
最強のファンビジネス	
仕掛ける未来型ブランディング講座	

イゲット千恵子	
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イゲット千恵子プロフィール	

•  １５歳で海外へ一人旅	
•  ハワイ大学に留学	
•  日本帰国後、成人性アトピーへ	
•  カリフォルニアでネイルライセン

ス取得	
•  ２５歳でネイルサロン開業	
•  結婚、出産、離婚	
•  難病→移住	
•  国際再婚	
•  専業主婦	
•  高級ホテル勤務	
•  美容学校講師	
•  子宮頸癌	
•  2012年にハワイで起業	
•  5年を目標に	
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大人のハワイライフ	
2018年〜	
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グリーンスパハワイ	
アラモアナショッピングセンター徒歩１分	

	

  ホリスティックスパ	
  敏感肌アレルギー専門エステサロン
www.greenspahawaii.com	

  日本FC展開	
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オーガニック化粧品	
オンラインショッピング	
hBp://greenspa.ocnk.net	
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ホリスティック美容のオンラインスクール	
　　hBp://www.greenspahawaii.com/school/	

エステシャンのためのアレルギー敏感肌スキンケア専科	
看護士のためのオンコロジーエステ専科	
アレルギー体質改善インストラクター専科	

	

All	rights	reserved	©　Chieko	Egged	17/10/21	 6	



ハワイ化粧品ブランド（自社製品）　
www.kahalaorganics.com　	
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セミナー活動	
日本全国、アメリカ各地で3000人受講	
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ドイツ美容機器	

販売代理店	
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出版	

•  4社の出版社からお声
がかかる	

•  教育移住	
•  グローバル経営者教育	
•  教育本であり	
•  ビジネス書	
•  教育移住コンサルティ

ング	
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早期CEO教育	
キッズビジネスプログラム	

•  子供のためのビジネス
プログラム	

•  お金を作る教育	
•  国際ビジネスマン育成	
•  国際競争社会へ	
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世界通貨の11の収入源	
エステ　 

＄	

通販　 
＄￥€	

スクール　 
＄￥€	

セミナー　	

＄￥€	

卸売業　 
＄￥	

広告　
＄￥	

コンサル　 
＄￥€	

コンテンツ　 
＄￥€	

美容機器　 
代理店　　 
＄￥€	

出版　	

教育ビジネス　 
S￥€	
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ビジネスは変化していい	
AI時代へ	

	
•  同時性サービスのマネージメントが難しい	
　　マッサージ、宅急便、英会話	
•  固定費がかからない	
•  人件費が少ない	
•  外注しやすい	
•  必要経費を少なくする	
•  不労所得を増やす	
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自己ブランディングの時代	

•  小売業がなくなる	
•  買い物全てがオンラインになる	
•  誰から買うかの時代	
•  応援したい人から買う　AKB	
•  何をやったか？	
•  どんな結果が出たか？	
•  ヘッドハンティング、フリーランスの時代へ	
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ファンビジネスとは？	
	

•  一般人もファンがつく時代	
•  どんな人がファンになってくれそうか？	
•  共感されること	
•  私のどこに共感してくれるか？	
•  3回リピート客を確実に掴みファン顧客へ	
•  最強の営業ツールを作りあげる	
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ビジネスを安定させるマーケティング	
太い顧客コミュニティー	

•  ブログ	
•  Facebook	
•  TwiBer	
•  インスタグラム	
•  pinterest	
•  Google＋	
•  口コミ	
•  Line	

•  メルマガ	
	
•  広告	

ファン
層	

リピート
層	

新規客	

コンバージョン	
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私って誰？	
未来型自己ブランディング	

•  私って誰？から始まるSNS配信力	
　	

　　　リーダー　VS　　フォロワー	
　　　経営者　　VS　　労働者・消費者	
	
•  なんのためにSNSをやるのか？	
•  すべては共感ベース	
•  ノウハウではなく、覚悟だ　	
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消費者づくりは簡単だ	
親の刷り込み90％	

