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はじめに 

オンラインビジネスの実態をお話ししましょう。 

ちょうど10年位前、 

と、言われていました。 

少し前では、 

　・Twitter（ツイッター）したら儲かる！ 
　・Facebook（フェイスブック）で儲かる！ 

などと言われていました。 

でも、よ～く考えてください。 
それって、本当だと思いますか？ 

数少ない特殊な人（芸能人や有名人）は、そうかもしれませんが、 
中小零細企業の私たちには、縁の無い話です。 

そんなうまい話はどこにも転がっていません。 

リアルビジネスと一緒で、 
オンラインも簡単に儲かったりするわけではありません。 
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　・ホームページを立ち上げたら、全国が商圏になって儲かる！ 
　・机の前で待っているだけで注文がくる！ 
　・メルマガを発行すれば儲かる！ 
　・ブログを書いたら儲かる！



インターネットも相当考えてホームページを作らないと全く儲かりません。 

業者に200万円払って 
きれいなホームページ作ったけど、売上げ0円。 

という悲惨な会社が、世の中にはゴロゴロあります。 

でも、反対に、ホームページで売れている会社も存在することも事実です。 

しかし、そのほとんどの会社が、 
安値競争に巻き込まれて、 

「売上げはあるけど、利益がない」 

場合がほとんどです。 

利益がほとんどゼロの状態で売れたとしても、 
何ひとつ嬉しいことはありませんよね？ 

そんなのは「売れた」とは言いません。 

「売れた」というのは、適正価格で、しっかり利益がでていることを言います。 

売れるホームページ 
売れないホームページとは？ 

きれいな映像が流れる 
かっこいいデザインのホームページって憧れますよね。   
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　・英語で洗練されたお洒落なホームページにしたい！ 
　・シンプルできれいなホームページにしたい！ 
　・FLASHを多用した画像や動画いっぱいのホームページにしたい！ 

あなたもこんな風に思っていませんか？ 

はっきり言います。 

そんなホームページ作っても1円も売れません。 

英語？ 

何でわざわざ意味が伝わりにくい英語表記にするんですか？ 
お客さんは日本人ですよね？英語だと、お客さん逃げちゃいますよ。 

シンプル？ 

中身スカスカのホームページだ。素人丸出しだ。結局、何が言いたいの？ 
と思われたら、お客さん逃げちゃいますよ。 

画像や動画？ 

なんでわざわざ重いホームページにするんですか？ 
サクッと見れるホームページにしないとお客さん逃げちゃいますよ。 

おそらく、ホームページを作る際、 
web会社の意見を鵜呑みにしてしまいがちですが、 

そんなんでは、絶対、売れるホームページなんて作れません。 
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私も当初、ホームページを作った1年目は売上げ0円でした。 
2年6ヶ月経っても売上げ0円だったんで、 

思い切って全面リニューアル。 

3年目から売上げが少しずつ伸びていき、 
今ではホームページだけで2,000万円以上売れています。 

もちろん適正価格ですので、 
必要以上に値段を下げて販売なんかしません。 

それに、ホームページの更新はほとんどなし。 
ほったらかしで年間2,000万円です。 

広告も月に1万円のGoogleの有料広告アドワーズだけです。 

あまりにも、ほったらかし過ぎるので、当社の関西電力の担当者が、「補助金情報
とかが古いので、新しく更新した方がいいですよ」と言われたほどです。（苦笑） 

どんなホームページなら売れるのか？ 

私のつくったホームページが売れるようになったのは、 

私が「一戸建て（マイホーム）を購入しようか？」と、 
インターネットで検索したのがきっかけでした。 

消費者の目線でいろんな住宅会社のホームページを見たとき…、 
                                             
　・あぁ～もっとこうして欲しいなぁ、 
　・ここらが不親切だなぁ、 
　・これじゃ、こっちが困っちゃうよ、 
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と感じる点がいくつもあり、 

それらで感じた不満点を、全て解消したホームページに変更したら、 
太陽光発電が売れるようになりました。 

ズバリ言います…、 

売れるホームページとは、 
「情報量の多い」ホームページのことです。 

つまり、セールスレター型のホームページです。 

中身のない薄っぺらなホームページは絶対失敗します。 

これらの体験談と、実際売れている私のホームページをもとに、 
このレポートを執筆しました。 

それでは早速、本編をお読みください。 

売れるしくみオフィス　 
辻壮慈　 
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セールレター型ホームページとは？ 

セールスレターとは、そのまんまの意味で、 
セールス（販売）のレター（手紙）です。 

健康食品や化粧品のホームページとか見ると、 
縦に長いホームページがありますよね。まさしくあれです。 

セールスレターで有名なのは、 
インフォトップという情報販売のポータルサイトがあります。 

　・初心者でも簡単に1,000万円稼げるFX必勝法 
　・1日10分の片手間で毎月50万円儲ける方法 
　・狙った女性を思い通りに誘導する方法 
　・クリームを塗るだけで5kgやせれる方法……等々 

まぁ、久しぶりにインフォトップを見ましたが、どれも胡散臭くて、 
最低な内容ばっかりでした。（まともな商品もあるかもしれませんが…） 

セールスレターというのが、どういうものか「全く知らない」という方は、 
一回くらい見てもいいかもしれません。 

インフォトップ　http://www.infotop.jp/ 

でも、ハッキリ言って、インフォトップに載っているのは、 
個人が詐欺同然の情報ばかりを販売しているので、 

インフォトップよりも、 
ちゃんとした企業がつくったセールスレターを見た方がいいでしょう。 

GoogleかYahoo!で、青汁、ダイエット、カツラ、石けん、などを検索してくださ
い。 
もしくは、楽天に出品している商品を見てみてください。 

たくさんのセールスレターを見ることが出来ます。 
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ホームページの目的は1つ 

