼関係ができている、 

という状態が作れます。 

 

 

それは、 

SNSなどの工夫を少しするだけで、 

誰でも簡単にでるという内容になっています。 

 

 

 

ネットを使ったファン集めとは？ 

 

 
 

それでは、さっそく、 

この「ネットを使った教科書の内容」について、 

簡単にご説明させていただきます。 

 

 

この教科書は、飲食店、サロン経営、整体院さんなど 

個人店舗を持つ個人経営者さんで集客に悩むあなたが、 
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SNSの使い方が苦手なインターネットの初心者でも 

 

無理なセールスをしなくても、 

安定的に売れていくというノウハウになります。 

 

 

このネットを使ったファン集めの教科書というのは、 

第１章から５章になっています。 

 

 

教科書を読むように 

学んでいくスタイルになっています。 

 

一つ一つ 

じっくり学んでくださいね！ 

 

思い込み・悩み 

 

 
 

 

今、流行りのインターネットを使った集客といえば 

FB、ブログ、Instagram、ツイッターなどがあります。 
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毎日頑張って投稿しても、なかなか集客には繋がらない。 

そんな悩みをお持ちだと思います。 

 

そもそも、 

SNSやインターネットが苦手で集客なんてとんでもない！ 

という方もいらっしゃいます。 

 

 

インターネットを使った集客術は 

どれもドングリの背比べで、 

 

そのSNSごとの特徴や使い方を 

きちんと理解していなければ、 

 

どれだけ頑張っても集客などの 

結果にはつながりません。 

 

 

SNSなどを使って集客をしても 

なかな結果に繋がらないというのは… 

 

ただ情報発信をすれば、集客は勝手にできる 

いつかはたくさんの集客ができる 

 

という思い込みがあります。 

 

 

ですが、 

ネットを使った集客がうまくいかないのは 
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毎日SNSを更新して頑張っている、 

あなたが悪いのではありません。 

 

 

 

真の原因 

 

 
 

真の原因というのは、 

 

あなたのメッセージや思いが、 

読者に伝わっていないということにあります。 

 

まずは、 

今やっているSNSなどを 

ちょっと工夫するだけでいいのです。 

 

あなたのことを知らない人に、 

まず知ってもらい… 

 

興味がない人に興味を持たせ… 

 

共感していない人を、振り向かせ… 
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ファンになってもらう。 

 

そんな、 

階段を一歩一歩上がっていく 

というステップが必要になります。 

 

この第１章～５章を学ぶことで、 

 

ネットを使って、 

まず、あなたの事を知ってもらい 

 

あなたに興味がある人を集め 

 

あなたの元にファンになった人が集まる 

 

そんな未来が手に入ります。 

 

 

 

ストーリー 

 

 
 

私は、開業当初… 
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ある事が原因で何度も、 

廃業の危機を味わいました。 

 

集客に困り、SNSやブログなどを毎日更新して 

情報発信しても全く集客にはつながりませんでした。 

 

 

その原因というのは、 

廃業の恐怖から目先のお金に目がくらみ、 

SNSやブログなどで、 

セールスばっかりしていたのです。 

 

 

でずが、セールスが大事なのではなく、人を集めるのには 

 

まず、自分のことを知ってもらい自分の想いを伝え、 

共感してもらい、フアン化していく 

 

そうすれば、自分の元に人が集まり 

自然と商品が売れて行く、 

という事に気づいたのです。 

 

 

今では、SNSを使って見込み客を集め 

たった一通のメールで５０万円～１００万円の売上を確定し 

 

 

小さな田舎の個人店舗でも安定的に 
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毎月３５０万円以上の売上を上げられるようになりました。 

 

 

 

実績 

 

 
 

 

例えば、 

このノウハウを使った私の実績を簡単にご紹介しますと、 

ネットを使ったある方法により 

 

２７０００円の洋風おせちが３日間で３０セット完売。 

 

１万円のお食事券を５０セット完売。 

 

５０００円の特別ディナーを１ヶ月で、 

１００人以上集客することができました。 

それは、たった一通のメールで！ 

です。 

 

 

