
パソコンや売り込みが苦手でもスキ
マ時間を活用して集客活動をし、毎
月の集客が安定的になり、リピート
率がぐんぐん上がって好きなお客様
に囲まれるように！お客様からよろ
こばれる高単価・高額商品が自然に
売れるようになる！

小さなサロンのネット集客実践講座

残念ながら、 ネット集客さえできればいい！という

勘違いが多く発生しています。

ネット集客は 売れるサロンに必要なステージの１つです！
一人でネットのしくみを構築するのは IT が苦手な人は至難の業です。
小さなサロンでネットが得意な人はほんの数パーセント !

IT が苦手でも「予約がいっぱい」になるサロンのネット集客の方法を知りたい！という方へ

集客に悩まず楽しくサロン経営を続けて欲しい。という想いから生まれた
売れるサロンのしくみづくりを６ヶ月で行う講座です !

あなただけの「小さなサロンの集客メソッド」を
手に入れ 15万、30万の高額商品を売り込み感
なしでご成約し、好きなお客様に囲まれながら
月 30,50 万達成する！

320 名以上の女性起業家
が体感。

小さなサロンの

集客メソッド実践講座 ご案内
小さなサロンの集客メソッドで手に入る未来

多くの小さなサロンのセラピストがなぜ、上手く人が少ないのか？

家族と海外旅行時間に縛られない生活

さらにお客様に喜ばれるサービス 経済的な自立

集客ができてない？ 低単価にしている？

なにから手を付けていいかわからない パソコンが苦手？

売り込みが苦手？ 技術には自信があるのに

よくわからないけど HP に 100 万払った…

SNS 投稿に何時間もかけている…

無料の HP で何時間もかけて自分でやった…
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サロンの集客方法やリピートのしくみを熟知しているから！ 
店内ポップ、チラシ、店舗コンサル（写真）もあります。

● 来店前のファンが増える、リピートが増える！
● 月商 20万→40万、月商40万→80万など多くの実績
● リピートとネットのしくみによりファンが増え、集客が楽に！

すでにサロンをしている方

● サロン軸と高単価商品を作り、ネットのしくみができる
● ファーストキャッシュ→まず月商10万

これからサロンをする方

● 施術以外のオンラインメニューの販売ができる！オンライン化にむけての仕組み

小さなサロン実践講座のプログラム紹介

なぜ、6ヶ月で「売れるサロンのしくみ」をマスターできるのか？

講座終了後のイメージ

サロンに特化したカリキュラム！

PCインストラクター経験をいかし、こまやかな IT（パソコン・スマホ）
フォローをします！二人三脚でつきっきり！サロンのオンライン化を
徹底サポート！

手あついフォロー！

挫折しないようスタッフと一緒に女性ならではのこまやかなフォローをします！

小さな成功体験をつむことができる環境！

サロン集客のしくみ

●インスタグラム活用　●LINE 活用　
●Google マイビジネス活用　●チラシ活用　●HP / ブログ活用

リピートのしくみ

●リピート率９０％になるカウンセリング
●高単価 / 高額商品を売る方法　●化粧品 / 店販が売れる方法

オンライン化のしくみ

●オンラインメニューの作り方　●オンライン教材の作り方
●オンラインでの決済方法

SNS 集客の妖精
ナッチー



# 売込感なくクロージングできる「サロンセールス台本」活用法

# 一気にあなたのファンが増える！ LINE 売上アップ方法と動画活用法

# サロンのオンラインメニュー構築

小さなサロンの集客メソッド実践講座 3つの特徴！

他の塾・講座と何が違うの？

内容一部紹介

サロンに特化
したカリキュ

ラム！

IT（パソコン
・スマホ）フ

ォローが手厚
い！

女性心理を活
用して楽しく

ビジネス！

#

ここでは紹介しきれませんが
他にも内容盛り沢山です！

・お金のブロックを外す潜在意識にアプローチ
・サロン集客全体像　ほか

月 30 万、50 万が達成できる
マインドセット＆集客ルート全体像

・会う前からファンにしてしまう！インスタとブログ集客術
・1記事でもお客様の背中を押してしまうブログの究極の書き方
・グーグル マイビジネス登録 ▶ 地域ビジネスSEO対策　ほか