一般的に、企業のホームページというのは、 

この3つのどれかに必ず当てはまります。 

①の代表格は、楽天やAmazon、アスクル、価格.comです。 

住設機器や家電を販売している会社や、楽天や価格.comなどを使って自社の商品
を販売している会社も典型的な販売型ホームページです。 

②は、集客を目的としたホームページです。 

リフォームや住宅、自動車など、一般的に何百万円もする商品や、 
健康食品や化粧品など、市販商品よりも数倍高い商品に対して使われます。 

高額商品で、専門知識が必要なため、ホームページでダイレクトに売ろうなんて考
えていません。これらの商品に興味のある人を集めることだけに特化しているのが
特徴です。健康食品や化粧品などの通販会社が、よく、 

　モニター募集！先着1000名様！ 
　500円お試しキット！初回限定のお客様！送料無料！ 

などとしていますね。500円というお試し価格で集客しているのです。 

③は官公庁や大手大企業のホームページです。 
  
商品を販売しようとも、見込み客を集めようとも思っていません。 
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①商品をダイレクトに売る「販売型ホームページ」 
②見込み客を集める「集客型ホームページ」 
③会社案内をしている「案内型ホームページ」



ただ単に、自分の会社や、扱っている商品、自慢のサービスを紹介しているだけで
す。 
                                            　　 
残念ながら、ほとんどの中小零細企業は、 
③の「会社を案内しているだけ」のホームページになっています。 

あなたも、ホームページで商品やサービスを売ろうと思ったら、 
②に特化したホームページを作りましょう。 

ホームページも、広告と一緒で、 
いきなり販売しようとしてはいけません。 

「見積もりは無料です！今すぐどうぞ！」とあっても、 
誰も見積もりを申し込まないのと一緒です。 

高額商品を販売する際、２ステップ販売が基本ですから、 
まずは、集客です！ 

太陽光発電に興味のある人を、目の前に連れてくるのが、第一優先です。 
この原則はオンラインもオフラインも一緒です。 

ですから、チラシ広告と同じように作ればいいのです。 
つまり、小冊子を無料進呈することだけに特化すればいいんです。 

長ければ長いほどいい 

チラシ広告と違い、ホームページは、スペースに制限がありません。 
好きなだけ、自分の思いを書くことが出来ます。  
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どれだけ長くなっても大丈夫です。 

むしろ、太陽光発電などの、専門性が高い高額商品は、長ければ長いほど効果的で
す。 

ただし、長けりゃ何でもいいという事ではありません。 
読みやすさ、濃い情報量の多さが重要です。 

くだらない話を延々と読まされたり、 
改行やスペースもない読みにくい文章は嫌がられます。 

セールスレターの基本は、 
広告作りや小冊子作りと一緒です。 

セールスの「レター」ですので、お客さんに手紙を書くという姿勢で文章を構成す
れば、どんどん読んでくれます。 

セールスレター型のホームページにするだけで、他のライバル会社と圧倒的な差別
化になるので、お客さんの心をグッと捕らえることができます。 

ホームページは最低でも５ページ必要 

商品をダイレクトに売る①型ホームページの場合、 
基本１ページだけの「販売に特化したページ」にするのが鉄則ですが、 
                                                  
高額商品で、②の集客に特化したホームページの場合、 

・セールスレターのページ 
・お客様の声 
・自己紹介 
・会社概要 
・小冊子進呈フォーム 
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この５つは必要不可欠になります。 
  
商品紹介のページは、あっても、なくても、どっちでもいいです。 

新商品が出る度に、更新するのが面倒くさいので、 
私が現在使っているホームページは、商品紹介のページはありません。 

他にも、補助金情報などがありますが、 
余力があればページを増やせばいいと思います。 

ホームページの最終目的は広告と一緒で、 

読むだけで、商品のメリット・デメリットがわかる小冊子を 
興味のある方に無料でプレゼントする。 

この一点だけです。 

その小冊子を申し込んでもらうために、 
広告ではスペースの都合で書けずに削除した内容をたっぷり書くのです。 

********************************************* 

あなた 
「なるほどね～。ホームページも、広告と一緒で、２ステップ販売にすればいいの
か…。」 

私 
「そうです。ホームページの利点として、広告ではスペースの問題で、削った内容
を全部、載せることができます。 

　ではここで、ホームページを書く際に、気をつけたい7つのポイントをお伝えし
ます。　題して、売れるホームページを作る7つのポイントです。」 

********************************************* 

                                                
   （次のページヘ続きます→）11



①きれいな言葉は嘘くさい 

少し前まで、太陽光発電を扱っている会社のホームページを見ると、 
たいていこう書いてありました。 

　クリーンエネルギーで自然を大切に… 
　子どもたちの笑顔のために… 
　21世紀の新エネルギー… 

正直言って、「クリーンエネルギー」や「子どもたちの笑顔」を、 
前面に出してきても、お客さんには全く響きません。 

　太陽の光は無尽蔵、 
　太陽の光はクリーン、 
　太陽の光は神様の恵み…、 
  
そんな綺麗な言葉を並べても、 
そのためだけに何百万円のお金払う人はいないです。 

お客さんって、 
そこまで環境意識に高い人ばかりではないです。 

そんなきれい事ばっかり言ってるホームページ見せられたって 
何も嬉しくはないです。 

歯の浮くような台詞をどれだけ並べても、 
「それって本音じゃないよね」ってお客さんはすぐわかります。 

そんなこと書いてもムダなんで、 
やめておきましょう。 

そういう環境のことや、未来のエネルギー、子どもたちの笑顔に訴えるのは、 
もっと後で、最後の方です。 

最後の最後に訴えると響きますが、それを最初に訴えても、全く意味が無いです。 
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使い方間違ってます。 
というか、使う順番を間違っています。 

