
リザスト・リフォーム

コレであなたもリザストマスター



★この中に当てはまるものはありませんか？

□リザストをもっと作り込みたいが方法がよくわからない

□メルマガの新規読者がもっと増えたら嬉しい

□リザスト活用時の時間的なロスを減らしたい

□メルマガ・ステップメールをより効果的に使いたい

□ファストアンサー・ファストスコアを作りたい

□クラウドファンディングもやってみたい

□リザストを自信をもってフル活用したい



★もしこう変化したら？

□リザストをサクサク使いこなせる！

□毎月５０人～１００人メルマガ読者が増えてきた！

□時間的なロスが減り他のことに時間を使える！

□効果的なメルマガの使い方も熟知している

□ファストアンサー・ファストスコアが大当たり！

□クラウドファンディングを気軽にやれる！

□知る人ぞ知るリザスト活用でビジネスが飛躍！



★リザストを使ってどうなったか？

◎通信講座だけで売上累計3000万円

◎ファストアンサーで文章診断を作成

→累計5000名以上の登録

◎オンラインだけで誰とも会わず

→畑と家をゲット

◎やりたいことをやれる日常

→ファンに支えられ大仏マスクを開発

このように、リザストを使いこなせるようになると

ただ集客ができるだけでなく自分の夢を叶えやすくなります。



なぜ
リフォームが
良いのか？



★シンプルにみんなが幸せ！

Before リフォーム After リフォーム

講師側の悩み

クライアント側の悩み

どこに行ったら
自分の悩みが
解決できるのか？

波⾧の合う講師に
出会いたいのに…

忙しくて死にそ集客しんどい

講師側の喜び

クライアント側の喜び

今度こそ
⾧年の悩みが
解決できそう！

この先生
波⾧が合って
サイコー★

労力減ったけど
売上増えてる♪

メルマガだけで
自然と売れた！



★特にこんな人におススメです

１．向上心が高い
２．リザストで実現したいことがまだまだある
３．アイデアはあるが上手くリザストに反映できない
４．マンツーマンでしっかり教えてもらいたい
５．正直ワガママな方だと思う
６．時間をかけても良いモノにしたい
７．無理のない自然体な使い方をしたい

※実現したいイメージがあれば、
リザストを使いこなせると可能性が超広がります



★このような経験ありませんか？

ウェブ診断
を作りたい！

ファストアンサー
で作ってみよう！

やり方が
わからない……

一応できたけど
思ってたのと違う

※良いアイデアがあっても
これでは残念！



★でも岡田が見直せば…

岡田さん
どうしましょ？

こんな風に
してみましょう！

※良いモノが
ちゃんと仕上がります

ウェブ診断
を作りたい！

イメージ通りの
診断ができた！！



★このような経験ありませんか？ その２

クラウド
ファンディング！

リザストでも
作れるらしい！

やり方が
わからない……

一応できたけど
コレでＯＫ？？

※良いアイデアも
これでは残念！



★でも岡田が見直せば…

岡田さん
どうしたらいい？

こんな風に
するとできます！

※良いアイデアが
機会損失せずに済みます

クラウド
ファンディング！

リリースして
目標額も達成！！



★お客さんの立場で見ると…

ウェブ診断で
気軽に読者登録！

この診断
わかりやすかった！

※リザストを使いこなすと
この流れが自然にできます

ステップメールを
その流れで熟読

読み続けたら
いつか変われそう！

直接話せると
学びも一層深まる！

何か講座を受講

知人に紹介

この人のなら
間違いないから！





★それを叶えるのが
リザスト・リフォーム！

１．リザストで実現したいことの洗い出し
２．リザストの現状確認
３．実現するためのリザストの機能説明
４．実現するためのリザストの徹底指導
５．実現するためのリザストの文章添削
６．新機能を実装した後の効果測定
７．岡田のメルマガでもあなたのリザストを紹介



