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講師紹介
業務内容 
 
・パソコン修理事業 創業から 32,000台以上修理　 
・Web制作、Webツール、アプリ制作 
・DX、デジタルマーケティング支援 
・サブスクの仕組み、自動、半自動の仕組みの支援 

個人事業や小規模事業者向けにサービスを展開している。



Webセミナーで 
得られるもの



たった30日で



プログラムやコードを
一切使わずに



マウス操作のみで 
（文字入力はキーボード使います）



最新のホームページを作れる



Webデザイナーに 
なれる方法がわかります



今回のWebセミナーを 
最後まで見てもらうと



あなたの会社のホームページ制作や 

運用のコストをほぼゼロにする方法がわかります。 

具体的にいうと最新の技術を使ったホームページでも 

毎月500円～で運用できる方法がわかります。



あなたのサービスやあなたのホームページやLPを 

永久に。無料で。いくつでも。※制作コストが無料 

作ることができる方法がわかります。 

今後一切、制作費がかからないとしたら興味はありますか？



どんな人に 
見てもらいたいか？



どんな人に見てもらいたいか？

• ホームページをどうして良いかわからない人 
• ホームページで失敗したことがある人 
• ホームページにコストをかけたくない人 
• 毎月のランニングコストを下げたい 
• Web制作を新しく事業としたい 
• 個人事業主、小規模事業者



今回、Webセミナーを 
開催する理由は？

•１億総事業主になると言われている
時代、個人のビジネスが急激に増え
ている。同時にホームページの悩み
が多い。



•人に頼んでも、形だけのホームペー
ジが多く、機能の追加が難しかった
り、さまざまな理由であまり更新を
しない（できない・わからない）
ホームページが増えている。

今回、Webセミナーを 
開催する理由は？



•その状況を変えるために 
完全に自分で制作・変更・更新がで
きるホームページを作れる方法を発
見したので、それを伝えたい。

今回、Webセミナーを 
開催する理由は？



たった一つのスキルが
私のWeb制作を変えた



そのスキルと出会ったことで



WEB関連がすべて
自社でできるようになった



だけだと
思っていたけど・・・



「うちもやってほしい」
が殺到



営業なし、話しただけで 
ホームページ２４件受注



そこから紹介だけで 
ホームページ１８件受注



受注単価は 
20～80万



管理・更新費は 
5000円～30000円



合計４２件から他の受注も 
・Web診断アプリ 
 エステのスマホアプリ 
・ECサイト・決済機能、予約フォーム、 
　イベントカレンダーなどの追加



2年間の合計売上 
2000万を超えた。



いまの時代って
オンラインのスキルは
必須ですよね？



私もそう
思って
数年前

マーケティングの勉強会を
毎月開催していた。



参加者が増えてくると
ホームページの悩みが
多いことに気付く



毎月参加してくれている
大切なみんなのホームページを
私が作ることはできないだろうか



しかしホームページ制作は 
技術と時間が必要で、 
安く作る事が難しく 

個人事業の方には負担が大きい 
金額がかかってしまう



なんとか半額、いや、
それ以下の料金で

制作することはできないだろうか



そこから1年間
試行錯誤の日々が
始まりました



とにかく何か良い方法は
ないかと日夜探し続け



来る日も来る日も
テストを続けました



WIX・ジンドゥーなどの無料ホームページと 
言われているサービスを使いまくる。 

無料と言っても広告を消したり 
ドメインを使うだけで有料になるし、 
そもそも自由度が低く、重いし、 
致命的なのは引っ越しができない。 
※自由度が低いとは色々な機能や 
自由なデザインができないこと



Web制作のテンプレートを試す 

なんとか制作はできたが 
カスタマイズは技術的に無理。 

複雑になるとHTMLやCSSが必須なので 
難しかった。 



WordPressで作ろうと試しテンプレートを使う 

やはり自由度低く 
完成はしたがカスタマイズも難しく 
する気になれず、結局放置になると確信。 
 
お客さんにも教えるにも難しい・・・ 



TCDというすごく綺麗なテンプレートを発見！ 

1つ買って制作し、「これは」と思い 
10個くらい購入するが 
画像を入れ替える程度しかできず 
デザインを変えることは難しく 
リニューアルするなら全面的に変更が必要。 
そしてやはり自由度が低いことに気が付く・・・