②「安い」だけのホームページ 

最近、よく目にする派手に宣伝するホームページは、 

　業界最安値！ 
　１kwあたり25万円！ 
　太陽光発電はまだまだ安くなる！ 
　他社より高ければ値引きします！ 

参照：Google画像検索 

こういうホームページですね。 

安値競争まっしぐら。 

こういう会社の売りは「安さ」だけです。 

たしかに、他社より安ければ「売れる」でしょうけど、                          
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利益はほとんどありませんね。 

1kwあたり25万円ですよ！？ 
こんな価格で十分な利益があるわけありません。 

激しい価格競争の末、 
利益ゼロになっても売るんでしょう…。 

こんな血みどろのレッドオーシャンの海に 
自ら飛び込みに行くようなことをしてはいけません。 

そんなことやってたら、 
体力の無い会社は倒産一直線です。 

中小企業の経営者は 
絶対、そういう安値競争に参加したらダメです。 

絶対勝てませんし、そういう「安さだけ」を求める客は、 
「客としての質が低い」です。 

「質が低い客」を、ほとんど利益ゼロで相手にすることになります。 
そんな客相手に商売するのは、身が持たないので、やめたほうがいいです。 

また、太陽光発電をフロント（集客商品）にして、 
バックエンド（収益商品）でリフォーム工事を売る！ 

という戦略もあると思いますが、 
あまり期待しない方がいいと思います。 

だって、そういう「安さ」しか興味のない客は、 

またネットを使って 
「一番安い業者にリフォームしてもらおう」と思っているからです。 

ですので、あなたは、 
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「綺麗事を並べた嘘くさいホームページ」 
「ただ安いを連発している安いホームページ」 
  
の、全く逆のことをすればいいんです。 

レッドオーシャンで血みどろのバトルしているのを横目に、 
きれいなブルーオーシャンで優雅にゆったりと泳ぐことができます。 

③どの客層を狙うのか？ 

買い物する時、インターネットを使う人の心理は、  

「もっと安いところないかな～」 
「もっと他に良いものないかな～」 

この2つしかありません。 

最近、派手に宣伝している安売り業者は、 
お客さんの「もっと安いところないかな～」に焦点をあてて商売しています。 

まぁ、こういう業者はどこの業界でも必ず出てくるので、別にどうでもいいんです
が、中小企業のあなたはそこに焦点を定めてはいけません。 

後者の「もっと他に良いものないかな～」に焦点をあてるのです。 

お客さんが考える「他に良いもの」というのは、 

　・他のメーカーはどうだろう？ 
　・他に良い販売店はないだろうか？ 

と思いながら、この2つをネットで検索します。 

太陽光発電は、シャープ、パナソニック、京セラ、三菱、日立、東芝…等 
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いろんな国内メーカーから販売していますよね。 

さらに、海外メーカーも含めると、サンテック、カナディアンソーラー、ソーラー
フロンティア…等　たくさんのメーカーがあります。 

そこで、お客さんは、太陽光発電はどこのメーカーが良いんだろう？と思って、 
気になるメーカーのホームページを調べます。 

しかし、大手メーカーのホームページは、商品案内やサービス案内しか載っていな
いので、お客さんは「う～ん、メーカーのホームページを見ても、よくわからんな」
となります。 

その後、 

「地元で太陽光発電扱ってる会社はあるかな？」と、 
「太陽光発電と地名」で検索します。 

ここです！ 

ここに必ずヒットするようにしてください！ 

ここに検索で来る人たちは、 
価格の安さだけで契約する人ではありません。 

もっと総合的なものから判断しますので、 
ネットでは、この人たちにアプローチしてください。 

絶対、「最安値！」なんてやってはダメです。 
そうした瞬間、安値競争、価格競争の渦に巻き込まれます。 

安値競争になるくらいなら、 
はじめから「うちは高い！」と宣言した方が断然いいです。 

④お客さんが必ず見るページとは？ 
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住宅やリフォーム、太陽光発電などの 
高額商品を扱っている会社のホームページを見るとき、 

お客さんは、必ず「会社概要」を見ます。 

これ、絶対チェックします。 

シャープ、パナソニック、トヨタ、NTT、ヤマト運輸、電力会社など、 
誰でも知ってる大手企業のホームページの場合、 

お客さんは、もう知っている会社なので、わざわざ会社概要なんて見ませんが、 
マイナーで、よく知らない会社や、はじめて見た会社の場合、 

ここは必ずチェックします。 

必ずチェックする場所だからこそ…、 
必ず目を通す場所だからこそ…、 

普通の会社概要を作ったらダメです。 

その他大勢の他社と、変わらない会社概要では全然ダメです。 

お客さんから見たら、 
あなたの会社は「どこの馬の骨ともわからない会社」なんです。 
                                             　  
その辺によくある他社と同じような会社概要を作っても、 
お客さんは何も響きません。 

「あっそ、ふーん」で終わります。 

「ふーん」で終わらないために、 
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「安さ」以外で選んでもらえるように、 