	
女の子の場合	
　	
•  早期結婚	
•  専業主婦	
•  子供二人	
•  節約	
•  貯金	

•  立派な消費者	

男の子の場合	

•  一流大学	
•  一流企業	
•  家庭円満	
•  終身雇用	
•  年金労働者	

•  立派な労働者	
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日本人はブランド力がない	

アメリカ 	 		

•  子供の時からブランディング	
•  人と違うことの喜び	

•  自己肯定力が高い	

•  失敗してもめげない	
•  自分の意見を持っている	
•  TPP　環太平洋パートナーシッ

プ協会	

日本	

•  日本人の理想像に近づける	
•  みんな一緒で抜きに出ては

いけない	
•  能力は高いのに自己肯定力

が低い	
•  完璧主義（クオリティー）	
•  右に同じ、上に従う	
•  TTP	
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影響力は営業力	
	

•  いいものが作れても売れない	
•  セールス＆PRが苦手	
•  話す、書くができない。	
•  影響力がないとスタッフが辞める	

•  ソーシャルメディアで、簡単に	
世界に影響を与えることができる時代	
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海外在住者は	
ブランディングに有利です。	

	

留学経験者❌日本で起業経験者❌海外ライセ
ンス保持者❌離婚経験者❌大病経験者❌海外
在住者❌国際結婚❌バイリンガル教育❌海外

起業❌著者❌…	

　あなたの海外での経験と挑戦は	
　　　　　　　　　無限大の価値を作り出せる	
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SNSで勝つための	

SNSに利用されない方法	
	

•  消費者グセをやめろ！	
•  情報弱者になるな！	
•  毎日、情報は盗まれている	

•  配信者になる	
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広告費０円で初年度3,000万円	
売れる自分コミュニティーを作る	

•  ブログ登録読者　   　　　　   　4,000人	
•  ページビュー　　　1日5,000〜15,000PV	
•  メルマガ読者　   　　　　　　　　	10,000人	
•  Facebook個人ページ　友達　　4,800人	
•  Facebookページ　　　いいね　　1,500	
•  インスタグラム　　　　　　　　　 　1,000	
•  顧客リスト　　　　　　　　　　　　　2,000人	
•  セミナー参加者　　　　　　　　　　3,000人	
•  有料オンラインサロン　　　　　　　　30人	
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ファンに何を売るか？	

•  お客さまはいる　→　ファンだから	
　　　　　　　　　　　　　　　　　何でも売れる	
	
•  お客様に喜んでもらいたい	
•  人の役に立つビジネスをしたい	
•  自分の経験を、困っている人に活かしたい	
•  日本とハワイを繋ぐビジネスをしたい	
•  時代の２、３年先の先頭を走りたい	
•  売れるビジネスを作りたい	
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メルマガ	

•  唯一のダイレクトマーケティング	
•  見込み客	
•  リピートに繋げる	
•  ステップメールで教育	
	
書く内容：　　　楽しい読み物	
　　　　　　　　　レベルを下げた専門情報	
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集客に困らない	

ファンコミュニティーの作り方	
	

	
•  接触回数を増やす　	
　　　　ブログ　　　　　　　毎日2記事以上	
　　　　Facebook　　　　　毎日	
　　　　メルマガ　　　　　　毎週１回	
　　　　セールスメール　毎日	
　　　　ステップメール　　無料相談、新規	
　　　　インスタグラム　　週３回	
　　　　イベント　　　　　　月１回	
　　　　プロモーション　　月1回	
　　　　セミナー　　　　　　年3〜4回	
　　　　ランチ会　　　　　　年2回	
　　　　お茶会　　　　　　　不定期	
　　　　セール　　　　　　　年2回	
　　　　アンケート　　　　　年2回	
　　　　手書きレター　　　不定期	
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１人での配信の限界	