海外のGenesis Frameworkという 
テンプレートを発見つける 

種類がたくさんあるので高額のまとめ買いで 
数百のテンプレートを購入するが、 
結局自由度の低さが問題になり購入が無駄に・・・



海外のノーコードの制作ツールを見つける 

が・・・ 

完全英語で全く使えず。 

※ノーコードとはプログラムやコードを 
使わないという意味



完全に行き詰まり挫折感に襲われ 

頭を悩ませる日々が続く・・・



そしてついにその日が・・・ 

理想のスキルを発見！ 

2年間使い倒した結果 

私の中で最高のスキルと認定



そのスキルは 
日本では知らない人がほとんどだが 
世界中で何百万ものホームページで 
使われていて、 
大手企業でも使われている。



世界中でも急激に伸びているスキルで 
日本でもこれから確実に伸びる。 
今覚えることが最高のタイミング



このスキルなら 
ホームページを１００％活用できるので 
 
例えば



• SNSとの連携 
• 途中からECサイトに変更する 
• SNSや広告からLPに飛ばし、 
アクセスなどを計測したり 
• Webアプリを追加したり



• オンラインサロンや 
スマホアプリとの連携 
• 予約フォーム 
• イベントカレンダー 
• 高度なブログ機能



そんな機能がいつでも追加できる 
環境ができています。 
（ホームページを元から 
　　　　作り替える必要がない）



これだけでもすごいですが 
これでもごく一部です。 

自由度が高いというメリットは 
想像以上と思ってください。



これ以上の方法を私は知りません。 

もしあるとすれば 
 
高額の費用をかける以外はないです。



でも



自分でホームページを
制作することの問題点



•自分で作るのは大変そう 
•人に頼む方が楽 
•デザインに自信がない 
•サーバーなどの設定作業ができない 
•パソコン操作が苦手



その問題を解決するために 

「30日でWebデザイナーになれる」 
 
という講座を作りました。



この講座を受講していただければ



•自分で作るのは大変そう 

このスキルと教えてくれる人が居れば 
作る作業・操作は全く問題はありません。



•人に頼む方が楽 

なんでもやってもらうのは楽ですね。 
でも分かってしまうと自分で作るほど 
楽なことはありません。



例えば更新作業でも 
自分がやりたいときに 
すぐに 
わずか数分でできたりしますので。



•デザインに自信がない 

もちろんコツもありますが 
とりあえずデザインは 
シンプルにすればそれらしく見えます。 
その方法もお知らせします。



•サーバーなどの設定作業ができない 

これも教えてくれる人、説明の動画 
困った時のサポートがあれば 
ほとんど最初だけの設定なので 
想像以上に簡単になります。



•パソコン操作が苦手 

マウス操作が基本なので簡単ですし 
文字入力はゆっくりでも問題ありません。



• セキュリティ対策 
• 画像などの素材の調達と加工編集 
• ライティングのスキル 
• 集客 
• SEO対策　などもありますが

他にも



これも全て 
サポートがあれば解決できます。



この講座を受講すれば 
・ホームページ、LP制作ができて 
・ホームページ、LPのコストが激減し 
・他アプリとの連携など集客の仕組みと 
　何ができるのかを理解できます 
・永久に無料でいくつでも作ることが 
　できるようになります。※制作費が無料、ドメイン等は別途



必要なものは 

パソコン（スマホだけはだめ） 
ネット環境 
あとはやる気だけ



変化のタイミング



中小企業は減る一方ですが
個人事業主はどんどん増えています。



ホームページやSNS、 
広告、LPなどを絡めた 
仕組みが必須になり



それを必要とする人が 
大量に増えます



ホームページだけではなく 
そんな仕組みに関しても 

身に付きます



特別なご案内



30日でWEBデザイナーになれる
WEBデザイナー養成講座



この講座で手に入るモノ

30日でゼロからのHP作成スキル
HP関連のコストゼロにする

WEBデザイナーとしての新たな収入



私の場合・・・

スキルを身に着けた後
「うちのもやってよ」→24件
そこからの紹介→18件
営業ゼロ、スキルゼロから

２年で2,000万以上の新規収益になった



説明会＆個別相談会を 
開催しています



説明会＆個別相談会では  
講座の詳しい内容や  

あなたのホームページやWeb集客に  
関する相談をお受けいたします