会社概要は、あなたの人間性がわかるものにしましょう。 

つまり、あなたが、どんな人間で、どんな想いで会社を起こしたのか、 
誰にでもわかるように“物語（ストーリー）”で紹介するのです。 

物語性のある会社概要だと、 
お客さんに読んでもらえやすいうえに、信じてくれます。 

自己紹介文も同様です。 

物語にすると、お客さんはその話を信じ、あなたのファンになります。 
特に、苦労話をふんだんに入れるのが物語を作る際のコツです。 

何の苦労もなく、ここまでのし上がってきた、こんなに儲かっています、 
などの自慢話は厳禁です。 

誰も、あなたの自慢など聞きたくもありません。 
そんなこと書いたら、「なんてウザイんだこいつは！誰がこんな奴から買うもん
か！」とお客さんの反感を買ってしまいます。 

自慢話ではなく、昔、こんなことで苦労していました。 
という苦労話を恥ずかしがらずに入れてください。 

お客さんは苦労して頑張っている人を応援したくなります。 

⑤最初から最後まで一緒 

　あなたのホームページを見て、あなたの会社に依頼しようかどうしようか（小冊
子を申し込もうかどうしようか）と、真剣に悩んでいる方ほど…、 
・何か落ち度はないか？ 
・本当に信用できる会社か？ 
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・私は騙されていないか？ 

と考えながら 

ホームページをじっくり、 
1文字も見逃さずチェックします。 

少しでも「怪しい！」と思われたら最後、 
お客さんは右上のバッテンを押して、あなたのホームページを消してしまいます。 

そして、もう二度と戻ってくることはありません。 

お客さんは、 

「●●が怪しい」 
「◆◆に矛盾があった」 

と、勝手に思い込んでしまうので、 

言葉選びや、主義主張の一貫性はとても大事です。 
最初から最後まで、一本の柱、軸はぶらさないでください。 

「未来の子どもたちのために…、」「地球にやさしい暮らし…、」などと言ってい
るのに、「業界最安値！」「無料見積もり！今すぐどうぞ！」なんて書いてあった
ら、 

「ん？この会社は、言っていることと、やっていることが、おかしいな…」 
と、思われます。 

そうなったら、おしまいです。 
お客さんは絶対、あなたの会社に依頼することはありません。 

また、よく、会社概要の中に、 

かっこいい「経営理念」や、 
厳格な「社訓６箇条」とか載せている会社がありますけど、 
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あれ、全く意味ないですよ。 

というか邪魔です。 

誰もが知っている大企業なら、 
「さすがだな～」って思われるかもしれませんが、（…いや、思わないか(^_^;)） 

お客さんの本音は、 

全然知らない会社の「理念」や「社訓」など知りたくもない。 
                                                   
と思っています。 

正直な話、そんなのは「どうでもいい」です。 

本音じゃない、上っ面の綺麗な言葉を読まされても、 
「どうせウソだろ？」って思っています。 

何度も言いますが、きれいな言葉は嘘くさいんです。 

⑥外部リンクを貼らない 

よく、J-PECや自治体などの補助金情報や、 
シャープやパナソニックなどの太陽光メーカーのサイトを、 

自社のサイトからリンクしているホームページがありますが、 

あれは今すぐ外してください。 
                                         　　    
わざわざ、自社のサイトから、外部へ誘導してどうするんですか。 
   
せっかく、あなたの会社に訪れたお客さんを、 
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わざわざ逃がすことになっています。 

ましてや、太陽光発電のポータルサイトへのリンクは言語道断です。 
ライバル会社を紹介してどうするんですか。 

一度、離れたお客さんは、 
あなたのホームページに戻ってこれなくなりますよ。 

「あれ？あのホームページどこいったっけ？…まぁいいか」と、 
ライバル会社に行ってしまいます。 

どうしても補助金情報などを載せたいなら、 
自社のホームページ内に載せましょう。 

外部リンクは絶対ダメです。 
もし、貼っているなら、今すぐ外してください。 

⑦どこからでも申込み出来る 

小冊子の申込みページは、 
ホームページ内のどこからでも行けるようにしましょう。 

本気で検討しているお客さんは、あなたのホームページを、会社概要からお客様の
声から自己紹介から、全てのページをじっくり読みます。 

その際、全てのページから簡単に小冊子の申込みページへ 
飛べるようにしておいてください。 

「よ～し、いっぺん、ここに問合せしてみるか！」 

と、お客さんが思っても、 
申込みページが目につく場所にないと…、 
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「あれ？どこから申し込んだらいいんだ…？よくわからんなぁ。 
　…まぁ、いいや、他の会社はどうだろう？」 

となって、 
ライバル会社に逃げられてしまいます。 

ですので、全てのページから簡単に 
申込みページに行けるように工夫が必要です。 

とにかく最初は、セールスレターを作る 

　A４用紙４枚程度で収まるセールスレターを3つか4つ複数作りましょう。 

その中で、反応がいいものや、奥さんに見てもらって、 
「おもしろいね」というものを、ホームページのメインにもってくるのです。 

また、ホームページに選ばなかったセールスレターは、 
印刷して、小冊子を送る際、一緒に見込み客に送ればいいのです。 

　当初、私もホームページを作る際、セールスレターを5つ程つくり、お客さんか
ら、「おもしろかったよ」と、反応が良かったセールスレターをそのままホームペー
ジにしました。 

