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クリエイティブサービスブランド
の

“見える化”
他制作会社との違いを確立
何ができるのかを明確化

制作依頼件数増加・受講生数増加を図る



プロモーションの切り口
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プロモーションの切り口
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２つの切り口
から

ブランド構築
を目指す

受講者数増加
↓

競争意識高揚
↓

制作品質向上

制作依頼数増加
↓

実務実績蓄積
↓

他就職支援校
との差別化

ランディングページリニューアル
｜｜

エンドユーザ
向けプロモーション

クリエイティブサービスの…

これらの相互作用
“正のスパイラル化”を図る

新広告配布
｜｜

受講生
向けプロモーション
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ランディングページの改善ポイント
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何を改善するのか？→ファーストビューを一新

一般的ランディングページの
ファーストビュー直帰率は、

やっぱりまずはここを逃さない。
%約50

そして、2%の
ゴールまでどう誘導するか。

0%

50%

100%

GOAL入力フォーム３ページ目２ページ目入口

100%

50% 45%

5% 2%
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抽象的な現在のメインビジュアルを廃止する。
何がウリなのか、このサイトを通じて何ができるのか
を明確にして、サイトのストーリー全体を連想させる。

現在のクリエイティブサービスランディングページ

公式サイト Facebook

「お申し込み」ボタンのレイアウトを見直す。
1ページモノのランディングページなので、その他の
メニューボタンはあえて廃止する。

これまでの制作実績数や顧客満足度を表示する。

ファーストビューから2ページ目以降への
つながりを意識させ、さりげなく誘導する。

ヒューマンアカデミー名古屋校公式サイト
Facebook・Twitterからのバナーリンクを設定する。

①メインビジュアルの瞬間的な効果連想

②コンバージョン導線

③数字による権威付け

④スクロール誘導

⑤外部からの誘導

ランディングページの改善ポイント
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ストロングポイントの明確化
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価格1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

80.0%
56.3%
33.0%
32.2%
23.9%
20.6%
14.2%
3.7%
2.3%
0.4%

提案内容
課題に対する解決力
納期
相手との信頼関係
融通のききやすさ
発注先の実績
発注先の会社規模
知人からの口コミ
その他

内容

初回時

割合

価格1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

65.0%
42.9%
35.0%
33.2%
28.3%
25.2%
10.9%
3.5%
1.7%
0.2%

提案内容
課題に対する解決力
納期
相手との信頼関係
融通のききやすさ
発注先の実績
発注先の会社規模
知人からの口コミ
その他

２回目以降

内容 割合

実績や会社規模よりも、”価格”で選ばれる。
そして最後は、”人”である。

 発注先を選ぶ基準として、重要度の高いものは？

DATA:Adobe Creative Station 企業のWeb担当者に聞いてみた17の質問 [2015年上半期] より

そして
無料なだけじゃない。

“高品質”
で信頼を確保

やはり、一番
ウリにすべきポイントは

“無料”

どうアピー
ル？

は次ページ
以降
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ヒューマンアカデミー名古屋校様の「強み」

プロの
デザイナーが
講師に君臨

少人数
クラス制
豊富な
実務案件

名古屋駅
徒歩３分
好アクセス

就職・開業
手厚い
サポート

ここを、前面に押し出す
こんなストーリー展開に
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無料で高品質、その根拠は。
なぜ、無料制作が実現できるのか

それでいて、高品質を保証できるのか

受講生

プロ講師

お客様

制作・修正

ヒアリング
校正・納品

無料で高品質。
体制のアピールで
安心感を。

能動参加型ワークスタイル
受講生主体の低コスト体制

名古屋WEB業界の最先端に
君臨するプロのデザイナーが
コンダクターとして制作監修
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ストロングポイントの明確化
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クリエイティブサービスとしての「強み」

柔軟な
制作フロー
に対応

能動参加型
スタイル

なんと
いっても、
“無料”

実務案件

ここも、前面に押し出す当然、
ここは押し出す
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制約に縛られない環境だからこその、柔軟性。

