
アメブロ集客改善サポート
集客パートナー・TAKESHI

読者1000人保証付き



ご挨拶

次へ 

資料をご覧頂きありがとうございます。 
今からあなたのビジネスを 
飛躍的に発展させる 
岡田からの提案をさせて頂きます。 

全２８ページとなっております、 
最後まで読んで頂けたら幸いです。



こんな悩みありませんか？

 ブログの読者が増えない。 

 ブログのアクセスが伸びない。 

 ブログからお問い合せがこない。 

 アメブロでの集客のやり方がわからない。 

 １人でブログやっていて、集客につながるか心配

項目に１個でも当てはまったら 
アメブロ集客できる可能性がまだまだあります。



アメブロで集客するためは重要な事があります

・集客できるブログになっていること

この２つが重要です。

・あなたのブログに 
　興味のある人に認知させること

▶　まずは集客できるブログとは・・・



集客できる 
ブログとは？



集客できるブログに必要な３ステップ

【ステップ ①　知る】 
どんなブログか知ってもらう。

【ステップ ②　興味】 
提供するサービスに興味を持ってもらう。

【ステップ ③　行動】 
予約や申込みをする行動を取ってもらう。



伝えたテーマや伝えたい相手を決めて、オリジナルヘッダーや
メニューバーを作ることで、どんなブログすぐにわかるように
なります。

ステップ ①　どんなブログ知ってもらう。

カスタマイズ前 カスタマイズ後



ステップ ② サービスに興味を持ってもらう。

・サービスを始めた理由 
・サービスメニュー 
・どのようなサービスか 
・お客様の声 
・サービスの提供方法 
・アクセス方法　　　 
　　　　　　　　　　　など

あなたの提供しているサービスに 
興味を持ってもらうために必要なことを記事にします。

わかりやすくサービスを伝えることで 
興味を持ちやすくなります。



ステップ ③ 予約する行動を取ってもらう。

電話申込み

ネット申込み

⇒電話番号を掲載

⇒フォームを掲載

あなたのサービスに申し込むための方法をアメブロ内に 
掲載することで、読者に次の行動を取ってもらいます。



集客できるステップができると・・・

知る

きちんとステップが出来ていると 
集客しやすくなります。

ためになるブログね！ 
読者登録しておこうかしら♪

あ～、このサービス 
気になるわぁぁあ！

申し込んじゃった～♪

知る 興味 行動



興味のある人に 
認知させるとは？



そして、どうしてサービスに興味のある人や 
サービスを受けることのできる人に認知させる必要があるのか？

読者は「誰でもいい」わけではありません。

■歯が痛くなったら、まず近くの歯医者を受診します。

このように、あなたのブログをみてサービスを受けること
のできる人に読者になってもらう必要があるのです。

■好きなアーティストのコンサートなら、わざわざ遠方までいきます。

では、どうしたら読者になってもらえるのでしょうか？

近所 遠方

好き 興味なし



読者を増やす効果的な方法として・・・

先ほど説明した、認知を効果的に与える方法があります。 

それは、 
あなたのサービスを受ける事ができる人や興味のある人を探し、 
こちらから読者登録、いいねなどをすることです。

なぜ、効果があるのか？ 

「読者登録、いいね」をすると相手にお知らせが届きます。 
そのお知らせをみて、相手があなたのブログを知ります。 
当然、興味のある人に向けて「読者登録、いいね」を行っているので 
読者登録してもらえる可能性が高いのです。

「相手を探すこと」と「相手に知ってもらうこと」で 
初めて「あなたのお客さんになる」読者が増えていきます。



でも、一人でやるのって大変ですよね

専門的にブログを作ってみたいけど 
どこから手を付けていいかわからない。 

そもそも、パソコンが苦手で・・・。

そこで・・・、こちらのサービスを作りました！

読者登録とかやった方が 
読者が増えるのはわかったけど 
３日続いたらやめちゃいそう。 

そもそも、そんな時間ない・・・。



アメブロ集客改善サポートです！

集客できるブログにするために 
あなたのお仕事を詳しくお聞きして 

ブログから伝えたいテーマ、カテゴリー、 
ヘッダータイトル、サービス詳細記事、 
配信する記事などを一緒に考えていきます。 

一緒に考えた内容を元にコチラで改善致します。 
その結果、集客しやすいブログに仕上がります。

あなたのお仕事に興味のある人、 
サービスを受けることが出来る人に 
あなたのブログを知らせるために、 

近所に住んでいる人、興味のある人を探しだして 
その人に対して、読者登録、いいね、などをしていきます。 

そうすることで、あなたの 
「お客さんになる」読者が増えていきます。

■ 集客できるアメブロの形に仕上がります！

■「お客さんになる」読者が増えていきます。



アメブロ集客改善サポートとは・・・

読者サポート
あなたに変わってあなたのお客さんになるユーザーを探し、
その方に対して、読者登録、いいね、ペタなどのアクショ
ンをあなたに変わって行います。

※セッションは基本的にSkypeで行います。

読者が増える

効果

集客セッション
ブログの内容の相談や集客導線の流れの提案・相談など 
あなたらしく効果的に増やしていく方法などをお話します。 
月に２回６０分のセッションで 
Skype（無料音声通信）で行います。 
※改善のための写真やイメージ図などはご用意願います。