　また、セールスレター以外にも、自己紹介文やお客様の声は、チラシ広告で問合
せ頂いたお客さんに小冊子を送る際、同封しています。 

ホームページで作る資料は、そのまま全部オフラインでも有効利用してください。 

逆に言うと、                                    

オフラインで使っている自己紹介文やお客様の声があるなら、 
それをそのままホームページに利用してください。   
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お客さんからの反応が高い資料というのは、 
オンライン・オフライン関係なく反応が高いです。 

また、セールスレターの具体的な作り方は、 

前回、お送りした 

●チラシ広告で太陽光発電がバンバン売れる方法 
●お客さんが虜になる“売れる”小冊子の作り方【15の秘訣】 

で紹介した、「小見出しの工夫」や「3つのNOT」を意識しながら、 
PASONAの法則やAIDAの法則、QUEST、などを使えば大丈夫です。 

広告も小冊子もホームページも、作り方の基本はどれも一緒です。 
それは、人間の心理が一緒だということです。 

ただ、コツとして、「複数作る」ということが大事ですので、 
必ず3つ以上のセールスレターを作ってください。 

おそらく、一番最初に作ったレターは、 
説教くさいレターになっているでしょうから…。 

ホームページで最も重要な箇所とは？ 

ホームページで一番重要な箇所は 
どこだと思いますか？ 

　大勢のお客様の声？ 
　おもしろい会社概要？ 
　ぐいぐい引き込ませるセールスレターの本文？  

どれも違います。 
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最も重要な箇所は、 

ホームページをパッと開いて目に飛び込んでくる「ヘッドコピー」です。 

ヘッドコピーの出来が良くないと、お客さんは「ふ～ん、まっいいか、別のとこ探
そう」と、右上の×を押してしまいます。 

そうなったら、最後、 
そのお客さんは二度とあなたのホームページを見ることがありません。 

オフラインの広告もオンラインの広告も重要な箇所は一緒です。 
最も重要なのは、ヘッドコピーです。 

人気のホームページが必ず使っている 
売れる5つのテクニックとは？ 

ホームページで最重要ポイントは、ヘッドコピーと言いました。 

では、どのようなヘッドコピーがいいのか？ 

①ヘッドコピーは商品の宣伝よりも、あなたのターゲットになる『お客さんの年齢』
や『住んでる場所』など、お客さんが必ず「YES」と返事をする「事実」を入れま
しょう。 

そして、ヘッドコピーと同じように、写真もパッと目に見える位置に配備してくだ
さい。アイキャッチの効果があります。 

②ヘッドコピー、キャッチコピーのすぐ下に、「お気に入り」ボタンを配備しましょ
う。 

この「お気に入り」ボタンというのは、 
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クリックするだけで、 ホームページの「お気に入り」に自動登録するボタンです。
このボタンを配備するだけで、かなり高い確率で（90％以上の方が！）お気に入
り登録してくれます。 

③強調したい事は、赤文字やアンダーライン、背景色を加えます。 

また、文章の強弱をつけるために小見出しや囲み線などを使い、お客さんが飽きる
ことなく、グイグイ読ませるレター（手紙）にします。 

④小冊子の申込みリンクのアイコンは緑色にしましょう。 
一般的には、赤色のアイコンの方が目立つので良いと思われますが…、 

実は、緑色が最も高い反応を上げます。 

ちなみに、アダルトサイトの申込みリンクは赤や緑よりも、 
紫が最も高い反応が得られる色だと言われています。 

⑤顔写真を載せましょう。 

モデルの写真ではダメです。社長や社員の生の顔写真を載せましょう。 
顔写真が「ある・ない」で問合せの反応が変わります。 

当然、顔写真はムスッとしている怖い顔より、笑っている顔の方が反応いいです。 
怖そうな人に誰も近寄らないですから。 

********************************************* 

あなた　 
「なるほど～。ホームページも、広告と同じように、お客さんの心理を考えるのか。

　この7つのポイントと、5つのテクニックを使ったらなんとかなるかも？ 
　そして、セールスレターをいっぱい作ればいいんだな」 

私　 
「そうです。まずは、他社とは違うホームページを完成しましょう。 
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　続いて、売れるための仕掛けを準備します」 

あなた　 
「売れる仕掛け？ホームページ作っただけじゃダメなの？」 

私　 
「ホームページ作って、いきなり売れることはまずありませんよ。 
　仕掛けとは、ずばり広告です。オンライン広告です。 
　　　 
　インターネット上で、会社の宣伝をしなければ、誰も見に来ませんからね」 

********************************************* 

あなたのホームページは誰も見ない 

ホームページを開設した直後というのは、テンションが高く、興奮している状態な
ので、 

　よーし、これでアクセスいっぱいくるぞ！ 
　メールの問合せがジャンジャン来るかも！？ 
　電話もジャンジャンかかって見積依頼殺到する！？ 
　来月からウハウハだ！ 

なんて妄想しちゃいますが、まぁ、まず無理です。 

ホームページ作っても、 
お客さんは、あなたのホームページに来ません。 

冷静になって考えてください。 
お客さんは、どうやって、あなたのホームページを見つけるんですか？ 
                                                  
太陽光発電に興味のある人は、 
Yahoo!かGoogleで「太陽光発電」を検索します。 
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でも、そんなビッグキーワードで、あなたの会社はヒットしません。 