•  メディア	
•  芸能人	

•  シェア	
•  タグづけ	
•  リンク	
•  日本国民お礼文化	
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取り上げられるためのメディアプロフィール	
メディア取材50社以上	
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1万人のリストづくり	

•  最初の1000人のリストづくり	
•  特定の市場で指示を得ると	
　　　	

あとは、なんでも売れる	
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勝手にカリスマ計画	

単独カリスマ型	

•  自分の基盤を作ることがで
きる	

•  利益の対立がない	
•  熱狂的なファンの場を作れ

る	
•  コンテンツ作成に時間がか

かる	
•  コンテンツに責任を負う	

専門家パネル型	

•  専門家を集める	
•  コンテンツを作ってもらう	
•  製品を作る必要なし	
•  他者によってブランド価値

を高める	
•  意見が合わないことがでる	
•  専門家が優先してくれない	
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コンテンツ（商品）づくりに必要なこと	

•  時代に注目される内容かどうか？	
•  興味を持ってもらえるか？	
•  引用できる統計データがあるか？	
•  難しい内容を簡単に説明できるか？	
•  感動させる要素があるか？	
•  秘密の共有ができるか？	

17/10/21	 All	rights	reserved	©　Chieko	Egged	 31	



最初の1000人をつくる方法	

•  ソーシャルメディアマーケティング　	
　　リツイートを目指す	
•  記事マーケティング　	
　　質を伴った数　　7150記事	
•  検索を意識したワード	
•  誰かとコラボ	
•  プレスリリース	
•  類似オーディエンス広告	
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セミナー集客をする	
企画力と文章力	

	
	•  相手のリストに合わせる	

•  持ち駒が多い	
•  書き方を何通りも用意する	
•  書く時代	
•  配信する時代	
•  自己表現する時代	
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出版社から声をかけてもらうには	
日本の出版業界について	

•  4社の出版社から声が
かかる	

•  出版するメリット	
•  自己ブランド力	
•  売れる人、喋れる人	
•  売れるチーム	
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2017年4月7日出版！	

•  広告費予算0円	
•  出版記念セミナー	
　　全国500人導入	
•  5000部販売	
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出版後どうなったか？	

•  印税	
•  経済界ウェブ連載	
•  東洋経済ウェブ連載	
•  幻冬舎ゴールドオンラ

イン連載	
•  Yahoo!ニュースに2回と

りあげられる	
•  ライブドアニュース　1回	
•  ダビンチ　1回	
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世界中にファンの作り方と関係性	
	
 

	
•  知名度があがる　	
•  文化人枠	
•  アンチ千恵子をどうするか？	
•  拡散力を利用する	
•  お笑いタレントの炎上ビジネス	

•  確実な熱狂的ファンづくりへ	
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売るためのモチベーション維持 
	

•  自分がどうなりたいのか	
•  目的の明確化	
•  自分年表の逆算化	
•  ポジショニングとニーズ	
•  お金と時間のバランス	
•  自分型のネットワークビジネスを作る	
	
つべこべ言わずに、とっととやる	
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セミナー特典	

10月30日まで	
ビジネスコンサル料　　20%引き　　	
　お申し込みは　hBps://ssl.form-mailer.jp/fms/654c0920466697	
	
オンラインショッピング　　　　　　　　　　　hBp://greenspa.ocnk.net	
　　10月30日まで20％オフ　　　　クーポンコード：　LA2017	
	

オンラインショッピング制作 （日本語）  ＄1８００→＄1000　　	
　お問い合わせEmail:　online@greenspahawaii.com	
	
ホリスティック美容　インストラクターコース　　　　　＄１８００→　＄１５００　	
アトピーや敏感肌などのエステを指導できます。　　11月生募集中	
　お申し込みはこちら　hBp://www.greenspahawaii.com/_school	
	

	
　　Faceook申請、メルマガ登録などしてくださいね〜。	

ハワイにきた時には、是非、ご連絡ください。　マハロ	
www.greenspahawaii.com	

All	rights	reserved	©　Chieko	Egged	17/10/21	 39	