集客できる 
ブログになる

改善サポート
あなたに変わって、アメブロをヘッダー、サービス記事、サイ
ドバー、メニューバー、プロフィール、メッセージボードなど
をカスタマイズして、集客につながりやすいブログにします。 

何のプロか 
すぐにわかる。



改善サポートってどんなことやってくれるの？

・オリジナルヘッダーの作成、設置 
・キャッチコピー、タイトルの作成 
・サービスメニュー記事の作成 
・フリースペースの作成、設置 
・ナビゲーションメニューの作成、設置 
・記事内の囲み枠の作成、まとめリンク作成 
・メッセージボードの設定など 

集客に必要な部分を改善致します。

例：オリジナルヘッダー

例：メッセージボード



読者サポートってどんなことやってくれるの？

あなたのサービスに興味のある人を探します。 
さらに、ブログを更新している人を探します。  
その方に、読者登録、いいねをしていきます。

　　　　　　   
                    毎日　　５０人に読者登録、 
　　　　　　  毎日　３００人にいいねをして、 

あなたのブログの存在を知らせていきます。



集客セッションってどんなことやってくれるの？

あなたに無理のない集客プランをご提案させていただきます。 
もちろん、集客するための導線もしっかりとご提案&サポートさせて頂きます。

月２回のセッションで、近況をお聞きしながらプランをご提案します。

アメブロ

見込み客
獲得

既存客 
獲得

例

リピーター
獲得

ファン化戦略
フォロー戦略

※リザーブストックを 
　使って顧客管理



アメブロ集客サポートの流れ

ターゲット設定

フォロースタート

あなたのお客さんに 
なる人を設定します。

まずは無料オリエンテーションであなたのお客さんになる人を 
明確にしたりブログを使った集客戦略をお話します。

※オリエンテーション、セッションは基本的にSkypeで行います。

月２回のセッション

内容強化

集客導線強化

読者強化 集客ブログ強化

記事内容、カテゴリ、 
ブログテーマなどを強化します。

ブログから商品やサービスの 
誘導を強化します。

無料オリエンテーション

読者フォロー 専門的なブログ



概要

・セッション回数

・読者フォロー　

・改善サポート

さらに「あんしん保証」もお付けしました。

３ヶ月コース　　６回、半年コース　　１２回

毎日読者５０人、いいね３００人、 
登録読者１０００人を超えてからの読者調整

ブログヘッダー作成、修正、サイドバー作成、 
メニューバー設置、サービス記事作成



あんしん保証

過去に１０名ほど、サポートさせて頂いた結果、半年で 
すべての方が読者１０００人を突破することできました。

万が一、半年経っても読者1000人にならなかった場合 
読者数が1000人を突破するまで、 
　　　　「無償」で継続サポートさせて頂きます。

継続期間については、集客セッションは 
つきませんので、ご了承ください。



料金メニュー

※クレジットカード払い、分割払いもOKです。
（最大８回払いまで）

読者サポート 
＋ 

集客セッション
改善サポート セット料金

135,000 
（月4.5万）

86,400

221,400

258,000 
（月4.3万）

344,400

プラン

レギュラー 
（期間３ヶ月）

ロング 
（期間６ヶ月）

（税込価格）



特典　リザーブストックベーシックコース付き

・自動返信メールの設定自動 
・フォローメールの設定 
・個別予約フォームの設定 
・カレンダーの設定 
・ステップメールの設定 
・クレジットカード払い受付の設定 
・アンケートフォームの設定 
・メルマガの設定

こちらのコースは顧客管理にとても便利なリザーブストックの使い方を画面を見
ながら僕と一緒に設定していくコースです。こちらを「無料」でお付けします。

アメブロからの予約受付や見込み客の獲得そして 
既存客のフォローを自動でできるようになります。



成果実績：お客様の声

月２回、TAKESHIさんとスカイプで話ししながら、アメブロ周りの改善やメニュー作り、ファストアンサー作成な
ど楽しく、ワクワクしながら取り組めました。完全にアナログ人間の私なので、ブログでわからないことがあった
ら、すぐにたけしさんに聞けたり、直接TAKESHIさんが修正してくれたりしたので本当に助かりました。バナーま
で作成してもらったりと至れり尽くせりでした。ブログの読者も着実に増えていて、TAKESHIさんにお願いしてか
ら、９００名以上も増えました。メルマガ読者も、着実にファンが増えています。これも、全てTAKESHIさんのお
かげです。 