太陽光発電の概要がわかるシャープやパナソニックなどの、大手メーカーのホーム
ページが出てくるだけです。 

ホームページを宣伝する 

私も2006年にホームページをはじめて作った時、 
全然ヒットしませんでした。 

何日経っても、誰も見に来ない状態が続いたので、 

「ホームページを作っただけじゃダメだ。ホームページの宣伝が必要だ！」 
と気づきました。 

そこで、安くて簡単に出来る「PPC広告」に目を付けました。 
Yahoo!の「リスティング広告」と、Googleの「アドワーズ広告」です。 

私はホームページの宣伝として、この２つをはじめました。 

PPC広告とは、Yahoo!やGoogleで検索すると、検索結果の上部と右部にでてくる
広告のことです。 
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１クリックされたら、料金が発生する仕組みになっていますので、 
１回もクリックされなかったら、料金はかかりません。 

そして、PPC広告の他に、 
インターネット広告で最も有効的なのが、 

市役所などのバナー広告です。 

月2万円～3万円程度で募集していますので、 
効果があっても、なくても、必ずバナー広告をだしましょう。 

市役所などのホームページから、あなたの会社へリンクされていると、Googleの
アルゴリズムが、「お、この会社は市役所からリンクを受けているぞ!?きっと優秀
なホームページに違いない」と思うので、検索順位がどんどん上がっていきます。 

ちなみに、よく電話やメールで勧誘がある、SEO対策は完全に無視して大丈夫です。

正直、SEO対策なんて、時間がかかるだけで、やってもムダです。 

確実に、お客さんを自社のホームページに誘導できる有料広告を使いましょう。 

ネットは広告に頼ってはいけない 

しかし、ネットの広告で効果的なPPC広告は、いずれ使えなくなります。 

実際、私はYahoo!の 
リスティング広告が使えなくなりました。 

Yahoo!に問合せしても、詳しい理由は教えてくれませんでしたが、 
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話をしていると、どうも、太陽光発電のホームページに小冊子無料進呈というのが、
おかしい。怪しい。という理由だそうです。 
                                           
「太陽光発電」＝「小冊子無料進呈」→怪しい 
「太陽光発電」＝「見積依頼」→OK 

らしいです。 

このように、ネットの広告（PPC広告など）は、Yahoo!やGoogleがルールメイキ
ングしているので、向こうの都合で、いきなりNGになる場合があります。 

広告が停止される前に 

ホームページ作ったばかりは、当然、検索順位はかなり下位になっていますので、 
広告を使ってアクセスを集める必要があります。 

お金さえ払えば、検索結果の目立つ箇所に、自社のホームページを宣伝することが
できますので、広告がだせる期間は、ある一定のアクセスは流れてきます。 

でも、広告がだせなくなると、アクセスがガクンと落ちてしまうので、 

広告が停止される前に、 
自社のサイトの検索順位を上位にもっていく必要があります。 

検索順位が上位に表示されれば、 
広告をださなくても、アクセスが流れてくるので安心です。 

むしろ、広告をださなくてもいいので、経費削減にもなります。 

でかいキーワードで勝負しない 
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「太陽光発電」などのビッグキーワードで、 
あなたの会社が上位に表示されることは、はっきり言って不可能です。 

上位に表示されるホームページは、一般社団法人やシャープ、パナソニックなどの 
資本金2000億円以上、売上げ1兆円以上、社員数2万人以上の超一流企業です。 

そんな会社と勝負したらダメです。 
大量のお金と時間を消費したうえに、絶対負けます。 

それに、本気で検討しているお客さんは、そんなキーワードで検索しません。 

正確に言うと、 

最初はそういうビッグキーワードで検索しても 
知りたい情報が無いため、すぐ違うキーワードで検索し直します。 

・お客さんはどういう情報を探しにネット検索するのでしょうか？ 
・お客さんが欲しがる情報はカタログに載ってるようなメーカーの情報でしょうか？

これを真剣に考えましょう。 

私は、 

「太陽光発電　滋賀」 
「太陽光発電　彦根」 

このキーワードで上位3つに入ろうと、ナンバーワンになろう、と考えました。 

「太陽光発電　シャープ」 
「太陽光発電　価格」 
「太陽光発電　安い」 

このキーワードでは論外です。完全に無視しました。 
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あなたのお客さんはどんな人か？ 
どういう言葉を検索するのか？ 

を考えましょう。 

他にも、Googleアナリティクスを自社のサイトに埋め込んで、Googleインサイト
などで話題のキーワードなどを調べるのもいい方法だと思います。 

********************************************* 

あなた 
「なるほど～。ホームページも、広告しないと、誰も見に来ないのか…。 
考えてみれば当たり前の話だな。それで、今話題のツイッターやフェイスブックな
んかもやった方がいいの？一応、ブログはやってるんだけど…」 

私　 
「やらないより、やった方がいいですね。それぞれ役割がありますので、 
肩の力を抜いて気軽にやれば良いと思います」 

あなた 
「それぞれ役割がるの？」 

私 
「もちろんです。それぞれの特性がありますので、それに合わせてやればいいです」

********************************************* 

ツイッターやフェイスブックの活用方法とは？ 

　ホームページに＋αした方がいいものがあります。 
それは、ブログ、ツイッター、フェイスブックです。 
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当初、私もいろいろ手探り状態でやってみましたが、 
結果、それぞれに役割を決めてするのがいいのがわかりました。 