★リザスト・リフォームの流れ

初回
セッション

初回
改善

３回目
セッション

３回目
改善

２回目
改善

２回目
セッション

お申込み

最終
チェック

リザストで実現
したいことの把握と
現状との照らし合わせ

岡田と共に最初に
取り組む機能を決める

リリースしてみて
どんな変化があったか
岡田と共に検証

岡田と共に次に
取り組む機能を決める

岡田と共に次に
取り組む機能を決める

リリースしてみて
どんな変化があったか
岡田と共に検証

マンツーマンで
時間をかけても
着実に実装します！



★もし時間が十分に取れない方でも・・・

・ステップメールの代筆可能です
・毎週配信メルマガの代筆可能です
・セールスメルマガの代筆可能です。
・告知文の代筆も可能です
・告知文の装飾代行も可能です
・ファストアンサーの代筆も可能です
・クラウドファンディングページの代筆も可能です



ぜひリザストを
リフォームしませんか？



★リザスト・リフォーム内容★

クレジットカード払い対応可：ペイパル手数料3.4%＋60円が加算されます

ライト ベーシック アドバンス
リフォーム期間 ３ヶ月 ３ヶ月 ３ヶ月 ※できるまで保証

文章添削 ◎ ◎ ◎

ファストアンサー企画 ◎ ◎ ◎

ステップメール企画 ◎ ◎ ◎

セッション企画 ◎ ◎ ◎

イベント企画 ◎ ◎ ◎

ファストアンサー
作成代行＆導入 ー １つ １つ

ステップメール代筆 ー ー ７話分

告知文代筆 ー ー ◎

告知文装飾＆導入 ー ー ◎

価格 １3万2000円 24万2000円 38万5000円



★リザスト・リフォームＱ＆Ａ

Ｑ１．ライトコースと他のコースの違いは？

Ａ１．ベーシックやアドバンスコースでは
代筆サービスが追加されています。

自力で仕上げるのが難しい、時間がかかると
思われる方はベーシック以上がオススメです。



★リザスト・リフォームＱ＆Ａ

Ｑ２．アドバンスコースのできるまで保証とは？

Ａ２．アドバンスコースでは
ご依頼時にご相談頂いたファストアンサー
（ファストスコアも可）、ステップメール、
告知文などを３ヶ月のサポート期間に関わらず
確実に導入するまでサポートさせて頂きます。



★リザスト・リフォームＱ＆Ａ

Ｑ３．もうすでにステップメールあるのですが…

Ａ３．ファストアンサーと紐づけたステップメールを
作成させて頂くことで、診断を受けた方へより
興味深い内容をお届けし、その後の成約率ＵＰ
につなげていきます。



★リザスト・リフォームＱ＆Ａ

Ｑ４．クラウドファンディングをやってみたいです！

Ａ４．リザストのクラウドファンディング機能で実現
することが可能です。代筆を希望される場合は
告知文代筆として引き受けすることも可能です。



★リザスト・リフォームＱ＆Ａ

Ｑ５．オンラインサロンも立ち上げられますか？

Ａ５．リザストの定期契約機能で実現できます。
具体的な使い方はセッション時にお伝えさせて
頂きますが、どのコースでも対応可能です。



★リザスト・リフォームＱ＆Ａ

Ｑ６．ファストアンサーってあると良いですか？

Ａ６．読者登録率が３倍以上変わります。
実装前にメルマガ読者８０名だった方が、
実装後の半年で800名超えを叶えたり。

ベーシック以上であれば作成も代行します。



★リザスト・リフォームＱ＆Ａ

Ｑ７．告知文装飾＆導入とはなんですか？

Ａ７．文章をお渡しするだけでなく、こちらで
文字の色変え、画像の提案、枠線、見出しなど
実際のリザスト上にて映える見た目にした後に
導入させて頂きます。



★リザスト・リフォーム内容★

クレジットカード払い対応可：ペイパル手数料3.4%＋60円が加算されます

ライト ベーシック アドバンス
リフォーム期間 ３ヶ月 ３ヶ月 ３ヶ月 ※できるまで保証

文章添削 ◎ ◎ ◎

ファストアンサー企画 ◎ ◎ ◎

ステップメール企画 ◎ ◎ ◎

セッション企画 ◎ ◎ ◎

イベント企画 ◎ ◎ ◎

ファストアンサー
作成代行＆導入 ー １つ １つ

ステップメール代筆 ー ー ７話分

告知文代筆 ー ー ◎

告知文装飾＆導入 ー ー ◎

価格 １3万2000円 24万2000円 38万5000円



お申込み or ご相談 はこちらから

↓↓↓

クリック♪