TAKESHIさんにお願いしてなかったら、自分だけでどうにかしようと、もがいて大した結果は出てなかっただろう
と思うんです。自分でどうにかしようと考えるよりも、プロにお願いしてアドバイスやサポートを受けて自分は得意
な本業に専念した方がとっても効率が良いしスタートアップの方は特にうまく起動に乗れると思います＾＾ 

TAKESHIさんは、不思議とやる気を引き出してくれる人です。それに、きちんと見ててくれて、的確なアドバイスも
くれます。こんなにマメで、親身なコンサルって貴重だと思います。ブログや集客で悩んでる方は、TAKESHIさんに
相談してみるのをオススメします＾＾

開始前（読者５４７人）

終了時（読者１６０６人）

ブログ：無意識に豊かになる方法

岩崎かおる 様/株式会社アバンダンスパートナーズ 
（アメブロ改善サポート・半年コース）

http://ameblo.jp/hakukaoru4649/


他にも、こんな実績があります！

やんなきゃとはわかってるんですけど、毎日の読者登録、いいね、ペタ、正直
面倒じゃないですか。それをサポートしていただけるので、自分は記事を書く
だけに集中できます。ライターなので記事には自信があったのですが読者を
増やす事がとても面倒でした、このサービスを見つけた時は即申し込みまし
た。 
読者サポートをお願いして１年以上達ちますが、今では３８００名を突破し
ています。アメブロからSkype相談やSkype講座に申込み多数あったり、高
額商品が売れたのもこのサポートのおかげです。

最初は本当に増えるのか心配でしたが、実際に頼んでみた次の日には効果が
ありました。気づけば１０日くらいで１００名を突破していました、これは
嬉しかったです。４ヶ月で目標の１０００人を突破しました。 

そして、専門的なブログの見せ方に改善して頂くことで、ブログが集客システ
ムとして機能できるようになりました。アメブロからお茶会に参加して頂い
た方が僕のスクールに来てくれるようになったのも、このサポートの存在が
大きいです。

岡田鉄平様/ソウルライター

晏宮和来様／メンタルコーチ

読者数：5300名突破（サポート前263名）

読者数：1900名突破（サポート前0名）

ブログ：もしも女性起業家がコピーライターにブログの書き方を習ったら

ブログ：世界一のイメージング

読者サポートのみ

読者サポートと改善サポート

http://ameblo.jp/facebookwriter/
http://ameblo.jp/wakuyasumiya/


他にも、こんな実績があります！

アメブロの読者が増えたら、お客様も増えると思い、まずは自分で読者の数を増やしまし
た。 でも、、 自分でやるには時間がかかってしまい相談や準備にかける時間を削るわけにも
いかず 困っていたところ、このバックエンドを知り、 これは便利そう！とお申込みをしまし
た。申込み前は、1ヶ月で読者の増減がほぼゼロでしたが、、 申込み後は、20日間で読者数
が85人増えました！多い日は1日で10人以上増えていました。自分でやっていたら、どれだけ
時間がかかっていたかわかりません。今まで経験したことのない読者の増え方に、このサポー
ト、 ほんとにすごいと感じています！アメブロの読者だけでなく、 メルマガの読者数も増え
ました！！！先日、 このサービスを利用したおかげで、 ご縁がつながった方が、メルマガに 　
登録してくださった方から、とっても嬉しいメルマガのお返事をいただきました。 

自分ではなかなか増えない読者登録数が一気に増えました。たくさんの方と知り合う事ができ、情報
交換をすることができるようになりました。 同じようなお仕事をされている方がいらっしゃると私自
身も励みになり、また勉強になります。 同じ業種の方から、教えてほしい内容の問い合わせメッ
セージが来たりして自分ももっと勉強しないと！と気合いが入ります。

大野 有加 様/ファイナンシャルプランナー

下川 りん 様／マタニティ整体助産師

読者数：1450名突破（サポート前1061名）

読者数：970名突破（サポート前182名）

ブログ：帯広のお金の相談員☆FPおーのちゃん

ブログ：妊婦整体 癒し空間 Sophia りんのブログ

読者サポートのみ

（読者サポートのみ）

http://ameblo.jp/fp-oberiberi/
http://ameblo.jp/healing-sophia/


この資料をご覧になり、 
１週間以内にお申込みの方に限り 

▼　無料オリエンテーションはこちらから 
URL：http://www.reservestock.jp/inquiry/11622

一番成果を出しやすい6ヶ月プラン（読者、改善サポートセット：ロング）

344,400円　 324,800円
で、ご提供させて頂きます。

※クレジットカード払い、分割払いもOKです。（最大８回払いまで）

http://www.reservestock.jp/inquiry/11622