これは、日々のSNSなどの投稿やメールで 

読者をファンにさせ、信頼残高がたまっていたので… 
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無理なセールスをしなくても、一通のメールだけで、 

簡単に達成できました。 

 

 

これは、セールスというよりも、 

「こんな商品がありますよー」という感じで、 

お客様に紹介するだけなのです。 

 

 

例えばダイエットをしている人に、 

山盛りのケーキを無料でプレゼントしても、 

いらないって断られますよね。 

 

 

でも、今すぐ楽にダイエットできる 

サプリなんかがあれば少々高額でも、 

目の前に置けば自然と売れてしまいます。 

 

 

つまり、SNSの投稿などで情報発信していううちに 

それがほしい！という状態になり 

 

感謝されながら自然と売れていくという、 

階段を上げっていくステップが。 

 

この、ネットを使ったファン集めの教科書になります。 

なぜ公開するのか 
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なぜ、田舎の飲食店経営者の私が、 

このネットを使った集客術の教科書を 

作ろうかと思ったかっていうと… 

 

以前に、 

私があるネットを使った集客術の講座を受けていたと時に 

受講生さんがノウハウを実践するための 

 

「ネットの使い方がわかりませーん」 

と、言ってたり… 

 

 

SNSの投稿や拡散の仕方など初歩的なことが、 

わからない方が意外と多いのだなー 

と感じたのです。 

 

 

私は、そんな方の受け皿になれるように、 

 

初心者の方でも、簡単に、そして確実に 

ネットを使った集客のプロになる方法を 

 

教科書を読むように、 
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教えられないかなーと思ったのが始まりです。 

せっかく良いサービス、スキル、商品を持っていても 

販売の一歩手前のところでつまずかないように、 

 

ネット初心者のための集客術を、まとめました。 

 

 

そんな、ネットを使ってファンを集める集客法というのは 

とっても簡単な３ステップでできます。 

 

それは 

１、 知ってもらう 

２、 商品化する 

３、 ファン化する 

 

という簡単な３ステップで完成します。 

 

 

 

まとめ 

 

 
 

 

第１章をまとめますと 

飲食店、サロン、整体院などの 



ネットを使った「ファン集めの教科書」 

Katsuya Fujinaga 2019 16 

個人の店舗を持つ集客に悩むあなたが、 

 

 

SNSやインターネットなどの使い方が苦手でも 

ほんのちょっと工夫するだけで集客はうまくいく 

 

 

３つのステップで、SNSやブログをほんのちょっとの工夫で 

あなたのファンになった見込み客が、あなたに会いに来るのは 

なぜか？ 

 

 

という話をさせていただきました。 

 

 

セールスが大事なのではなく、 

人を集めるのには、 

まず自分のことを知ってもらうのが大事。 

 

 

自分の想いを伝え、共感してもらい、フアン化していく 

そうすれば、自分の元に人が集まり 

たった一通のメールで 

５０万円～１００万円の売上を確定し 

 

 

小さな田舎の個人店舗でも安定的に 

３５０万円以上の売上を上げられるようになった。 

 

 



ネットを使った「ファン集めの教科書」 

Katsuya Fujinaga 2019 17 

ネットを使って集客につなげる方法について 

お伝えさせていただきました。 

 

 

私はこれまで１０年間飲食店経営を続けてきて 

多くの仲間が閉店していくのをみてきました。 

 

 

日本の飲食店では、約９割の飲食店が10年で 

廃業してしまうと言われています。 

 

 

飲食店以外のビジネスでも、 

個人の店舗ビジネスでは、 

大手企業の店舗や新しいビジネスに飲み込まれて 

 

 

せっかく良いサービスや商品を持っていても、 

泣く泣く廃業に追い込まれている、 

たくさんの店舗を持つ個人経営者さんをみてきました。 

 

 

おこがましい言い方ですが、 

そんな個人経営者さんを救いたい！ 

 

 

 

という思いで、 

このノウハウを公開することにいたしました。 
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そして次の、 

第２章では、STEP１の「知ってもらう」について 

お話しさせていただきます。 

 

 

ネット集客の窓口になるエッセンスが詰まった 

とても濃い内容です。 

 

是非、ご覧くださいね！ 