まずは、ブログの役割です。 

基本的にブログは最新情報を届ける場所です。 
ホームページだけでは収まりきれない最新情報を発信する場所です。 

つまり、ブログを見る人というのは、 
太陽光発電を検討している「見込み客」です。 

太陽光発電を設置したお客さんが、ブログを見ることはほとんどありません。 
ブログは見込み客向けに情報を発信するのです。 

書くネタが無いからと言って、昨日食べた晩ご飯や、政治、スポーツ、休日の過ご
し方なんかを載せてはダメです。 

見込み客にとって、そんな情報はどうでもいいのです。 

太陽光発電の最新情報、 
実際、設置した人の発電量や売電量、 
自分が住んでいる自治体の補助金情報、 

等が知りたいのに、 

スタッフの林さんが風邪でお休みです。 
早く元気になって欲しいです。 

なんて記事をアップされても、 
見込み客は、林さんのことを知らないし、どうでもいい話です。 

「中身のないブログだな…、」と思われるだけなので、 
ブログは太陽光発電関連のことだけを書くように努めましょう。 
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ブログ見る人は見込み客（新規客）です。 

また、ブログの全ての記事に、自社のホームページのリンクを貼っておきましょう。

アクセス流れてきます。 

ブログに対して、 
ツイッターやフェイスブックは、あなたのお客さん（既存客）が見に来ます。 

あなたの人柄を理解し、どういう人物か知ってます。 

もちろん、見込み客（新規客）も見に来ますが、 
どういう人物なのか？をそのツイッターを見て判断するので、 

人柄の良さそうな感じが出るツイート（つぶやき）をすれば良いと思います。 

フェイスブックは実名登録なので、あなたのお客さんしか見に来ません。 
自由に書いたら良いと思います。 

ありのままの自分を気軽に出せば良いと思います。 

 ネットは基本的に無料（タダ） 

ただでさえ忙しいのに、 
ツイッターやフェイスブックまでやらなきゃいけないのかよ！ 

と嫌な顔せず、肩の力を抜いて、気軽にやりましょう。 

それらのソーシャルネットワークは 
iPhoneなどのスマートフォンで気軽にできます。 

また、同時投稿できるアプリもありますし、 
ツイッターやフェイスブック、ブログを連動することもできます。 
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いろいろやってみて、「あ～俺には合わんな」と思ったらやめたら良いと思います。

無理してやる必要はありません。 

自分に合うスタイルでやればいいんです。 

なんせ、それら全部、無料で出来るんですから。 
やってみる価値はあると思います。 

********************************************* 

あなた　「なるほど～。フェイスブックやツイッターはフォローに最適で、 
　　　　　ブログは最新情報を届けるのに最適なのか～。 
　　　　　でも、ネットで検索する人って、若い人が多いよね？」 

私　「そうですね。30代・40代の若い方が中心です。年配の方は少ないですね」 

あなた　「けっこう、きつい人多くない？ 
　　　　　価格にうるさい人とか、ただの冷やかし客とか…」 

私　「そんなこともないですよ。ネットでお問い合わせいただいて、 
　　　商談まで行ったら、今のところ成約率100％ですよ。」 

あなた　「ひゃ、100％!?…それ本当？」 

私　「本当です。そのためには、インターネットのお客さんというのは、 
　　　どういう人物が多いのかを把握する必要があります」 

********************************************* 

ネットを使うお客さんの正体とは？ 
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ネットを使うお客さんは、 
価格の相場や、使い勝手、メリット・デメリットをある程度知っています。 

知識武装してから業者選びする傾向にあります。 

変な知識を盲信している人もいます。 
（↑こういうお客さんに当たると、骨が折れます） 
                                                
他社で仕入れた情報を統合して、 
あなたに聞いてくるわけですから、ある意味、手強いです。 

特に、インターネットは比較検討が簡単にできるので、 
「安さ命」みたいな客が現れます。 

こういう客はクレーマー予備軍みたいな人が多いですので、 
無視するか、断った方が無難です。 

価格.comを筆頭に、「安ければどこでもいい」「どこで買っても一緒だから安い
方がいい」と考えている人が、インターネットの世界では、うようよいます。 

解決方法とは？ 

他社で間違った知識を与えるより先に、 
あなたがお客さんに確かな知識をお客さんに与えれば良いんです。 

そのうえで、 

私どもは、価格の安さだけで勝負するような会社ではありません。 
安さしか興味の無い方は、どうぞ、けっこうですので他社へ行ってください。 

と、ホームページ内で記載しておくか、小冊子に記載しておくのです。 

そうすれば、自然と「安さ命」みたいな質の低いお客は離れて、 
あなたにピッタリな質の高いお客さんが集まってきます。 
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オンラインでも、オフラインでも、 
見積依頼をお願いする前に、「情報発信者」になりましょう。 

「無料で見積依頼をお願いする」のと、 
「小冊子やレポートで太陽光発電の確かな知識・情報を無料で提供する」のでは、 

その後のあなたの立ち位置が、天と地ほどの差が生まれます。 

「単なる売り込みセールス」と、 
「専門知識をもった先生」くらいにお客さんの印象が変わってきますよ。 
  

ホームページはお客のニーズに合っているか？ 
   
                                            
どれだけ、お金をかけてホームページを宣伝しても、 
どれだけ、無料プレゼント！と言っても、 

お客さんのニーズに合ったホームページでないと、誰も申込みしません。 

そこで、あなたのホームページがニーズに合っているかどうか、 
判断する基準があります。 

それが、コンバージョン１％です。 

チラシ広告の場合、7000部～8000部で1件の問合せが平均値というように、 
ホームページも平均値があります。それが、1％です。 

最近では、ほとんどの会社がホームページを開設しているため、 
コンバージョンが1％もあるホームページは超優秀と言われています。 

つまり、あなたのホームページに訪れたお客さんの1％が資料請求すれば、 
優秀なホームページであるという事です。 
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逆の言い方をすれば、 
どんなに優秀なホームページでも、コンバージョンは1％なんです。 