ストロングポイントの明確化
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受
講
生

お
客
様

これがいい！

具体的なイメージは
なくてもOK。

たくさんの候補から選べる。

柔軟性を
アピール。

作品候補

全体的にかわいい雰囲気で

好きな色はパステルカラーっぽいピンクや水色

淵にレースの柄を入れてほしい

あとはお任せ！

何種類かつくってもらって、自分で選びたい

例えば、名刺制作の場合

こんなご依頼でもOKです。



ターゲッティングの明確化
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どの層を囲い込むのか。

ターゲッティングの明確化
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ウリが”無料”・”高品質”・”柔軟性”であるならば…

キーワードは

「個人事業主」
「起業」
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ターゲッティングの明確化
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悲しい現実…１年で個人事業主の４割は廃業する！？

独立開業の起業家むけ ネットを活用した開業支援サービス
http://www.kaigyou-shien.net/article/14736149.html

個人事業所の経過年数別生存率

0%

50%

100% 廃業率
生存率

10年目9年目8年目7年目6年目5年目4年目3年目2年目1年目設立

62%

62%
88%

12%
38%

38%
約4割が

1年以内に廃業
2年で約半数

10年後には88％が廃業
という現実。。。

何に失敗し
ているのか

！？

独立希望の方、

申し訳ない…

あくまで

データ上の話です
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ターゲッティングの明確化
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実はまだまだかなり低い…個人事業主のホームページ開設率

2014年版中小企業白書
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H25/PDF/0EHakusyo_part2_chap1_web.pdf

企業規模別自社ホームページの開設状況 ほぼ100%に近い大企業。
それに対し小規模事業者
のホームページ開設率は
半分に満たない。

0％

50％

100％

46.3%
80.4%

95.6%

小規模事業者 中規模企業 大企業

プロモーションツールに割く
コスト・時間・技術が不足。
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ターゲッティングの明確化
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個人事業主・フリーランスのホームページは、ほとんど失敗？

2014年版中小企業白書
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H25/PDF/0EHakusyo_part2_chap1_web.pdf

小規模事業者の自社ホームページ開設後の販売先数の変化

明確に効果があったのは

わずか3.7%
大半は営業ツールとして
機能していないのが現実。

大幅に減少
3.4%

やや減少
7.4%

変化なし
51.3%

少しだけ
増加
34.1%

大幅に増加
3.7%
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作ったきり、更新されずにほったらかされるホームページ

ターゲッティングの明確化
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2014年版中小企業白書
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H25/PDF/0EHakusyo_part2_chap1_web.pdf

小規模事業者の自社ホームページの更新頻度

８割近くが更新頻度
数か月に１回以下。

更新していない
17.5%

数年に1回
17.5%

年に1回
13.9%

数か月に1回
28.5%

毎月
14.1%

週に
1回以上
8.4%

ホームページを作った後、
育てる技術・資金がない。
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ターゲッティングの明確化
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WEBデザイン専門担当者・技術力の不足

2014年版中小企業白書
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H25/PDF/0EHakusyo_part2_chap1_web.pdf

小規模事業者の自社ホームページの更新担当者

半数近くは
経営者本人、もしくは
その家族・親族が担当者。

専門性のある担当者が
いない可能性がある。

特に
決めて
いない
9.4%

その他
1.8%

外注先
10.2%

担当の
従業員・部署
34.9%

経営者の
家族・親族
14.2%

経営者本人
29.4%
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ターゲッティングの明確化
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プロモーションツールにかける
予算・人材・制作フローが確立されている
大企業・中企業はターゲットにしない。

個人事業主・フリーランス・小規模企業
しかも起業して間もない、

もしくはこれから起業する層を囲い込む。

どの層を囲い込むのか。
ウリが”無料”・”高品質”・”柔軟性”であるならば…
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ターゲッティングの明確化
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ターゲッティング