#インスタ→ラインのカンタン！サロン集客術

・お客様から選ばれるサロンの軸•コンセプトづくり
・ポジショニングづくり
・お客様から共感されるプロフィール作成術　ほか

#あなただけの強みを活かしたコンセプトづくり

・価値を2倍以上に感じてもらう、高単価商品の作り方
・よりお客様から選ばれる特典の作り方　ほか

#ボランティア価格は脱却！
高単価メニュー＆高額商品の作り方

講座と
動画で
学習

現場で実践

現場で使えるように

即時
フィード
バック

結果の出る

　最高のサイクル！

サービス内容

ネット集客ノウハウ ○ ×

× ○

○

△
サロンに活用できないノウハウが多い × ○

△
一般的な集客しか教えられない

△
男性講師が多く質問がしづらく、

内容も難しいのが多い

△
マーケティングは教えない

○
サロン系経験のある講師

△
美容・健康関連の勉強会を実施

△ ○

IT関連サポート

サロン経営ノウハウ

技術習得

講師の経験

一般的な集客講座 技術を学ぶ講座
（アロマ・フェイシャル・ボディなど）

小さなサロン



・パソコンや売り込みが苦手な方向けの売上アップコンサルタントとして活動

・2003年頃から副業で始めた通販のネットヒヽネスが月商で300万達成。

　ITスキルとブログ集客を身に着ける

・自宅サロンセラピストとして月商50万、100万達成

・コンサルタントとして経営塾。17期以上行い、塾生270名以上、

　個別のクライアントや今までの講座をいれて320名以上に関わり成果を出す。

・2020年 8月 商業出版。Amazon カテゴリー別1位を獲得

・保有資格 NLPマスタープラクティショナー

・小学生になる息子を子育て中

● チケットが売れるように！　●はじめての Facebook 集客！　
●単価アップ！来店頻度アップ！　●ブログ、HP集客！　●ゼロスタートで月商 30 万！
●インスタ・LINE のリストが増加！　●売り込みしないで高額商品が売れる！

リンクアンドサポート株式会社

代表取締役 鈴木夏香

他にも

お客様の変化

プレミアム講座の超特別特典！

さらに 9 大サポート特典！

講師紹介

Amazon にて 好評発売中！
「お客様をグッと引き寄せる スマホ集客術」

Amazon １位獲得

超特別特典01

超特別特典02

IT サポート付きのつきっきり個別コンサル 2回
1回 5万円 × 2 回 ＝10 万円相当

成果が早くでる！グループコンサル10回以上
1回 2.5 万円 × 12回 ＝ 30 万円相当

サポート特典1 専任講師が月に 2 回以上 IT サポート！ サポート特典2 期間中、Facebook でご質問無制限！

サポート特典3 メニューブログ記事、ゼロから作ります！ サポート特典4 魔法のサロンセールス台本を作ります！

サポート特典5 皆で頑張れる Facebook グループ参加権！ サポート特典6 最速で売上アップできる事前課題！

サポート特典7 グーグルマイビジネス攻略講座参加権！ サポート特典8 過去の経営塾動画をプレゼント！

サポート特典9 HP(LP) を特別価格でご提供！

コンセプトをしっかり決めて
Web 仕組みを整えたら 1200 万！
スピリチュアルカウンセラー 若林なおこさん

コンセプトを見直して
インスタを構築して 300 万達成！
講師＆カウンセラー Kaco さん

ブログから集客し
7 万のチケット次々売れた！
顔リフレセラビスト みかさん

Facebook 集客のやり方を修得し、
妊娠中も 15 万円の講座が売れた！
ロミロミセラビスト＆メイク あやかさん

クーポンサイトのリピート率が 30％で悩んでいたが
カウンセリングを学び 90％近くへ変化！
ロミロミセラピスト　上野さん

ネット集客が初めてだったが Facebook
集客をしてファスティング講座が売れた !
ダイエット＆健康専門家　奥田さん

住所　東京都豊島区池袋 3-34-7　　ホームページ　https://net-salon.info