つまり、あなたのホームページに100人訪れても、資料請求するのはたった1人で
す。 
残りの99人は申込みボタンをクリックせず、離脱してしまいます。 

ですので、あなたもコンバージョン1％を目指しましょう。 
100人中、たった1人の申込でいいのです。 

ちなみに、私のソーラー（シガソーラーアメニティ）のホームページは、 
コンバージョン1.3％です。 

ですので、ほったらかしで売れているホームページというのは、 
コンバージョン1％以上あるホームページです。 

  

これからは、ホームページが最重要！ 

今の20代・30代は、「ホームページで検索してから商品を買う」という傾向が、 
スマートフォンの普及と共に、急速に強くなっています。 

その場で、「お、これいいね。欲しいなぁ～」と思っても、 
ネットで検索して、価格相場を調べて、ユーザーの声を確かめます。 

つまり、 

自分に本当に合うのか？…（自分とよく似たユーザーは絶賛しているのか？） 
買って損しないか？…（ぼったくられていないか？もっと安いところはないか？） 
今買うのは時期的に正しいか？…（モデルチェンジですぐ新型が発売しないか？） 

などを調べます。 

そして、本気で欲しい！と思うまで、 
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業者に資料請求や見積依頼することはありません。 

これが、インターネット世代の考え方と行動パターンです。 

この動きに、いち早く気づき、あなたのホームページが、ピンポイントで、 
お客さんの目の前に現れなければいけません。 

当然、チラシ広告を見た30代のお客さんは、 
小冊子を請求する前に、必ずインターネットであなたの会社を調べます。 

チラシ広告が、どれだけ魅力的でも、ホームページががっかりだと、 
お客さんは資料請求しません。 

「ネットであの会社調べたけど、なんだか怪しかったよ」で終わってしまいます。 

そんな悲しい結果を生まないためにも、  
「お客さんが欲しがる情報を提供できる」ホームページを作りましょう。 

逆に、チラシ広告のコンセプトと、ホームページと、小冊子がピタッと合うと、 
お客さんは他社と比較したり、相見積りをしなくなります。 

仮に、他社と比べたとしても、絶対、あなたから買ってくれます。 
だから、私の場合、成約率100％というとんでもない数値がでるのです。 

それくらい、ホームページは「自分を売る」のに最適なツールです。 

おわりに 

今も昔も、ホームページを開設すると、 
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全国が商圏になる！ 
全国のお客さんが買いに来る！ 

などと言われています。 

まぁ、確かに一理ありますが、全国のお客さんが見に来れる環境というのは、 
逆に言うと、「全国のお店がライバルになる」ということです。 

ホームページを開設しているのは、 
あなただけじゃありません。 

あなたのライバル会社も同じようにホームページを開いています。 

現に、「太陽光発電」というキーワードで検索すると、 
約 14,300,000 件もヒットします。 

その1,430万件あるホームページから、 
あなたのホームページを見てもらう必要があります。   

もし、見つけることができなければ、 
お客さんは、あなたのことを知ることはありません。                                             

つまり、検索した時、あなたのホームページが 
お客さんの目の前に出てこなければ、あなたの会社は“存在しない”のと同じです。 

もう少し具体的に言うと、 
ネットを使う人のほとんどがYahoo!やGoogleで検索します。 

検索したとき、Yahoo!やGoogleの3ページ目以内に、あなたのホームページがヒッ
トしないと、お客さんはあなたのホームページを見つけることが出来ません。 

もっと言うと、１ページ目の検索上位10位以内に入らないと厳しいと思います。 

ホームページはライバルも多いし、 
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「安さ」を前面に出しているので、難しいと思われるかもしれませんが、 

勝機はあります。 

理由は３つ 
   
　・太陽光発電などの高額商品の場合、地元の企業が優位になる。 
　・訪問販売が強い会社はホームページに力を入れていない。 
　・バカの一つ覚えみたいに、みんな「安い」しか言っていない。 

特に、太陽光発電の会社で、 
きっちり作ってるホームページはほとんどありません。 

たいていが、 

　・何が言いたいのかわからないホームページ 
　・どうして欲しいのかわからないホームページ 
　・商品説明しか書いていないホームページ 
　・いきなり見積を依頼させようとするホームページ 
　・ただの会社自慢になっているホームページ 
　・「安い」しか言ってないホームページ 

あなたが本気でつくったら、こんなホームページに負けるわけがありません。 
頭を使って、ちゃんと勝負すれば必ず勝てますよ。 

売れるしくみオフィス 
代表　辻壮慈 

〒522-0056 滋賀県彦根市開出今町1475番地 
メール info@ureru493.com 

ホームページ http://ureru493.com 
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法律上の記述 

警告！ 

この小冊子に収録されている文章および内容については、資料請求した方が、ご自身で読
み、ご自身のためにお役に立てる用途に限定して無料配布しています。 

この小冊子を販売、オークション、その他の目的で利用するには、著作権者の承諾が必要
になります。 

この小冊子の著作権は売れるしくみオフィスに帰属します。 
この小冊子に含まれている内容を、その一部でも著作権者の承諾なしに、複製、転用、販
売、改変、配布を行うことおよびインターネットで提供する等により、一般へ送ることは
法律によって固く禁じられています。 

小冊子だけでなく、同封の資料も同様です。 
もし発見した場合は、法的手続きを開始しなければならなくなります。 

（Ｃ）2013　All rights reserved by TakeshiTsuji&ureru493office lnc. 禁無断転用
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