個人事業主、フリーランス、小規模企業の経営者

起業して間もない、これから起業する

プロモーションツール制作にかけるコスト、時間、技術がない

プロの制作会社に依頼すると「高くつきそう」「相場が分からない」

好きなデザインを伝えるので、いろいろ作ってもらって選びたい

自分で作りたいけどHTMLやCSSなんてわかんない

SEO対策？なんですかそれ？



ランディングページデザイン案
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ご提案
新オフィシャルロゴ

CREATIVE SERVICE の頭文字

「C」と「S」をモチーフにしたロゴ。

このロゴの「C」にはCreativeの意味だけでなく

　“Customer” = “お客様”

　“Commodity” = “商品”

　“Consumer” = “消費者”

　“Company” = “企業”

様々な「C」が込められている。

社会の数々の「C」を

ヒューマンアカデミーの「S」つまり、

“Student” = “生徒”

が若者らしい斬新な切り口で

新たなカタチを創造。

そしてともに成長していく

イメージが表現されている。

スクールであることから、

広告媒体でモノクロ印刷される機会の多さを考慮し

判読性の高いシンプルなロゴマークに設計されている。



ご提案
ファーストビュー
- Standard Style -



ランディングページ　ファーストビュー　- Standard Style -



ご提案
ファーストビュー
- Elegant Style -



ランディングページ　ファーストビュー　- Elegant Style -



ご提案
ファーストビュー

- Advanced Elegant Style -



ランディングページ　ファーストビュー　- Advanced Elegant Style -
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ランディングページデザイン案
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キャッチコピーで暗にターゲットを連想させる

新ロゴマークの導入

申し込みボタンの明度を高く、クリッカブルに

“無料”を全面にアピール、かつ”高品質”も大切に

実績を数字で表面化

次ページへのスクロール誘導

メインビジュアルを固すぎないイメージに

ファーストビュー
改善のポイント
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ランディングページデザイン案
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①こんな方にオススメ
独立したのでホームページを開設したい
だけどプロに頼むような予算はないし、自分でやる技術もないし…

友人につくってもらったランディングページからの申し込み依頼が全くない
せっかくなのでリニューアルしたい

来年、自分のプロダクションを立ち上げる
名刺ぐらい準備しないと！

ファーストビューからスクロール

全体構成
ストーリー
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②サービスの内容
制作コンテンツ
　・ホームページ
　・名刺
　・広告
　・パンフレットなど
あなただけのプロモーションツールを

無料・高品質で
ご提供します！

ランディングページデザイン案
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③サービスの仕組み
無料制作が実現できる理由
　・能動参加型ワークスタイル
　・受講生主体の低コスト体制

高品質を保証できる理由
　・プロ講師による制作監修

柔軟な制作フロー
　・制約に縛られない学校だからこそ

全体構成
ストーリー
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④制作実績

⑤よくあるご質問

⑥お申し込み

⑦アクセス

ランディングページデザイン案
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全体構成



受講生向けプロモーション
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クリエイティブサービス　受講生向け広告
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受講生向けプロモーション
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クリエイティブサービス受講生向けの広告

スキルと意識が高い受講生を増員するために、
あえて少し格式高さを感じさせる内容にしている。

基礎的なスキルはセットアップした状態で臨んでほしいため、
Webコース修了者に対してのみ配布する等、配り方も工夫する。

現状、男性の受講者割合が少ないため、
やや男性向けのクールなデザインになっている。
ビジュアルに女性イメージを起用しているのは、そのバランス調整。
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統括
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統括
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クリエイティブサービス　当面の目標

ランディングページからの直接の制作依頼申込件数を増加させる。
まずは5件/1カ月の申し込みを目標とし、制作実績を蓄積する。
実績数を積み重ねることで、それを新受講生の確保や制作依頼
増加といった好循環につなげていく。

受講者数をコンスタントに毎週10名は確保する。
制作物のデザイン性の偏りを減らすために、極力男女比が5:5の
バランスとなるよう当面は特に男性受講生の確保。



Fin


